
 

 

 

 

 

 

 
 

７月２７日、松島に於いて今年も熱い戦いが繰り広

げられた東北七県珠算競技大会。新幹線降り立つと駅

は仙台七夕の飾り付けが施され 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており、しばし祭り気分に心を和まされてから会場へ

と向かうことが出来ました。今回私は競技委員と 

して読上算競技の読み手を担当することになり、 

 

昨年１２月２７日(木)、平成３０年度全日本通信珠

算競技大会で優勝したメンバーが青森県庁を訪れ三村

伸吾知事と和嶋延寿県教育長に優勝を報告しました。

訪問したのは、小学校の部団体で２年連続７回目の優

勝を成し遂げた、三沢市立上久保小学校チームの工藤

渚央くん（６年)、吉田友哉くん（６年）、赤塚桜菜さ

ん(５年)のメンバー３名。  

 工藤壽和副理事長が面談のお礼と大会の概要を説明

し、知事の奥様の三村三千代氏が３月に青森市で開催

される第６５回全国珠算研究集会で、珠算指導者教養

講座の講師をお引き受け頂いたことに謝意を表しまし

た。続いて、指導した三沢珠算塾の斎藤拓哉塾長が優

勝メンバーを紹介、三村知事は｢お互い良き指導者、良

い子達に恵まれてよかったですね。ここまで来たのだ

から頑張ってこの道を極めてほしい」と激励しました。

３人は「先輩を見ていて自分もあのように上手になり

たいと思って練習してきた」「団体をとったので次は個

人で優勝を目指したい」「数問落としたので次は満点を

とって優勝したい」

と各々感想を話しま

した。最後に和嶋教

育長の音頭で乾杯、

「日本一」の喜びを

分かちあいました。 

大会の 以前一度読上暗算は担当したことがあり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

平成３０年度第２回常

任委員会が、昨年１１月４

日(日)、青森市のリンクス

テーションホールで開催

されました。委員会は午前

１０時に開会、支部長挨拶、

議長選出、事務局より定足数の報告があり会議は成立、

議案審議に入りました。議事１号「職員退職規定の廃

止」について斎藤隆支部長より提案があり、審議の結

果承認されました。協議報告事項は以下の通りです。 

◆ １０月２８日、能登金文副支部長から、岩手県で開

催された東北ブロック代議員会の報告があった。第４

６回東北七県大会(７月３１日)の反省点について岩手

県支部より、又、感想を宮城県支部の丹野知行本部理

事が文書でよせ、今後の課題等を各県の代議員が意見

交換した。次年度本県開催の第４７回東北七県大会に

ついて斎藤隆支部長が交通アクセス、宿泊、前日の練

習会場、当日の運営など詳細に説明したこと等を報告。 

◆ 平成３０年度全国珠算研究集会の役割分担につい

て部長、副部長らの骨格部分を決定。 

◆ 平成３１年度からの全国研究集会補助を、これまで

の５０００円から、事務処理の煩わしさを改善するた

め研究集会参加費の４０００円に改定。 

◆ 定時総会の会場について固定化等、今後の在り方に

ついて各地区より意見が述べられたが、あと一巡くら

いは各地区持ち回りで行うこととし、次年度はむつ・

下北地区担当でむつ市(予定)に於いて開催。 

(午後２時５０閉会) 

 

 

 

新年にあたり           
        全珠連青森県支部 斎藤 隆   

明けましておめでとうございます。今年は当支部担当で大きな行事が３月と７月に行われます。 

３月の『６４回全国珠算研究集会』は、当支部会員の多数の参加と顧問以下全員の協力を得ることが出来、

不慣れな行事ではありますが、本部事務局の指導を受けながら準備は順調に進んでいると感じています。残り

２ヶ月は会員の皆様のご協力を励みに、気を引き締めてやり抜く所存です。 

 ７月は『第４７回東北七県珠算競技大会』ですが、選手・引率・付添い等を含めると５００名をこえるイベ

ントであり、今回は競技会場と宿舎が別になることから、過去７回の運営経験をしていますが気が抜けません。 

研究集会・東北七県大会いずれも全力で取り組み成功させたいと願っています。 

今年も会員の皆様にとって飛躍の年になりますよう祈念し、新年のご挨拶とします。 

 

 

平成３１年 １月 ２３日 
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～全日本通信珠算競技大会～ 

青森県知事、教育長に優勝を報告  

平成３０年度 第２回常任委員会  

リンクステーションホールで開催 

地区大会・表彰式のおしらせ  

２/１７ (日 )弘前地区大会・優良生表彰 … 弘前文化ｾﾝﾀｰ 

２/２３ (土 )青森地区大会・優良生表彰 … ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森 

３/３３ (日 )上三地区大会・優良生表彰 … 三沢国際交流ｾﾝﾀｰ        

３/３３ (日 )八戸地区優良生表彰      … 八戸ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

３/２４ (日 )むつ地区優良生表彰      … 下北文化会館 

       

 

◆ 支部への問い合わせは、次の時間でお願い致します。 【月～金】午前９時半～午後３時【土曜】午前９時～正午  【日曜祝日】休業  

  検定試験  

十段合格者 
 

◇  ３８８回検定試験  
（平成 30 年 11 月 25 日）  

珠算  鳥谷部莉央  （三沢地区 ） 



 
 
 
 

平成３０年１２月２２日から２４日までの３日間、

京都で行われた第７回人材育成講習会に青森県代表と

して参加させて頂き誠に有難うございました。 

・・・・・・・ 講 座 内 容 ・・・・・・・・ 
第１講座 全珠連史～組織の現状と運営及び展望 
第２講座 検定運営 
第３講座 学校に於ける特別支援教育の実態     
第４講座 珠算史・算法                
第５講座 算数科「筆算」     
第６講座 ＰＣ（パソコン）活用法           
第７講座 自らの資質向上を目指して 
第８講座 生徒指導におけるコミュニケーション力 
※その他 自己紹介、支部自慢 

ＴＨＥ裏技 五玉の合成分解 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第１講座では平上一孝理事長からの講義を受け、全

珠連史の奥深さを知ると共に、創立時のご苦労は私に

は到底知る由も無いもので、現在に至るまでの先人達

のたゆまぬ努力により自分自身の現在が有ると痛感致

しました。 

第２講座では工藤壽和副理事長から講義を受け、検

定受験者数の推移(受験者数減少)にはとても驚きまし

たが、更に東北ブロックの会員数減少と平均年齢の上

昇という憂慮すべき現実を数字で具体的に示して頂き

ました。下の表が示す通り、青森県も確実に会員の高

齢化が進んでいる事は間違いなく、今後は新会員の入

会に支部の繁栄と珠算界の活性化が係っていると強く

感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

次に指導法研究では、各グループで５と１０の補数

指導について意見交換が行われました。幼児や 1 年生

が５と１０が特別な数であるため、それらの補数をス

ムーズに理解させ、合成分解をしっかり算盤の上で弾

けるようにする指導で、後々正確な解答が出来ると再

認識をして、今後の指導に役立てたいと熱心な討論が

行われました。その他、大変勉強になる講座が用意さ

れていたのは勿論ですが、受講する側の心構えも(服装、

時間管理等)大いに勉強になった講習会でした。紙面で

は伝えきれませんので、講習会内容について詳しくお

知りになりたい方は、資料をお見せしたいと思います

のでご連絡ください。 

以前、初めて県の競技大会での読上委員を支部長か

ら依頼された時に、自信が無く断ろうとしたことがあ

りました。その際、支部長は「一度断ると、いざやり

たいと思った時にチャンスは巡ってこないものだよ」

とおっしゃいました。その言葉は今でも私の心に残り、

以来頼まれた事はチャンスだと考えて積極的に取り組

むことにしています。今回講習会で学んだ事を、日々

の指導と青森県支部の発展の為に役立てたいと強く感

じています。会員の皆さんもご自分のスキルアップが、

これからの珠算界の発展に

繋がると意識して、積極的に

一歩踏み出してみては如何

でしょうか。私のような者に

も、まだまだ出来る事がたく

さん有る！と感じた有意義

な講習会でした。次はあなた

の番です！Let’s try! 

 

 

 

昨年度、青森県支部に新しい仲間が加わりました。

皆様に、お二人のことをもっと知って頂こうと思い、

７つの質問に答えてもらいました。これからの支部の

大きな戦力になる二人です。皆様、どうぞよろしくお

願いします。質問内容は、以下の通りです。 
 

①入会動機 ②抱負・目標 ③珠算指導で気を付けたい事 

④趣味 ⑤尊敬する人 ⑥長所・短所 ⑦感想 
 

鎌本 香織（三沢地区） 

① 母の勧めで。 

② 受験者増加対策。 

③ ただ教えるのではなく 

自分で考えさせる。 

④ ミシン・スノーボード 

⑤ 斎藤拓哉先生・小川原光治先生 

⑥ 良くも悪くも負けず嫌いな所。 

⑦ 全国の会員が参加する研究集会にも参加させて頂きまし

た。皆様の熱意を見習い、これからもなお一層頑張って

いこうと思っております。よろしくお願いします。 

 

大久保 心（三沢地区） 

① 珠算指導を手伝っており、ステップア 

① ップを図りたいと思ったため。 

② 早く珠算指導に慣れ、一人でも多くの 

② 生徒に指導出来るようになる事。 

③ 生徒ごとの力に合わせたペース配分 

や指導法の工夫を心掛けたい。 

④ 多肉植物の育成・観賞 

⑤ 両親・祖父母 

⑥ 長所は、物事に慎重に取り組むこと。短所は、心配性な

ところ。 

⑦ 指導以外にも大会の補助や講習などに参加してみて、新

たな発見や学びに触れる機会の多い半年でした。今後も

多くのことを学び、指導に活かしたいと思います。 

 

人材育成講習会レポート 八戸地区：佐藤淳子 

Ｈ13 Ｈ29 対13 Ｈ13 H29 対13 Ｈ13 H29 対13

137 105 76.60% 51.05 61.08 10.03+ 106 43 40.60%

Ｈ13 H29 対13 Ｈ13 H29 対13 Ｈ13 H29 対13

5,189 3,605 69.50% 58.04 66.01 7.97+ 2,823 1,093 38.70%

会 員 数 (人) 平 均 年 齢 (歳) ６０歳未満会員数 (人)

全　国

青 森 県 

会 員 数 (人) 平 均 年 齢 (歳) ６０歳未満会員数 (人)

新入会員紹介  

２/24 (日 )  ２月検定  

３/24 (日 )  第３９０回検定  

３/31 (日 )  第６５回研究集会（ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森）  

※４/14 (日 )  第３回常任委員会（支部事務局） 

※４/21 (日 )  臨時総会・講習会（ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝﾎｰﾙ青森）  

４/28 (日 )  ４月検定  

４/29 (日 )   全日本選手権 青森県予選（支部事務局） 

 

 

Ｈ３１．２～４月の  行事予定表  

※事業計画書と、日にちが変わっ

ているので注意して下さい。 

 

 


