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岡山市立岡山中央中学校２年 梅原未蘭さん
「矢掛の宿場まつり 大名行列」
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画も鑑賞しました。今更言うまでもないことです

新年のご挨拶

が，主題は定年退職した人の「生きがい」や「人

友の会
〜交流の輪を〜
友の会会長

と人とのつながり」についてであります。自分自
身に当てはめて，どうなのかということですが，

竹井 千庫

私にはまだ実感がありませんでした。でも，これ
から先のことを考えると，少々不安もあります。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

何とか社会との接点を持っておかなければならな

私は，門野前支部長の後任の竹井と申します。

いと，妻と話し合っています。
そうした面からも，友の会の存在は大いに意味

友の会の会長も務めさせていただきますので，ど

のあるもので，総会や交流会（懇親会），研修旅

うぞよろしくお願いいたします。
また，７月の豪雨災害で被災されました方々

行や１日旅行など，各種事業にご参加いただき，

に，心からお見舞いを申し上げます。本当に大変

気分転換や旧交を温めるのは有意義なことと考え

なことでしたが，地域の復旧・復興のために，多

ます。

くの方がボランティアとして，県内はもとより，全

しかしながら，研修旅行については参加希望者

国から駆け付けていただき，住民同士の交流も復

も少なく，実施できていないのが現状です。ぜ

活するなど，明るい話題も聞かれるようになり，何

ひ，多くの会員の方が参加できるよう工夫したい

よりと存じます。一日も早い復興をお祈りいたし

と思いますので，ご意見・ご要望をお聞かせいた

ます。

だければ幸いです。

さて，私は昨年４月からの３か月間，充電する

今後とも，友の会の各種事業の充実に努めてま

機会を得ました。その時に興味を持って読んだの

いります。積極的なご活用をお願いいたしますとと

が，「定年・退職」をテーマにしたものでした。

もに，会員の皆様方の「健康増進」，「生きがい・

『定年ゴジラ』（重松清著）や『終わった人』（内

やりがい」に満ちた人生が大きく展開されますこと

館牧子著）などで，『終わった人』については映

をお祈りし，新年のご挨拶といたします。

第２回友の会役員会報告
去る11月30日，
おかやま西川原プ
ラザにおいて平 成
30年度第２回役員
会を開催しました。
奥田泰彦氏の辞
任に伴い，運営 委
員として新たに岡部初江氏を迎えました。

岡山教弘友の会役員一覧

会
長
副 会 長
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竹井千庫
荒尾真一
岡 礼子
中田哲雄
北山鎮道
物部孝章
吉田 信

大西 守
玉木陽一
畦田正博
宮田正彦
那須知美
岡部初江

今年度事業の中間報告
◆福祉事業
・災害見舞：平成30年11月末現在で現職会員含む74名
に給付
・一日人間ドック：定員650名のところ，申込者数636名，
平成30年11月末現在で補助金送金者209名
・教養セミナー：計２回開催，参加者総数21名
◆親睦事業
・趣味の旅，海外研修旅行は最少催行人数に達せず
中止
・交流会（笠岡グランドホテル）参加者45名
・一日研修旅行（松江）参加者54名

当面の事業計画
◆福祉事業
・大腸がん検診：本誌３頁（右頁）をご参照ください。
◆親睦事業
・親睦旅行（国内旅行）：本誌８頁（裏表紙）及び
同封の案内チラシをご参照ください。
−２−

大腸がん検診のご案内

申込期日：１月25日（金）必着

定期的な検診で健康状態をチェックしましょう！

日本では大腸がんの患者が年々増加しており，早期発見と治療が大切です。弘済会が実施する大腸がん検診は，対
象者に該当する方の検査料が無料です。この機会にぜひお申込ください。
●対象者
満40歳以上で，次のいずれかに該当する方
・弘済会会員及びその配偶者
・弘済会準会員

〈記入例〉
大腸がん検診申込書
ふ り が な

①会員氏名 ○○○○○
会員番号 ○○○○○○○○○○（10桁数字）
②生年月日・年齢・性別
703-8258
西暦○○○○年○月○日（○歳）
③郵便番号
住所
電話番号
④配偶者の受検をご希望の方のみ
＊受検区分 ＡまたはＢ
ふ り が な
＊配偶者氏名 ○○○○○
＊生年月日・年齢・性別
西暦○○○○年○月○日（○歳）
岡山市中区西川原二五五番地
おかやま西川原プラザ内
岡山教弘友の会 検診係

●募集定員 600名（現職会員含む。先着順）
●検査方式 自己採便方式
●委託医療機関 公益財団法人岡山県健康づくり財団
●実施日程
・申込締切…平成31年１月25日（金）必着
・検査キット送付…２月23日頃。同封の説明書によ
り検体を採取し，期日厳守で医療機関あて送付し
てください。
・結果通知送付…３月中旬
※検査キット及び結果通知は，医療機関よりご自宅
あてに送付します。
●検査料金
無料。ただし，検体の郵送料のみご負担ください。
●申込方法
右の「記入例」により必要事項をご記入の上，ハガ
キまたは封書でお申込ください。

※①の会員番号は，本誌を郵送した封筒の宛名シール
に印字されている数字10桁をご記入ください。ご不
明な場合は空欄でもかまいません。
※④の受検区分は，「Ａ…ご夫婦ともに受検」または
「Ｂ…配偶者のみ受検」のいずれかをご記入いただ
き，配偶者のお名前，生年月日・年齢・性別をご記
入ください。
●あて先 〒703−8258 岡山市中区西川原255
おかやま西川原プラザ内
岡山教弘友の会「検診係」

2019年度 一日人間ドックのご利用について
募集の開始は，2019年７月10日発行の「友の会だより」誌面でお知らせします。
ご希望の方は，必ず誌面をご確認の上，ご応募ください。

注意点
●募集定員を上回る応募者多数の場合は，抽選となります。
●弘済会の補助の採否に関わらず人間ドックを受診される方は，抽選結果がわかる前に医療機関
へご予約されることをおすすめします。
●2019年４月１日以降，募集開始前に人間ドックを受診された方も，２万円以上の金額が記載され
た領収書原本をご提出いただける場合は，ご応募が可能です。

−３−

平成30年度岡山教弘友の会交流会のご報告
■ 報告会
平成30年11月16日，笠岡グランドホテルにて平
成30年度岡山教弘友の会交流会を開催しまし
た。
井笠地域だけでなく，県北部や県東部の方も
参加してくださり，当日は45名の方々にご来場い
ただきました。
竹井会長のあいさつに続き，事務局より平成
29年度事業の概要，平成30年度事業の概要につ
いて報告し，承認されました。

■ 公演会

「クラシックギター＆ソプラノ
つどいに寄せる晩秋のしらべ」
公演会では，岡山市在住のクラシックギター
奏者 平田卓也様とソプラノ歌手 片山裕子様の
お二人に演奏をご披露いただきました。
クラシックから懐かしの歌謡曲まで，幅広い曲
目を演奏していただき，公演の最後には「ふるさ
と」を参加者の皆様も一緒に合唱しました。
クラシックギターの哀調を帯びた音色と，ソプ
ラノの心の琴線に触れる美しい歌声に，参加者
の皆様の歌声も加わり，楽しい時間となりまし
た。

■ 懇親会
午後からの懇親会では，美味しい料理をいた
だきながら，久しぶりの再会を喜ぶ参加者の
方々の話が弾んでいました。
途中，笠岡市在住の参加者の方から，日本画
を始め多くの芸術作品が展示されている，笠岡
グランドホテル内の「ワコーミュージアム」の紹
介もありました。
閉会後，ミュージアムで作品を鑑賞する方が
たくさんいらっしゃり，芸術の秋にふさわしい
ひと時を過ごしていただきました。

−４−

平成30年度岡山教弘友の会一日研修旅行のご報告
■松江満喫日帰り旅行
足立美術館・松江城下町を現地ガイドと散策！
日 程

平成30年10月４日
（木）実施

旅

足立美術館
堀川めぐり
̶ 松江城下町散策（松江城・武家屋敷・堀川遊覧船など）̶ 米田酒造

程

足立美術館にて

酒蔵見学

参加者の声
行楽の秋の一日。54名の参加者で満員の観光バスは，まずは足立美術館に到着。大庭園と横山大
観，竹内栖鳳，川合玉堂など，近代日本画の巨匠たちの作品を鑑賞。やすらぎと感動の時間が静かに
流れていきました。
続いて松江市内。国宝松江城の見学，堀川めぐり，城下町ウォーキング，酒蔵見学などに分かれて，
松江を満喫することに。大いに歴史と文化を感じることができました。
帰路は皆静かでした。満足のいく日帰り旅行になりました。感謝。

2019年度岡山教弘友の会総会開催のご案内
2019年度は，岡山教弘友の会総会の開催年です。岡山ロイヤルホテルにて，会員の皆様に楽しんでいた
だける内容を企画しています。ご退職後の交流の場として，ぜひご参加ください♪

▼ 前回（平成29年度）総会の様子 ▼
平成29年度の総会は，講師として津軽三味線奏者 蝦名宇摩様をお迎えし，迫力ある演奏をお楽しみいた
だきました。

総会行事の様子

記念公演

−５−

懇親会風景

ご縁と学び

LCの

想 い

ジブラルタ生命岡山支社

津山営業所

仲野

哲

日頃より，先生方におかれましては，弘済会の事業

子供たちのことを第一に考えて教育に尽力なさる岡

に関心とご理解をいただき，誠にありがとうございま

元先生のお役に立てるよう，私も努力して参ります。

す。私が保険の仕事をさせていただけているのは，先

そして，学校訪問の中でも先生方から相談をしていた

生方とそのご家族との出会いがあるおかげであり，感

だけるようなライフプランコンサルタントとして，学

謝の気持ちでいっぱいです。

び続ける姿勢を忘れず活動して参りたいと思います。
これからもご指導とご鞭撻のほど，よろしくお願い

この度ご紹介させていただく先生は，私が初めて担
当させて頂く事になった学校である，津山市立中道中

申し上げます。

学校に勤務しておられた岡元康朗先生です。ご退職が
近い時期にお忙しいにもかかわらず，お時間をつくっ

先生のご趣味のひとつが骨董品鑑賞とのことで，今

てくださり，ライフプランや趣味も含めて今後のこと

回，津山市津山口にあるお宝市場というところで写真

を色々とお聞かせくださいました。

を撮りました。

現在は社会福祉法人日本原荘で学童教育や職場内
情報誌の執筆に携わっていらっしゃる岡元先生です
が，特に印象に残っているのは，子供と向き合うこと
への先生の想いをお聞きしたときです。大人が子供に
与える繊細ながら看過できない影響を，誰よりもよく
考えての立ち振る舞いをなさっておられるという印象
を持ちました。私自身その意識の高さに身が引き締ま
る思いがしましたし，先生との出会いから学ばせてい
ただいているのだと思います。また，岡元先生とお会
いすると笑顔で気さくに接してくださり，私が元気を
頂いております。ありがとうございます。

教弘保険の
お知らせ

65歳満期を迎える皆様へ

現在ご加入いただいている「教弘保険」のほとんどは，65歳で満期を迎えます。
その際，満期保険金額の範囲内であれば，健康状態にかかわらず無診査で「新教弘保険Ｋ型」プラン
にご加入いただけます。また，この「教弘保険K型」にご加入いただくことで，友の会会員資格もご継
続いただけます。
「新教弘保険Ｋ型」は，5年毎の自動更新で最長80歳まで継続できます。該当の方には，満期到来時
にジブラルタ生命からご案内ハガキが届くほか，担当ＬＣが可能な限り訪問して手続き等をご案内いた
します。ご契約についてのご不明な点やご相談は，ジブラルタ生命の最寄りの営業所またはコールセン
ターへお気軽にお問い合わせください。

ジブラルタ生命保険㈱岡山支社

各営業所電話連絡先

●ジブラルタ生命保険㈱教職員専用フリーダイヤル ☎0120−37−9419
●第一・第四・第六 ☎086−271−2010
●第二・第三・第五・第七 ☎086−234−7501
●津山 ☎0868−22−4053 ●倉敷 ☎086−422−1769
●笠岡 ☎0865−62−4455 ●総社第一・総社第二 ☎0866−92−6550
−６−

地中海バルセロナの青空に実に鮮烈で，初
めて車窓から見つけた瞬間の感動は忘れら
れない。

楢原
靖

﹁作品の向こうに思いを巡らせて﹂

岡山市

退職から２年目をむかえ，現在は高等
支援学校で，ものづくり（木材加工）の
実習指導メンバーに加えていただき，週
15時間の勤務をしております。私自身，
職人芸を持っているわけではありませ
ん。しかし，例えば木工機械が作り出す
杓子定規な直角に，鉋での面取りを説明
し，作業を見守る。生徒に両者を触って
比べてごらんと話す。すると，面取りさ
れた部分の木材の優しい感触に，生徒が
浮かべる穏やかな表情と目の輝き。嬉し
い気持ちになると同時に，指導冥利に尽
きる思いである。

さて，私は現職の頃，デザイン科の教
員であったこともあり，若い頃から美術館や企画
展・美術展に出かける機会が多く，楽しみにしてい
た。ジャンルは様々だったが，どの作品からも様々
な説得力を感じるものばかりであった。そして，そ
の際買い求めた多くの図録集が我が家にはある。
中でも，まだまだ若かった頃，1998年同僚の案内
で連れて行ってもらった，MoMA ニューヨーク近代
美術館・メトロポリタン美術館・グッゲンハイム美
術館は，どの館もまさに圧巻で別世界であった。
次々に目にする，今まで本や教科書でしか見た事の
無かった作品に圧倒された事を思い出す。同時に，
床に座り込んで一心不乱に名画の模写に取り組む画
学生の姿。当時の日本の美術館では決して許されな
い光景に， 文化は誰の為に
と考えさせられたものであっ
た。余談になるが，後日当時
美術館近くで目にしたワール
ド・トレードセンター（ツィ
ンタワー）に，2001年9月11
日旅客機が突っ込む，アメリ
カ同時多発テロ事件の映像
は，およそ現実の出来事とは
思えなかった。
また，昨年度は，念願だった退職したらと思って
いたルーブル美術館に，妻と出かけることができ
た。フランス内では，オルセー美術館・オランジュ
リー美術館に入館。行程内にスペインの日程も組ま
れていたので，バルセロナでピカソ美術館，ミロ美
術館，更に，ガウディ設計のサグラダファミリア教
会も見学することができた。教会の姿は，澄み渡る

そして，今改めて，若い頃からの図録な
どを開いてみると，若い頃はただただ話題
性や有名な制作者や作品に触れることを追い求めて
いた様に感じる。しかし，年々歳を重ねると，制作
者が制作時どんな思いで，どんな時代背景や環境下
で作品と対峙したのだろうかと，徐々に思いを巡ら
せ，考える様になり，それが新たな楽しみとなって
きた。
画廊勤めの弟が，失
意の兄をどんな時も献
身的に支え続けたゴッ
ホ兄弟。元パリの税関
吏で，薄幸で，素人画
家，気色悪い作品と酷
評を受けながら，晩年
ピカソに見出されるア
ンリ・ルソー。奔放な生き様のピカソが，祖国スペイ
ンカタルーニャ地方内戦の惨劇を嘆き描きあげた ゲ
ルニカ 。アール・ヌーヴォーを代表するグラフィッ
クデザイナー，チェコ出身のミュシャが，祖国チェコ
の伝承・神話および歴史を回想し制作した，壮大な大
作 スラヴ叙事詩 。藤田嗣治は浮世絵を彷彿とさせ
る，柔らかい乳白色の女性像の作品で，海外では熱狂
的な評価を獲得し，日本人として生き続けたいと願い
つつも，戦争に翻弄され，国賊の様に扱われ，日本を
追われ，フランス国籍を取り君子夫人とフランスで没
した彼の生き様。などなど・・・・
これからも，ゆっくりと自分のペースで，可能な
限り特別支援の生徒たちに関わり美術館や企画展を
訪れ，制作者の心中や葛藤に思いを巡らせつつ，元
気の源にしていきたいと思っている。

−７−

第40回岡山教弘友の会 親睦旅行のご案内
退職後の交流を深めましょう♪ ご夫婦やご友人グループでぜひご参加ください♪

●友の会会員の方には，10,000円の補助があります。
●お車で集合される場合は，岡山駅から一駅の「おかやま西川原プラザ」
駐車場を無料でご利用いただけます。
第40回
親睦旅行

文豪たちが愛した伊豆
大自然と歴史にふれる温泉旅

【日
程】平成31年３月12日（火）〜14日（木）
【定
員】30名（最少催行人数15名）
【会員費用】92,000円（おひとり様／２名１室利用）
・会員様以外は，102,000円です。
・１人部屋ご希望の場合，追加料金20,000円が必要です。
【申込締切】２月４日（月）必着

♪おすすめ
ポイント♪

伊豆の踊子像

堂ヶ島クルーズ

富士山

文学を満喫！
ノーベル賞作家 川端康成の代表作「伊豆の踊子」の舞台を訪れ，川端康
成や夏目漱石など数々の文豪ゆかりの修善寺温泉に宿泊！
歴史を満喫！
幕末，開国のきっかけとなったペリー提督の黒船来航。来航の地・下田港
と条約締結の舞台・了仙寺を結ぶペリーロードを実際に歩きます。
自然を満喫！
日本の青の洞窟と呼ばれる「天窓洞」や富士山など，伊豆の自然美の絶景
を海や山から堪能！沼津港では新鮮な魚介類も楽しめます。

浄蓮の滝

お申込み方法について
●同封のチラシ裏面に記載の申込書にて，旅行会社へ直接お申込みください。
【留意事項】
１ 対象は旅行に耐え得る健康な方で，岡山教弘友の会会員とその配偶者，同行者としてお子様（高校生以下
を除く）とご友人もご参加いただけます。
ご友人グループなどでご参加の場合，申込書に同室希望者の氏名を明記してください。単身参加で同室希
望者の記入がない場合，同室相手は事務局で決定しますのでご了承ください。一人部屋ご希望の場合は追加
料金が必要となります。
２ 参加申込は，チラシ裏面に記載の申込書にて，旅行会社へ直接お申込みください。
会員番号は，封筒宛名シール右下の10桁の数字をご記入ください。
３ 最少催行人員に達しないときは，中止いたします。申込多数の場合は定員限りとし，抽選とします。
４ 旅行代金は，参加者決定通知に同封する振込用紙にてお振込ください。なお，ご退職時に岡山県教職員互
助組合から発行された旅行券をご利用いただけます。
５ 集合，解散時刻の都合で前泊・後泊をご希望の方はお申し出ください。お車で集合される場合は「おかや
ま西川原プラザ」駐車場を無料でご利用いただけます。

〒703-8258

岡山市中区西川原255（おかやま西川原プラザ）

旅行計画

岡 山 教 弘 友 の 会
電話（086）272-1909
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