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５月の予定
５月１日
５月度授業料引落日
（５月８日 引き落とし予備日）
５月８日
珠算検定申込締め切り
（実施は６月２４日）
５ 月２６ 日 グラン プリ大阪府 大会特
別練習 ４時～６時
５ 月２７ 日 そろば んグランプ リジャ
パン大阪府大会
ゴ ールデ ンウィーク はカレンダ ー通り
で、祝祭日はお休みです。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
◎ ６月２ 日実施の暗 算検定の時 間は次
月 号でお 知らせいた します。２ 日の都
合が つかない皆 さんは５月31日・６月
１ 日の授 業中に受験 できます。 ６月２
日の通常授業は休講です。
◎ 今年度 の七夕そろ ばんワール ドは７
月１日、三重県松阪市で開催されま
す。段位練習生に出場資格がありま
す 。参 加 料3000円。 行き帰 りと も車
で 、早朝 に出発し、 帰りは午後 ９時頃
になります。申込締切は５月２日。
◎ 今夏 の 合宿 は ８月 16日 から18日で
す 。場所 は例年通り 京都府京丹 後市の
夕日が浦温泉、旅館『海幸』。
「 今年の 合宿の日程 を教えて下 さい」
と いう申 し出が授業 終了後にあ る中学
生 からあ りました。 申し出を受 けて直
ち に旅館 に電話連絡 を入れ、そ の場で
日 程が決 まりました が、電話を 切った
直 後にそ の場に居合 わせた複数 名がい

きなり参加の申し込みをはじめまし
た。 次の日の 授業中に出 席生徒に告 知
をし ましたと ころ、あっ という間に 定
員に達してしまいました。
現 在はキャ ンセル待ち 状態ですが 、
３級 練習生以 上で参加希 望の方はと り
あえ ずお申し 出下さい。 二泊三日で 費
用は２４１５０円です。
☆７月15日に今年度のＡ１グランプリ
大会 が開催さ れます。出 場可能なレ ベ
ルに 達してい る生徒の皆 さんには５ 月
中旬 から申込 書を配布し ていきます 。
会場 は枚方市 立地域活性 化支援セン タ
ー（｢輝 きプラザきらら｣内）、午後０
時開会、午後４時閉会予定です。

☆全日本ユース珠算選手権大会☆
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☆全国珠算教育連盟主催☆
段 位 認 定 試 験 結 果 （ ３ 月 18日 ）
８ 月８日 に行われる 全日本珠算 選手権
大 会（全 国珠算教育 連盟主催） に出場
す るには 同連盟主催 の段位を取 得して
い るのが 条件です。 当教室から ３名が
チャレンジしました。
【珠算段位】
【暗算段位】
十段 金本三夢
十段 金本三夢
八段 金本大夢
十段 金本大夢
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九段 桑原麻衣

お車での送迎に関して
さて、「送迎ルール」「送迎マナ
ー 」につ いて今まで 何回この塾 報で触
れてきたでしょうか。
書く側 とお読みに なる側で、 これほ
ど 温度差 ができる内 容とは、内 容に無
理 がある のか、書き 方が悪いの か、あ
る いは失 礼ながら読 み手に問題 がある
のかのいずれかでしょう。
いや、 別の理由が 思いつきま した。
そ もそも 、この内容 が目に触れ ていな
い 、すな わち目を通 していらっ しゃら
な いか、 あるいは目 をお通しに なる立
場 にいら っしゃらな い方がお迎 えに来
られるか、です。

今 の場所に 移転してか ら６年ほど が
経過 しました 。移転当時 のことをご 存
じな い方が多 数を占めて いらっしゃ る
こと から、少 し昔話も交 えて改めて お
願い すること を書きたい と思います 。
前 の教室は 藤が尾６丁 目にありま し
た。 座席数は ３０、教材 置き場・印 刷
場と して使用 していた場 所を無理し て
開放 しても、 ４０名ほど が座れば満 員
とい う状態で 、時間変更 や２時間練 習
に対応しようにも不可能な状態でし
た。 そこで今 の場所に移 転すること に
したのです。
当 時通って いた生徒た ちの新たな 負
担とならない、なるべく近いエリア
で、 教室周辺 に歩道が整 備され、お 車
での 送迎もス ムーズにい く場所とい う
かな りシビア な条件で場 所を探すこ と
数ヶ 月、やっ とのことで 今の場所が 見
つかりました。
し かしなが ら当時の生 徒数は１８ ０
名。 今まで静 かな地域に １８０名が 一
気に やってく るというイ メージを近 隣
の皆 様がお持 ちになるの も無理から ぬ
こと で、幾た びかご近所 の皆様と話 し
合い の場を持 ち、自治会 の責任者の 方
々と も直接お 目にかかっ て、自転車 置
き場 の整備や お車での送 迎に関する 留
意点 を双方で 確認の上、 必ず守って い
ただ くように するという ことを信用 し
ていただき、移転が実現しました。
移 転直後か ら、私が毎 入れ替え時 に
よほ どのこと がない限り 表に出てい る
のは 、安全か つスムーズ に入れ替え を
行い たいこと と、ご近所 との約束を 守
ることにほかなりません。
ご 近所の皆 様との移転 時の話し合 い
は、 地域の皆 様や生徒た ちの安全と 安
心を めざすと いう点で方 向性は一致 し
てい ましたが 、増改築を ともなう移 転
と多 人数の集 散という、 それまでの 環
境を ガラリと 変えてしま うのではな い
かと いう危惧 の念をお持 ちの皆様と 、
その 危惧を少 しでも取り 除いていた だ

きたい私との真剣な議論となりまし
た 。議論 の途中、一 瞬移転を諦 めかけ
た ことが あったこと を今初めて 明かし
ま すが、 そんな産み の苦しみが あった
か らこそ 、今のスム ーズな送迎 の仕組
み ができ あがりまし たし、保護 者の皆
様 のご理 解とご協力 を得られて きたも
のだと思っています。
塾報を ご覧にならない方にお迎えを
依 頼され る場合にも 次のことを 必ずお
伝え下さい。ルールは至って簡単で
す 。車が 生徒を待つ のではなく 、生徒
が 車を待 つのです。 停車位置は 教室横
の 自転車 置き場前、 車の停車時 間は、
生徒の乗り降りに要する時間のみで
す 。次の 授業が始ま る時間を過 ぎてか
ら お迎え に来ていた だくと車は スムー
ズ に流れ ます。具体 的なお迎え 時刻は
月曜 日から金曜 日は各20分過ぎ、土曜
日は30分過ぎです。
次の授 業が始まる 前、すなわ ち次の
授 業に生 徒を送って くる車がま だいる
中 で生徒 が乗り込ん でくるのを 待つお
迎 えの車 が混じると 、途端に渋 滞が起
き ます。 １回の授業 が終了する と、お
迎えの車は平均２０台ほどとなりま
す 。お迎 えのドライ バーは、教 室の入
り 口付近 を注視して いらっしゃ います
の で、ご 自身の車の 後ろがどう なって
い るか気 付いていら っしゃいま せん。
後 ろには 次の時間の ために送っ てくる
車 と、前 方に待って いる車があ るのな
ら 自分の 車も待たせ てもらおう とばか
り に停ま る車があり ます。交差 点の信
号 が赤だ と、対向車 線にも車が 停まり
ますので、もう目茶苦茶です。
私はこ の光景を毎 日見ていま す。ど
の 車がど の生徒のお 迎えかもす べて覚
えています。
他の車 に迷惑をか けたり教室 の継続
の 妨げと なるような ルール無視 の皆様
に は退塾 していただ くことを入 会案内
に も明記 しておりま すが、今一 度ここ
に記しておきます。

な お、これ だけの字数 を費やして 書
いて きました が、本当に この文面を 読
んで いただか ないといけ ないのはた っ
た５ 台程度の ドライバー の皆様で、 大
多数 の皆様方 はルールの 意図を十分 お
酌み 取りいた だいており ますことを 申
し添えます。
◎教 室前で生 徒が乗降せ ず、近隣の 道
路・ 商店の駐 車場で乗降 している姿 を
私や スタッフ が直接見か けることも あ
りま すし、通 報を受ける こともあり ま
す。 その場で 注意をした り、後日改 め
て注 意をしま すが、改善 されない場 合
は上 記と同様 の措置をと らざるを得 な
くなることもあります。
生 徒たちは 教室内でさ まざまなル ー
ルを 守ってい ます。そろ ばんで計算 す
るの もルール なら、採点 に並ぶ方法 に
もル ールがあ ります。ト イレに行く の
もルールに従っています。
複 数人が存 在すれば必 ずルールが 生
まれ 、そのル ールを守っ たり改正し な
がら 行動する 訓練をする 場がそろば ん
塾です。
◎ト イレは原 則として授 業中は行け ま
せん 。トイレ を休憩場所 に利用する 生
徒が いるから です。トイ レは授業の 入
れ替 え時に一 言スタッフ に告げてか ら
行きます。
も ちろん例 外はありま す。学年や 性
格、 様子によ り、すぐに トイレに行 く
よう許可をする場合もあります。
そ の場で漏 らしてしま うよりはト イ
レに 行くほう が良いので すが、その 場
で漏 らさない ように、水 分を控える と
か、 必ず教室 に来る前に トイレを済 ま
せる というこ とを徹底す るために授 業
中の トイレは 原則として 禁止してい ま
す。 トイレを 我慢しなく てはいけな い
場面 は人生で 数多く遭遇 します。そ の
訓練 を少しず つ始めてい ると思って 下
さい。
人 間、誰で もお腹を壊 すことはあ り
ます し、突然 便意を催し たりやけに お

し っこが 近い時があ ります。授 業中で
あ っても そんな場合 はもちろん トイレ
に 行けま すし、オシ ッコを我慢 して腰
を フリフ リ足をクネ クネという 生徒に
は 強制的 にトイレに 行かせるこ ともあ
り ます。 本人は「オ シッコにい きたく
な い」と かたくなに 拒否をしま すが、
頬 がプル プルと震え ているので すから
限 界です 。私が「オ シッコには 行かな
く てもい いから、ト イレには行 きなさ
い 」と言 うと諦めて 一目散に駆 け込ん
だ りもし ます。ホッ とするよう な言葉
が けをす ると気が緩 んでその場 で大洪
水ということにもなりかねませんか
ら 、こち らも相当緊 迫する瞬間 ではあ
ります。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－
来月の 塾報には、 いい話をい っぱい
書きたいと思います。
－ －－－ －－－－－ －－－－－ －－－

出席時間20時間以上の生徒
（４月20日までの１ヶ月）
山内星徳50 金本大夢47 金本三夢47
金本愛夢45 盛井元仁41 桑原麻衣37
桑原彩衣34 山内優歩34 山内美空
34 桑原唯衣31 西村早貴31 山口愛
未31 永田綾稀29 山根建太朗29 窪
田一誠28 古川愛佳28 奥田あさひ26
奥田南海25 塚本旬25 森遥香25
古川和佳24 田伐志帆23 濱野恵太23
文沢一花23 松下紀子23 矢尾良紀
23 永井功久22 中川優花22 松下周
子22 北森遥弥21 中島萌唯21 福田
陸人21 文沢駿介21 松下菜々21 湊
結子21 小川優介20 黒木康平20 北
森彩月20 楓まい20 梶原太智20 齋
藤小春20 中越菜々子20 東阪太陽20

猛スピードばく進中（PERFECT）
（ 初 歩 教 材 PERFECTを １ ヶ 月 で 20ペ
ージ以上進んだ生徒）
松下明日香145 永田綾稀81 峯忠暉7
0 安 見 栞 53 西 井 颯 一 朗 49 高 山 琴
音39 出合祐喜35 宇佐美碧海34 中

村如月32 若林秀星32 藤原蓮31 深
江菜月28 仲井心琴26 小田一葉24
辻尾陸人24 北森彩月23 出野侑季21
入口寛都20 高山翔太20

猛スピードばく進中（瞬達）
（初 歩教材「 瞬達」を１ ヶ月で５ペ ー
ジ以上進んだ生徒）
東阪怜奈21 東阪太陽18 明浦日香17
古川愛佳16 松下紀子16 森遥香13
中島萌唯13 村垣夏南12 松下菜々
12 大和蒼波11 石上綾音10 伊賀敬
弘 10 文 沢 駿 介 10 岩 宗 楓 斗 9 河 田
青大9 古川和佳9 前田小春9 村上
小夏9 西本直幸8 谷侑樹8 眞井夏
希8 今井翔太7 川瀬雄登7 竹下椋
香7 小川千尋7 黒木康平7 足立歩
大7 北森遥弥7 梶原太智7 高鍬碧7
西村結実7 文沢一花7 石田優麻6
池崎佑磨6 橋本潤司6 吉見優里6
吉永颯6 吉永灯6 若林日和5 岡
崎稜平5 石橋広太郎5 越野貴也5
川崎龍一5 齋藤小春5 白川香乃5
田中友子5 田邊美空5 西本匠吾5
西村渉利5 森本倫才5 松下周子5
山本夕有花5 吉田魁馬5

フラッシュ暗算合格者

（４月20日までの１ヶ月間）
三段 湊結子
二段 奥田南海 熊田星麗
初段 奥田南海 西本朱里
１級 石田優麻 山内優歩
２級 東阪怜奈 松井咲帆
３級 東阪怜奈 北森彩月
仲谷愛花 松下紀子
４級 北森遥弥 白川香乃
文沢駿介 森遥香
５級 松下周子
６級 松下周子
７級 堂野宗一郎 山本莉奈
８級 中村如月 畑未唯
９級 中村如月
10級 中村如月 久保心暖 永田綾稀

