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題字は 故 二本木賞先生

手を携えてこの難局を乗 り越えよう

一般社団法人北師同窓会 会長 谷 山 正 司

国内で発見された新型コロナウイルスは,緊急

事態宣言,ま ん延防止等重点措置が発出され, 1

年半余りたった今も,収束の見通 しが立っており

ません。コロナ禍で迎えた 2度 目の春と夏,本来

ですとオリンピック・パラリンピックで盛 り上が

りと感動に浸っているはずでしたが,長い期間の

コロナ禍の対応の疲れで,社会生活にほころびが

見えている昨今であります。

46億年の地球の歴史の中で,新人類が生きてき

たのは20万年ですが, ウイルスはヒトよりはるか

前から存在 していたそうです。また,人類は何度

も感染症のパンデ ミックを経験 してきています。

特に,1918年から1920年に, スペイン風邪のパン

デ ミックで,当時の世界人口の1/3以上が感染 し,

数千万人が死亡 しました。このパ ンデミックの最

中の1919年 (大正 8年)は ,北師同窓会が公益法

人としての社団法人の認可を得,正式名称「社団

法人北師同窓会Jと なった時でもあります。当時,

このスペイン風邪流行の最中での同窓会活動は,

大変なご苦労があったのではないかと,今のこの

コロナ禍の状況の運営や活動に携わっていて強く

感 じます。

新型コロナウイルスは,今までが当たり前だと

思っていた社会や日常の在り方を根底から変えつ

つあります。北師同窓会も運営や事業などを例年

と違った型式で取 り組んできています。本部では,

自粛をせざるを得ないと苦渋の決断をし,昨年度

に引き続き,年度の総会を書面開催としました。

各地区においても,総会が開けず,中止という連

絡をいただいております。例年は,地区の総会や

懇親会に出席をし,皆さんと交流をさせていただ

いておりました。貴重な会員同士,そ して,会員

の皆さんとの交流の「場」をもてず,そのことで

同窓会の推進力が弱まることを危惧 しています。

同窓会の活動は,人 と人との交流が基盤でありま

す。そういう意味からも,会員一人一人の皆さん

と手を携えてこの難局を乗 り越えていかなければ

と思います。今後も感染状況を注視 しながらの活

動や運営になりますが,例年のような円滑な取組

には,ま だ少 し時間がかかるかもしれません。コ

ロナ禍収束後に素早 く正常な姿の同窓会活動が再

開できるよう,本部と各地区の事務局との連携を

大事にしていきたいと思います。

ネット上で話題になった短歌,く しばらくは離

れて暮 らす『 コ』と『 口』と『ナ』つぎ逢 う時は

『君』という字に〉に今の私のおもいが表現され

ているなと共感を覚えました。同窓会としても,

一日も早 く会員と会員の交流が以前のように当た

り前になることを願っています。

さて本年は,理事・監事・代議員の選考の年に

当たり,本来ですと,総会で新 しい理事 。監事が

選出されるとともに,既に各地区から選出されて

いました代議員の紹介があります。 しかし,今年

度は,書面での表決・承認をいただきました。ま

た,私,谷山が引き続き代表理事となり会長職を

お引き受けすることになりました。 7名 の理事の

皆様方と協力 し,北師の充実に努めてまいりたい

と思います。今までと同様に, ご支援のほど宜 し

くお願いします。

昨年度をもって,本部役員,地区役員の多 くの

皆様が退任されました。会の運営にはいろいろな

ご苦労があったものと思われます。この間のご尽

力に感謝申し上げるとともに,今後ともご支援の

ほど,宜 しくお願いします。

最後になりますが,北師同窓会のこれまでに培っ

てきた豊富な知識と数々の難題を乗 り越えてきた

経験に裏打ちされた意志 とで,「純岡1の絆Jの も

と,会員の皆様と共に, この困難な状況を乗 り越

えていきたいと思います。
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斯くあればこそ,芽吹くものも 副会長 植村 敏視
(札幌地区。昭和49年卒)

今年度 も札幌地区の総会は書面での開催となり

ました。役員改選があり,会長は再任。副会長に

は,新たに札幌・信濃小の湊義行校長 (昭和60年

卒),札幌・陵北中の大田利幸校長 (昭和60年卒)

が選出。監査には,濱田美樹氏 (昭和48年卒),

今裕子氏 (昭和49年卒),風無隆夫氏 (昭和51年

卒)が再任されました。

札幌地区では今年度も懇親会等の事業は中止と

しておりますが,会食を伴わない会合,研修事業 ,

会報等の発行,本部や母校への協力等については,

参加人数や感染状況に応 じて十分に対策を講 じる

中で実施を模索 していきたいと考えています。会

議,研修会等については,す でにWEBで の開催

を計画 し,実施 しております。

特別支援教育で結ぶ絆  副会長 千葉 聡美
(道央 北海道白樺高等養護学校長)

このたび特別支援学校地区代表となり本会副会

長を拝命 しました。私は養護学校教員養成課程の

第20期生で,母校は養護学校が義務化されるはる

か以前から障害児教育を担 う人材育成に努めてき

ました。義務化とともに養護学校が全道に整備さ

れるようになりましたが,号 J校種ということもあ

り,小 。中・高とはなかなか接点がありませんで

した。 しかし,特別支援教育 も時代とともに,支
援学校が地域の特別支援教育のセンター的役割を

果たすことが求められ,会員の皆さんの学校とも

連携することが増えてきているかと思います。

コロナ禍の中,年 1回の研修会 もリモー トにな

りましたが,全道にいる仲間と専門性の向上を目

指 して研鑽を深めていきたいと考えております。

「同窓の絆Jを 副会長 長縄 達幸

(道南 函館市立柏野小学校)

昨年度より函館・渡島北師同窓会の会長となり,

今年度は北師同窓会の副会長を仰せつかることと

なりました。歴史と伝統ある北師同窓会の副会長

という重責に身の引き締まる思いです。微力では

ありますが,少 しでもお役に立てるように尽力 し

てまいります。

地区の活動については, このコロナ禍の中で,

なかなか思 うように活動を進められないことにも

どかしさを感 じております。例年であれば総会や

激励会を中心に同窓の絆を深めていましたが,今
後は別な方法を考えていく必要があるかと思って

います。同窓だからこそ語 り合えること,学び合

えることがありますので,そのような交流ができ

るような活動を考えていきたいと思います。

“同窓の絆"に感謝しながら 副会長 櫻井  亮

(道東 新ひだか町立三石小学校長)

今年度より日高支部の会長に就 くとともに,北
師同窓会の副会長を仰せつかりました。歴史と伝

統のある北師同窓会の副会長という重責に身の引

き締まる思いです。

日高地区には,毎年のように管理職人事等で他

管から同窓の先生が赴任されます。その先生方と

の出会いは新鮮な刺激を受ける上で大変貴重であ

り,同窓会が初めての土地で勤務することの不安

を払拭させてくれる機会にもなっているという声

を聞くと,同窓の絆の大切さを改めて実感 します。

5月 の総会が書面開催となったため,各地区の

方との交流は図れませんでしたが,少 しでも早 く

全道 レベルでの北師同窓会の空気を体感 し,会員

の皆様のお役に立てるよう尽力 してまいります。

交流活動の充実を    副会長 早坂  康
(道北 留萌市立東光小学校長)

今年度,留萌地区会長として,道北地区からの

副会長を仰せつかりました。

現在,留萌地区の現職会員は,私を含め 2名 し

かおりませんが,OB会員のお力をお借 りしなが

ら,同窓の裾野を広げるべく,年 3回の交流会を

行っています。会員数が少なく,寂 しい状況は,

道北の他地区でも同様のことと思います し,そ こ

に追い打ちをかけるようなコロナ禍 もあり,交流

活動は思うに任せませんが,活動内容を工夫 し,

続けていくことで,同窓の絆は深まり,よ り強 く

なっていくものと考えます。

この状況が変革の機会となり,新たな活動が生

まれることで,北師同窓会が一層発展するよう,

微力ながら力を尽 くしていきたいと思います。
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令和 3年度 活動方針及び事業計画

知恵を結集 し、将来の展望の具体化を図るために

専務理事 千 葉 ― 博

純岡1の 絆のもと,北師の諸先輩の築いた歴史と  3 大学への支援・教育文化普及活動の推進

現在までのつながりを大切にしながら, 安定 した   (1)学 生の就職対策事業への積極的な援助

将来へのビジョンを形成 し,母校の一層の発展と,  (2)国 際交流事業の後援

北海道教育文化の振興を進めるために, 以下の事   (3)大 学の諸課題への支援

業を展開してまいります。 (4)道教員登録者と希望赴任地区の地区代表と

北師同窓会の将来的な展望については,引 き続     の連携

き「共有化」から「具体化Jを図ることを今年度

も重点といたします。日の前の新型コロナウイル  4 教育文化普及活動の推進

ス感染症という大きな課題を乗 り越えるために,   (1)各 地区総会・研修会等への本部役員の派遣

知恵を結集 し同窓会の在り方を検討 して参ります。  (2)各 地区における会員増と組織強化及び会費

納入の増進

【活動方針】 (3)同期会の組織化と研修会への支援

(4)本部の組織・機能の充実 (HPの 充実)

1 -般社団法人への移行 9年 目を迎え,将来の   (5)新 入会員の募集を大学との連携で推進 (大

変化を提えた組織の在 り方を具体的に検討する     学院生への加入案内)

とともに, 経費を節約する中で各種事業の計画

的・効果的 0効率的な推進を図りながら,北師  5 関係機関・団体との連携

同窓会の運営にあたる。 (1)北海道教育大学並びに道・市町村教育委員

2 コロナ禍においても, 感染状況の把握と適切     会等関係機関,団体との連携

な対策を講 じる中で,会員相互の研修・親睦を   (2)北 海道教育大学五同窓会長との情報交流

図り,北海道教育大学の教育研究の支援に関す

る事業を行い,北海道の教育文化の振興を図る。  6 慶弔に関する事務処理

(1)叙勲 。表彰受賞者の会誌,会報への報告

【事 業 計 画 】
(2)物故会員への弔電

1 研修事業の実施 7 研究助成

(1)各地区の教育文化研修事業への援助      (1)附 属学校の実践研究の後援

(2)各地区の教育文化研修会への講師の派遣    (2)札 幌校教員・学生との研究交流

2 教育文化情報 。研修資料集の発行
8 北師会館の運営

(1)教育文化情報「純剛J150～ 151号 の発行    (1)会 館の合理的運営と維持管理の適切化

(2)「教育関係者等名簿Jの データ版集約     (2)女 子学生会館の経営の適正化

(3)「同窓生名簿Jの データ収集と整理      (3)会 館内外の環境維持の適切化と内部資料の

(4)教育文化資料集の頒布 整理と展示等の充実

①「学校教育基礎研修資料集 (四訂版)」    (4)会 館貸室業務の適切化

②「学校経営研修資料集 (六訂版)」

※「学校教育研修資料集J は,現行をもって廃刊  9 事務局体制の確立

とする。 (1)年 4回の事務局会議による事業計画の推進

(2)事務局各部の業務の効率化 0適正化
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華 萎 華
北 師 会 館 だ よ り

継 萎 華

【叙勲・褒賞受賞,表彰された方々】 (敬称略)

◇令和 3年 3月  高齢者叙勲

(瑞宝双光章) 志田 恭司 (S28年卒)札幌市  米澤  哲 (S31年卒)網走市
◇令和 3年 4月  高齢者叙勲

(瑞宝双光章) 加藤 弘治 (S30年卒)横浜市  島田 文彦 (S29年卒)札幌市
◇令和 3年 春の叙勲

(瑞宝双光章) 矢口 龍彦 (S31年卒)札幌市  米田 正弘 (S33年卒)滝川市 (札幌市)

◇令和 3年 5月  叙位叙勲

山内 清二 (S24年卒)根室市

◇令和 3年 6月  高齢者叙勲

(瑞宝双光章) 平賀 宥悟 (S32年卒)札幌市

◇令和 3年 7月  高齢者叙勲

(瑞宝双光章) 村元 正人 (s32年卒)札幌市

◇令和 3年 8月 高齢者叙勲

(瑞宝双光章) 菅野 幸一 (S33年卒)由仁町

◇令和 3年 9月  高齢者叙勲

島内 雄造 (S29年卒)札幌市  真鍋 達也 (S32年卒)札幌市

【謹んでお悔やみ申し上げます】

令和 3年 1月 大井 彰司 (S38年卒)札幌市

2月  中山  知 (S35年卒)札幌市

3月 成田 将人 (S63年卒)岩見沢市  鎌田 良明 (S18年卒)帯広市

伊藤 信一 (S31年卒)江別市

4月  真柄  徹 (S36年卒)江別市   森  正徳 (S30年卒)似1路市

山内 清二 (S24年卒)根室市   紺野忠一郎 (S42年卒)札幌市

大齋  正 (S20年卒)札幌市   重光  武 (S20年卒)札幌市

大和田 満 (S37年卒)札幌市   菅野 誠弘 (S37年卒)札幌市

百瀬 貞二 (S36年卒)札幌市

5月 勝谷 友一 (S51年卒)札幌市   篠島  勇 (S18年卒)札幌市

6月 小椋 武秋 (S30年卒)帯広市   三階堂 修 (S52年卒)札幌市

佐々木 勇 (S28年卒)札幌市

7月  難波 信之 (S20年卒)東京都

8月  新岡 敏雄 (S52年卒)札幌市

※今年度新たに訃報連絡をいただきました方々をお知らせいたします。

令和 2年 2月  浦本 弘行 (S22年卒)札幌市

9月 河村  武 (S22年卒)札幌市

10月  田中 博信 (S32年卒)札幌市

12月  小南 利光 (S39年卒)札幌市

◎慶弔に関する情報をお願いいたします。
いつもご協力をいただいております。各地区あるいは同期代表の皆様から慶弔に関する情報をお寄せ

いただきたいと思います。「純剛」にお名前を掲載いたします。よろしくお願いいたします。
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◎令和 3年度 一般社団法人北師同窓会定時総会 (書面実施)の報告

昨年同様に「新型コロナウイルス感染症の拡大Jの影響のため,今年度も書面実施となりました定

時総会も代議員や会員の皆様のご協力により無事終了することができました。

第 1号議案から第 6号議案のすべての議案につきまして,総会の決議に必要な代議員43名 全員の方

から,書面により同意の意思表示ありましたので,令和 2年度の事業報告,決算報告・監査報告,組

織拡充費配分報告,令和 3年度の事業計画,予算書 (基本 0詳細)等が決議・承認されました。

第 4号議案「任期満了による理事・監事選任の件Jに つきましても,理事 8名 ,監事 3名 の選任に

ついて,そ れぞれの推薦候補者の賛否の回答票により, 8名 の理事が賛成43票の満票, 3名 の理事も

賛成43票 の満票で選任されました。

今年度も,書面実施となりましたが,「 コロナ禍のためもやむなし。J「来年は,皆が元気で集まれる

ことを願います。」など,会員の皆様からご意見をいただきました。感謝申し_l17ず ます。

◎令和 3年度の役員人事について 一谷山正司会長再任,千葉―博新専務理事に就任一

書面実施の定時総会の結果を受け, 8名 の理事により第 1回の理事会を開催 (書面実施)ヽ たヽしま

した。

会長及び専務理事の選任については,定款第20条の 2に より,理事会の決議によって理事の中から

選定することになっており,今年度第 1回の理事会において谷山正司会長の再任 と千葉一博 (札幌市

立平岡南小学校)校長の専務理事就任が選定されました。

◎令和 3年度北師同窓会の役員,事務局員及び地区代表等の人事について

谷山正司会長の再任と千葉一博新専務理事就任をはじめ,今年度の北師同窓会の副会長,理事,監

事,顧間の方が決まりました。 7ペ ージに理事・監事・顧問・各部員一覧を掲載しております。ご参

照いただければ幸いです。

また,石狩や札幌北師同窓会など全道各地の地区代表や事務局長の一覧も7ペ ージに掲載されてお

ります。コロナ禍ため各地区とも,総会の中止や書面実施など,な かなか会合が持てない中で同窓会

活動にご苦労いただいております。

◎北師会館「女子学生会館」のインターネッ ト環境を無線から有線に変更

コロナ禍のなか,大学のオンライン授業の増加など学生のインターネット活用をストレスなく対応

するため女子学生会館のインターネット環境を従来の無線方式から,学生の各部屋にルーターを設置

する有線方式に変更しました。

◎会費,賛助費の納入にご協力をお願いいた します。

一般社団法人北師同窓会は,会員の皆様の会費で運営されています。年々会費を納入していただく

会員が減少しております。今年度も, コロナウイルス感染症の影響もあり,総会や懇親会などが開催

できずに,会員の皆様にもご迷惑をおかけしております。

大変苦しい中ではありますが,会費未納の会員の方が身近におられましたら,是非「会費の納入J

の働きかけをお願いいたします。
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