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  巻頭言 
 

  

真の珠算教育における温故知新(2) 

 

 

珠算教育目的[1] 

 

本年３月(第 149 号)に「珠算教育論(要旨)」(原著：小柳津恒)の序論・珠算の日本的

特色について拝読した感想を述べさせて頂いてから早くも３カ月が過ぎました。本稿

では記念誌第三章珠算教育目的を拝読し、併せて、日本における珠算の教育目的とそ

の効果について、幼児教育の重要性とその有力な教育手段としての珠算の効用につい

て脳科学の立場から、関連すると思われる二つの文献を紹介させて頂きます。 

 記念誌第三章では、我が国の珠算教育目的について、極めて明瞭簡潔に、今後の日

本における珠算教育は長い歴史の中で様々な文化と出会ってきた中から、時代の要請

に合わせた日本独自の珠算法を確立することの重要性が説かれています。続く第四章

は本誌の中で最も重要な部分を占め、珠算教育目的を達成するための具体的な珠算教

育法として、珠算技術練磨の実際と珠算の法理論としての算法論、定位法論および教

材論について明快に解説されていますが、本章は珠算専門家にお任せ致します。筆者

は「珠算とは日本の風土に根差した日本的なもので、それは客観的にも主観的にも基

本として存在すべきだと見做せるものであり、客観的な効用だけでなく主観的な日本

精神を培う珠算教育目的にこそ意義があることを忘れてはならない」という力強い提

言と「日本における国民精神の神髄は「道」という概念であり、即ち大和魂である」

という言葉に大きな感動を受けました。大和魂は先の大戦で勇猛果敢な特攻精神とい

う誤った武士道精神に利用された不幸な時代がありましたが、本来の大和魂の真意は、

平安時代から日本固有の精神として発生したものであり、歴史的な力と社会的な個人

の生命を包みながら、個々人の生命を超越する全体的な尊厳、即ち和を意味するもの

と承っております。ここで、和は単に日本民族同士だけに留まることなく、多民族も

包括した世界的・全体的な根本的概念であります。  

 第三章では、さらに、この和を用いた教育には、いくつかの段階があり、古くは、

古代の中国文化の模倣期から、中世期の寺院教育の時代、江戸期の日本文化に中国文

化を融合した和魂漢才時代、その後の幕末からの西洋文化のやや偏った模倣期を経て、

西洋文化を教育に取り込んできた和魂洋才時代を経験したことが示されています。そ

して、江戸時代に中国から導入された算盤が、その後日本独自の工夫と改善が重ねら

れ、現在の日本式算盤として完成されました。今後は日本独自の精神に基づく日本式

珠算教育法(和魂和才！)を確立し、世界に向けて力強く発信していくことが待たれま

す。 
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和俗童子訓 

  

  本稿では、真の珠算教育の在り方に資すると考えられるであろう関連文献二件を紹

介させて頂きます。先ず最初に和俗童子訓[2] について簡単に紹介させて頂きます。

著者である貝原益軒(1630-1714)は、養生訓で有名ですが、福岡の医家に生まれ、幼少

から病弱でありましたが養生に専念し、儒学者としての活動を生涯続け、多くの著作

を残しました。和俗童子訓は、養生訓に先駆けること 3 年、彼が 81 歳の 1710 年に執

筆された日本で最初の体系的な教育書であり、特に早期からの幼児教育の重要性を強

調した点で世界的にも先駆的な幼児教育論とされています。本書は総論、読書法と手

習法、女子教育論から構成され、総論を除くと、児童心理の発達過程に則する一般教

育法と教科内容に則した読書法と手習法とからなり、ほぼ教育活動の全分野について

詳細な内容を含むものであります。そして、総論における最大の主張は早期教育の重

要性であり、親の責任において三歳児までに施すべきであるとするもので、幼児教育

の原動力としての親の愛情と知性の在り方について説き、幼児を正しく育ててゆくた

めの道筋と方法に関し、その詳細を具体的に解説しています。その後で本書では、読

書・手習いを中心に、教育する最適の年齢を考慮し、六歳児から成人までの本人の年

齢に応じた段階的で具体的な教育法と教材を詳しく解説しています。さらに、彼自身

は珠算教育者ではありませんでしたが、算数教育の実践(珠算学習)の重要性を繰り返

し強調していることは注目に値します。これらは未だ脳科学の知識もない当時におい

て、本人の脳の発達段階と見事に一致した教育論を展開していることに大きな感動を

覚えます。 

一方、江戸時代初頭に日本独自の数学(当時は算数と同じ意味)である和算が成立し、

その後急速に発達したのも、数を目に見えるように造られたアナログ教育器具である

日本式算盤が全国に広まったお陰であり、さらに江戸中期には関孝和(1642?～1708：

和算家)らにより大きく発展した時期が、貝原益軒と全く重なって一致しており、お互

いに何らかの影響を受けたのではないかと思われます。江戸後期には日本中で数学ブ

ームが起こり、和算は子弟に日本式算盤を使って自分で考える能力を育成するために

は最適の算数教育の教材となりました。しかし、明治時代の西欧数学(洋算)の輸入に

より、残念ながら、文字通り日本独自の考える珠算教育の原点ともなる和算が日本の

初等教育現場から姿を消してしまいました。 

 

脳を育てる 

 

  筆者が珠算学習の脳科学的効用の独学を始めました最初の頃に熟読した愛読書であ

る。脳を育てる[3]を、最近もう一度原点に戻って再読を始めました。著者の時実利彦

先生(1909.9.4－1973.8.3)は、日本を代表する大脳生理学者として、日本で初めて、大

学に脳の生理学を専門に研究する講座を開かれ、日本の脳研究全体を発展させるため、

ご自身で厳しい研究と後進の教育に骨身を削られました。最後まで現役として、東大

医学部脳研究施設教授と京大霊長類研究所教授を歴任される中で、著書も多く、多大
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な学問上の功績をあげられました。当時から、創造力のある意思の強い人間を養成す

る必要性を説かれ、人間の脳の構造と知能の発達、特に知恵と意欲を引き出すための

段階的教育と訓練の重要性について判りやすく解説されています。筆者も、本書によ

り、大脳を鍛える上で、視覚・聴覚などを総動員しながら手指の効率的な運動を行う

ことが極めて重要であることを学び、それに基づいて、珠算学習の脳科学的効用につ

いて勉強を始めた次第です。 

人間の脳の発達と珠算学習の役割については、既に、当セミナーレポート第 133 号

の巻頭言でも紹介させて頂きました通りであり、本稿では、既報内容との重複を極力

避けながら、これまでと少し異なった視点から改めて読み直した結果を追加させて頂

きました。 

人間の大脳新皮質の神経網が生後急速に発達する時期は①模倣(生後から３歳位ま

で)、②創造(５～６歳頃)、および③錬成(10 歳頃以後)の３段階に大別されます(第 133

号参照)。①の時期は、実は情報処理をする後ろの方の場所の脳細胞(後頭葉・側頭葉・

頭頂葉など)の神経網が発達します。そこでは、常に接する両親や身近な大人の態度、

考え方、感情など全体の働きを、赤ん坊は全部吸収する完全な模倣の時期です。そし

て赤ん坊は、失敗を恐れず無言の努力を重ねて行くのです。そのため、大人自身の個

性が大きな課題となります。さらに、①の段階は、古皮質が伴に完成度を高める大切

な時期でもあり、特に両親や身近な大人から愛されることによって古皮質の活性が高

まり豊かな情操が育て上げられる時期でもあることを忘れてはなりません。大脳新皮

質の後ろの部分では、視覚、聴覚、皮膚感覚(手指運動が主となる)が、言葉と一緒に

記憶の仕組みによって蓄えられます。そして、既に蓄えられたものと、新しく得られ

たものとを照らし合わせて、知覚し、理解し、認識して情報処理して記憶する知能の

座として鍛えられていきます。 

一方、②と③を含む時期は主に前の部分にある前頭葉(前頭連合野)の脳細胞の神経

網が大きく発達します。前頭葉では、蓄積された情報と新しい情報を組み合わせる思

考や、不足な情報を新しく取り入れて組み直す創造、そしてそれを人間行動として表

現しようとする正しい意志決定(意欲)が鍛えられます。このような前頭葉の活動は人

間だけのものなのです。また、喜び悲しみの情操(情緒)もまた、前頭葉の重要な働き

なのです。さらに、②の段階では、本人に自覚が芽生え、自分自身を確立して自主性

を持とうとするため、根気や意思・意欲が強く求められます。従って、大人の態度も、

本人の自主的な意欲・取捨選択・競争心を育てるため、適切に指導し、前頭葉が正し

く鍛えられ活動できるような教育に専念することが大切となります。そして、③の段

階は、前頭葉の発達の最終的な仕上げにあたり、本当に人間として確立するための重

要な時期となります。ここでは、脳細胞の神経網を発達させるには意欲と訓練が全て

です。意欲を高めるとは、ある目標を立てて、それに向かって根気よく突き進むこと

です。目標が達成されたときには苦しさなど吹き飛んでしまいます。そして、脳を鍛

える訓練には、ただ練習、練習、努力、努力があるのみです。①の段階での赤ん坊の

頃の失敗を恐れず自信を失わなかったあの無言の練習と努力を想い出して欲しいもの

です。 
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最後に不躾ながら筆者の信条を述べさせて頂きます。それは、珠算教育の究極の目

標は、考える人間の本質を育成することであり、脳科学的には、前頭葉の脳細胞を、

より複雑に、より緻密に絡み合わせることを通して、意欲、創造の精神を育てること

にあるということです。現在の我が国の公的な初等教育では真の珠算教育からほど遠

い実情で、詰め込み主義の教育が中心であり、子供たちは受け身の形に終始して、前

頭葉の発達には殆ど役に立っていない恐れがあります。このままでは将来が心配です。

そのため我が国では、珠算塾が中心になって真の珠算教育を社会教育の一貫として着

実に完成して頂きたいのです。今後は急速な人工知能時代に突入するからこそ、前頭

葉の発達に大きく役立つ真の珠算教育のできる珠算塾が求められているのです。ＩＭ

そろばんの益々のご発展を願い上げます。 

 

 

 

     

   参考文献 

 

    [1]十周年記念誌「珠算教育論(要約)」、ＩＭそろばん、(2015.9.5)  

      [2]貝原益軒著・石川 謙校訂「養生訓・和俗童子訓」、岩波文庫、(1961) 

      [3]時実利彦著・川村 浩校訂「脳を育てる」、三笠書房、(1985) 
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              Ｉ.Ｍ.セミナー開催案内 

 

 

Ｉ.Ｍ.考えるそろばんは会員の先生方の勉強のための団体です。日頃生徒にそろばんを

教えると自然に「知恵袋の知恵」がなくなります。知恵は先生の為にいつも満杯にしてお

かなければなりません。 

 月に 1度、早起きをしてセミナーに出席し、知恵袋を満杯にしておきましょう！ 

 

 

 

 

セミナー受講料 

 

午前９時～正午 ￥２,５００ 午前９時～午後３時 ￥４,０００ 

 

  教 材 費   

  

  Step １～Step１０ 各 ￥２４５ 

  Step１１      各 ￥２８０ 

  Step１２      各 ￥３００ 

  Step１３～Step２０ 各 ￥３５０ 

 

 

 

 

※すでに教科書をお持ちの場合はそちらをご利用下さい。 

※当日、別途実費申し受けます。 

 

 

 

◆６月のセミナーにつきましては、都合により休講とさせていただきます。 

 ７月８日の講演会に是非ともご出席くださいますようお願い申し上げます。  

 ※講演会の詳細につきましては、P.13をご参照ください。 

 

 

 



 

 

 

 

6 

 
     

 

 

   ７月１６日（月） 香川県セミナー          子どもステーション 

 

   第３講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉        ９：００～１２：００ 

 

   解説 Step－７  ５の合成分解と１０の合成分解 

      Step－８  たし算と九九７，８，９の段 

       Step－９  ２桁上から借りる 

      Step－１０ たし算と九九 １０，１１，１２の段 

      Step－１１ 日本語と英語で正しく先生の前で読む 

  

 
   ７月１７日（火） 愛知県セミナー          川名珠算教室     

 

   第３講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉        ９：００～１２：００ 

 

   解説 Step－７  ５の合成分解と１０の合成分解 

      Step－８  たし算と九九７，８，９の段 

      Step－９  ２桁上から借りる 

      Step－１０ たし算と九九 １０，１１，１２の段 

      Step－１１ 日本語と英語で正しく先生の前で読む 

 

 

 

   ７月１８日（水） 兵庫県セミナー          学道そろばん 

  

   第４講座  ＩＭ公認講師 荒木 碩哉        ９：００～１２：００ 

  

 解説 Step－１２ かけ算１×２、Step－１２の加減算を日本語、英語で読ませる 

     Step－１３ かけ算１×４、Step－１３の加減算を日本語、英語で読ませる 

     Step－１４ かけ算２×２、Step－１４の加減算を日本語、英語で読ませる 

 

 

 

～７月のセミナー開催日程～ 
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  ７月１９日（木） 京都府セミナー          京都珠算連盟下京教場 

  

  第３講座  ＩＭ公認講師 荒木 光         ９：００～１２：００ 

 

  解説 Step－７  ５の合成分解と１０の合成分解 

     Step－８  たし算と九九７，８，９の段 

     Step－９  ２桁上から借りる 

     Step－１０ たし算と九九 １０，１１，１２の段 

     Step－１１ 日本語と英語で正しく先生の前で読む 

 

 

 

  ７月２０日（金） 埼玉県セミナー          さいたま文化センター   

                                  

  第５講座  ＩＭ公認講師 関根 由季        ９：００～１２：００ 

 

  解説 Step－１５ 検定問題を日本語、英語で読む、 

    かけ算 ２×３  

    わり算 ４÷２  

    加減算 ２桁～３桁 ７口 

    諳 算   

    文章題 対応の決まり、和と差の関係 

 

 
 

 ★ 会員の先生に於かれましては、セミナー予定を今一度確認の上、ご参加下さい。 
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第５１回考えるそろばん検定試験施行日は６月２４日（日）です。 

試 験 日   平成３０年 ６月２４日（日）全国 一斉 

試験会場   ＩＭ会員教場・公共施設 

申込期間   平成３０年 ６月７日（木）～６月１４日（木） 

申込方法   所定の申込み集計表に必要事項を記入の上、ファックスまた 

              はＥメールにてお申込みください。 

ＩＭそろばん検定部ＦＡＸ：０２９７－８６－６０３３ 

Ｅメールアドレス： im-kentei@imsoroban.com 

受 験 料      ６月１５日（金）までに下記口座にお振込みください。 

          ＮＰＯ法人  ＩＭそろばん検定部 

   ゆうちょ銀行 １０３００－４９７５８２９１ 

      ◆申込集計表等一式を配布いたします。検定の日程を確認の上お申し込みください。 

 

次の考えるそろばん検定試験日程 

第５２回 ２０１８年 ８月１９日（日） 

第５３回 ２０１８年１０月２８日（日） 

第５４回 ２０１８年１２月１６日（日） 

第５５回 ２０１９年 ２月２４日（日） 

第５６回 ２０１９年 ４月２８日（日） 

 

※検定試験の前には模擬問題練習が有効的です。 

※検定試験問題見本のページは一通りご紹介させて頂きました。これからは是非模擬問題 

 をお試し下さい。模擬問題は I.M.そろばん検定部、又は事務局へ電話・メールにてご用 

 命下さい。 

Think with SOROBAN 
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SNS を活用していますか？ 

【なにかと話題の SNS…ってなに？】 

SNS を使っていますか？SNS はソーシャルネットワーキングサービスの略称で、Facebook

や Twitter、インスタグラムなどが SNS にあたります。すべての共通点は Web 上で社会的ネ

ットワークを構築可能にするサービスであるということ。つまり「インターネットを使って、

同時に、たくさんの人と関わりを持つことができる」ということにほかなりません。SNS は時

にまったく知らない人とも不意につながれるのも魅力の一つです。 

【どうやって使うの？】 

 SNS の始め方については、それぞれご案内いたします

ので、お問い合わせください。ここでは、始めた後にど

うすればよいか…というお話。SNS には、サービスによ

って特色があります。Facebook ならビジネスに、Twitter

なら取り留めないことをつぶやいてみたり、インスタグ

ラムは写真を公開して使われます。 

 SNS は「今日はこんなことをしたよ！」や「今度こん

なことをしまーす！」というように、ほかの人に伝える

ために使うものです。例えば「アーリーサマーキャンプ

に行ってきました！子どもたちみんな砂だらけになりな

がらはしゃいでいます。楽しそう！」など、写真付きで

公開したらどんなことが見ている人に伝わるでしょうか。 

・アーリーサマーキャンプって何だろう？ 

・確かにみんな楽しそう！アーリーサマーキャンプは楽しいイベントなんだ！ 

・こんなイベントをやっている教室なのか 

・先生の人柄もいい感じかも… などの印象が伝わることになるでしょう。 

【SNS は小さなホームページ】 

 SNSはちょっとしたことを公開することに長けています。SNSの大きな特徴はスピード感。

その時、その場所で考えたこと、感じたことを SNS に残し、皆様に見てもらうことで伝わる

人柄があるのです。その人柄をきっかけに、ホームページへ誘導してもっと詳しく知ってもら

う…という流れが主流です。SNS は恥ずかしい…という理由でやらないのはもったいない！教

室をアピールするチャンスだと思って活用してみてはいかがでしょう？ 

【今後の予定】 

07 月発行分 … コンピュータは画像を認識できない 

08 月発行分 … 画像といえば…インスタグラム⁉ 

など、私の専門分野を活かしつつ、皆様にお伝えして参ります！  

                              2018 年５月吉日 基藤 悠臣                                                                    
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 ～～～   アアアーーーリリリーーーサササマママーーーキキキャャャンンンプププををを終終終えええててて   ～～～  

                                                                           iiinnn   千千千葉葉葉県県県 
 

埼玉県 関根由季 
 

 今回は片道３時間半と遠方の為、参加を見合わせようかと思ったりもしましたが、毎年

とても楽しみにしている生徒もおり、教室からは８名の生徒とともに、参加させてもらい

ました。 

 海ならではの楽しみの他、今回は両川先生の「バイスゲーム」もとても盛りあがり、楽

しかったようです。1 度目はゲーム（お金の流れる仕組み）の理解が難しかった様子でし

たが二日目（２度目）では、チームごとに目標を立てたり戦略を立てたり、ゲームの内容

を少し理解し取り組んでいました。さすが、塾の講師の経歴を持つ、両川先生ならではの

オリジナルゲーム！ 

 冒頭の映像にもあった、10年後、20年後のいろいろな場面で生きる学習になったことと

思います。たくさん学んでたくさん遊んだ有意義なキャンプでした。 

 準備から、何から何まで本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 荒木先生からのシャーペンも生徒が皆喜んでいました。ありがとうございます。 

 

 

千葉県 菅  幸子 

 

今年も担当させていただきました。今年の千葉県鋸南町の保田は、目の前に海、山、そ

して海に沈む夕日が眺められる、自然が美しい場所でした。各セッションでは、助数詞と

概数計算、スピード算など担当の先生方にお任せして IM だからこそ勉強できる内容で教

えていただきました。そして今回の目玉とも言える BuyS（バイス）ゲームは、お金の勉

強です。カレー料理人グループがカレー作りの材料を仕入れます。一方、米屋グループ、

香辛料グループもカレー料理人に買ってもらうためにいかに安く仕入れて高く売るか考え

ます。お互いに交渉して売買を成立させ、黒字になったグループが勝ちです。これは思っ

た以上の子ども達の心をつかんだようで、一番楽しかった～、と口々に子ども達から聞く

ことが出来ました。今回のキャンプは、下は４歳から上は高校生の１８歳までの幅広い年

齢層の中で、中高生が有段者でもあり、きもだめしや生活のお世話をしてくれる環境でし

た。その中で同じようにそろばんを弾いたり、ゲームを楽しんだり一緒の体験をしていた

ことが、小さな子たちにとって憧れとなり楽しい経験となった様子でした。 

遠くから、千葉の海まで生徒さんを連れてご参加ご協力して下さいました先生方、本当

にありがとうございました。お天気にも恵まれ、日本の夕日もハワイに負けてない！こと

もわかりました!(^^)! 
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千葉県 両川  徹 

 

 一つのセッションにてバイスゲームを担当させていただきました。 

 元々、小学校高学年～中学生を対象にお金のしくみを学習してもらうために作ったゲー

ムですが、そろばん用に一の位まで計算するように設定して、実施しました。 

 計算力をつけるという目的でバイスゲームが役に立ったかどうかは検証のしようがない

のですが、おおむねみんな楽しんでゲームに臨んでくれたようでした。当初懸念していた

「動かない」「理解できない」ということもなく、一丸となって臨む姿は私の想像をはるか

に超え、大盛況だったように思います。 

 「カレーの相場が高ければ、お米も高く売って大丈夫」など、子供たちの発想力には本

当に驚かされるばかり。私自身も交じって一緒に参加して、どんな発想なのかを肌で感じ

たいくらいです。 

 これらのことから、私個人としてもバイスゲームの可能性を確かめることができました。 

また、子供たちが楽しんで勉強できる一つのきっかけに、そしてそろばんを続ける一つ

の理由になってくれればと願うばかりです。 

これも、この度セッションをひとつ任せてくださった先生方のおかげです。 

必要であれば飛んではせ参じますので、今後ともお声がけください。 

 

 

千葉県 喜多 吉子 

 

 今年もキャンプが開催されました。開催の最初は関東が担当県でした。茨城県で開催し、

思い出となるのは会員のお母さんが元気で、赤ちゃんもよい子に眠って参加していたこと、

その子が５年たって愛知県のキャンプに於いて山中を流れる小川（山の斜面を流れる細い

川を沢と言った）の付近でキャンプに本格的に参加し、肝試しで“怖い！もの見たさ”で

大泣きしても尚且つみんなに付いて出かけ、見た目に怖いはずの箱の中からアメを取って

自慢げに帰って来てくれました。それから１５年です。 

 １年生の女の子が今回も出かけては行ったものの泣くに泣けずにブツブツ言って私に抱

かれ、「だって○○××」と言いながら参加せずに帰って来ました。……参加した子供が

怖い話しと、お土産にドーナツを手に入れて楽しそうに怖そうに帰って来ました。 

未だ、抱かれてブツブツ言ってた子が“あのドーナツどうしたの？…”ご想像下さい！ 

 何がどうなっても心配無用、キャーキャー怖がる声とゲットする食べ物は不安を全部解

消して素晴らしい化け物の小説の中に入ってしまうらしい！これは素晴らしいエネルギー

の表現なのだ！！ 

 らいねんも宜しく！！ 

 

 
 



 

 

 

 

12 

                               埼玉県 山本亜季子 

 

 今年のアーリーサマーキャンプの参加は３教室のみではありましたが、グループごとの

セッションが多く、リーダーである中・高生が中心となり、無事に終了することができま

した。担当の先生をはじめ、諸先生方には大変お世話になりました。本当にありがとうご

ざいました。 

 グループでのセッションが多かったことで、交流はもちろん、チーム一丸となり取り組

む姿勢、協力しあうこと等を経験し、チームワークが大事であることを実感できたことと

思います。また、この様子を間近で見ることができたこと、指導者としても、学ぶことが

たくさんありました。 

 あっという間の二日間…いろいろ思うことがありましたが、中でも、タイムスケジュー

ル通りに実行することが上手くできなかったことは反省点とし、また来年、参加したいと

思っています。 

 毎年、参加者全員が、また来年も行きたい！と思って帰ってきます。今回、当教室では

登校日等と重なり、残念ながら参加できなかった生徒が数名おりました。昨年、意気投合

した他教室の生徒に会うために参加したかった生徒や、遅れてでも参加したいという生徒

もおりましたが、現地までが遠く（夕飯に間に合わない）、断念することにしました。 

来年こそはと… 
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 事事事務務務局局局だだだよよよりりり 

 

【総会の出欠連絡のお願い】 

 

セミナーレポート５月号にてご投函のお願い（ハガキ同封）致しましたが、未投函の方

が居られます。下記の通り、理事会並びに定例総会を開催いたします。出欠に関わらず、

６月３０日までに必ずご投函の事、宜しくお願い致します。 

 総会終了後は、講演会を開催致します。万障お繰り合わせ戴き、久方ぶりに『副理事長 

荒木 碩哉』によるお話しをご堪能下さいますようお待ち申しております。 

 

 

 

記 

   

     会   場     北とぴあ  「８０１会議室」  

               ※東京都北区王子 1-11-1  

                               JR 京浜東北線 王子駅下車北口 徒歩３分 

                地下鉄南北線 王子駅下車 ５番出口直結 

                都電荒川線 王子駅前駅 徒歩５分 

    

     日  時   平成３０年７月８日（日） 

          ■理事会   １０時～ 

       ■定例総会 １３時～１４時 

            ■講演会  １４時～１５時３０分 

             （※総会終了後、開演） 

     

      『Ｉ．Ｍ そろばんに、今、思うこと』  

                        ☆講師  荒木 碩哉 

                  （N.P.O法人 I.Mそろばん 副理事長） 

   

 

     ※講演会終了後、「講師を囲む会」を予定しております。 

      参加申込については、当日受付とさせていただきます。 
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