
弘済会の諸事業 [ 教育振興事業（奨
学事業・教育研究助成事業・教育
文化事業）及び福祉事業 ] 並びに日
教弘「クラブオフ」は、教弘保険の契
約者配当金を事業資金として運営
されており、本県教育の振興に寄
与しています。

公益財団法人
日本教育公務員弘済会埼玉支部

支部長 細田  宏

公益財団法人日本教育公務員弘済会は、創立 70 周年を迎えた令和 4 年度に、「会
員とは当会の活動の趣旨に賛同くださる方」であることを再確認して、創設に関わっ
た先達の方々への敬意と感謝を新たにしました。
そして、当支部では本県教育の振興を図るために学校への教育研究助成、中学

生と高校生への奨学金給付などをより充実させるとともに、人間ドック・宿泊補助、
ご結婚等のお祝品贈呈などを通して教職員の福祉向上に寄与するために、共済事業
（提携保険事業）等により万一の病気や事故への備えもご案内して、引き続き諸事
業を発展させる決意を再認識しました。
皆様もこれからの教職生活における毎日の教育実践を確かなものにするために、

「最終受益者は子どもたち」の理念に基づく当支部の活動の趣旨にご賛同いただき、
「80th」に向けての仲間となって「たすけあいの輪」を一緒に広げていきませんか。

「80th」に向けての仲間

公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部
教弘で、安心・安全・助け合い

埼玉支部は「教育の振興」と
「教職員の福祉向上」に寄与す
ることを目的に、埼玉県教育委
員会、校長会、教職員組合など
が協力して、昭和 31（1956）年
9 月に設立されました。

写真提供：深谷市立深谷小学校授業中も笑顔いっぱい 3 年 2 組

令和 5 年度
（2023年度）弘済会 ご案内の

弘済会は教育関係者の
オール組織

最終受益者は子どもたち

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（以下「日教弘」）の会員になりましょう！

会員になることで福利厚生サービス（「日教弘クラブオフ」）を利用することができます。会員としてのメリット

① 日教弘の会員になれるのは、当会の事業の趣旨に賛同する公立の学校・幼稚園、その他
の教育機関に勤務する教職員及びこれに準ずる者、又はこれらの退職者です。

② 右記の二次元コードからもお手続きできます。
③ 会費等の費用は一切不要です。④入会された方には会員証をお送りします。

Web での
入会は
こちらから



● 結婚祝品（商品券）
● 出産祝品（図書カード）
● 新規教弘保険加入者記念品
 （図書カード）
● 現職の教弘保険継続者記念品

● 宿泊施設の提供
 （教弘保険加入者・同行家族等 1 人 2,200 円から）
● 宿泊補助

教弘保険加入者…「利用券」による割引（1 泊 3,000 円）
※年度内 2 泊まで
※ 7 月～ 8 月の宿泊者は、補助額を 2,000 円増額し、

1 泊 5,000 円
※日教弘指定施設及び当支部協定施設（旅館・ホテル・

ペンション・民宿等）での宿泊に限る。
［ 詳細は「宿泊施設の一覧」をご覧ください。］

● 友の会入会記念品（商品券）
●「映画鑑賞券（ユナイテッド・シネマ、イオン

シネマ）」の贈呈 【抽選による】
● 退職後の生きがいや健康づくり、各種事業への参加

※退職時に友の会会員資格を有する保険に
加入している方が対象

● 現職の教弘保険加入者
 人間ドック、脳ドック、婦人科検診受診者
へ補助金（2,000 円～ 5,000 円）

● 退職した教弘保険加入者
人間ドック、脳ドック、婦人科検診受診者へ補
助金（2,000 円・5,000 円）、大腸ガン検診等

●「サッカー（浦和レッズ）観戦チケット」及び
「映画鑑賞券（ユナイテッド・シネマ、イオン
シネマ）」の贈呈 【抽選による】

● 当支部は「ALSOK 介護（株）」と協定していますの
で、教弘保険加入者・家族は、ALSOK の介護施設
が優待料金で利用可能です。　※プライバシー厳守

●当支部は「（株）ツヴァイ（結婚相
手紹介事業）」の法人会員になっ
ていますので、教弘保険加入者・
家族は、一般価格から11,000 円
割引で入会できます。

 ※プライバシー厳守 ●亡くなられた教弘保険加入者への弔意として御香
典を送ります。

健康保持増進祝品・記念品の贈呈

結婚相談 介護施設の紹介

弔　意

宿泊施設・宿泊補助

弘済会埼玉友の会

教 育 研 究 助 成 事 業 —教育研究・実践を助成—

教 育 文 化 事 業
—教育文化活動等を援助—① 奨学金の貸与 ② 奨学金の給付

　国公私立大学・短大・
高専・専修学校専門課
程・大学院に入学する
とき又は、在学中、修学
年数 1 年につき 25 万円、
最高 100 万円を無利息
で貸与します。

○ 中学 3 年生、高校生 2・3 年生で保護者が経済的に困窮して
おり、修学意欲旺盛な生徒には、選考の上、5 万円・10 万円・
20 万円を給付します。（他にも条件あり）

○ 修学意欲があり、かつ学資金の支払いが特に困難と認められる
者で、大学への進学が決定した高校 3 年生（特別支援学校生
徒を含む）を対象に、返済義務のない奨学金（月額 3 万円を
4 年間）を給付。（給付は令和 6 年度から。他にも条件あり）

●教育実践報告の募集 ●学校課題研究助成 ●環境教育支援 ●国際理解教育支援 ●キャリア教育支援 ●防災教育支援
●ICT 活用教育支援 ●教育関係団体への助成 ●連合教育研究会等への助成 ●全国・関東ブロック研究大会への助成 
●「研究・実践成果報告集」の刊行と配布 ●「はばたき」応援プロジェクトの実施

本県教育の振興を支援

…（図書カード）
5年·10年

15年·20年
25年·30年

教職員の福祉向上を支援

奨 学 事 業 —学資をバックアップ—

福 祉 事 業 —豊かなくらしをサポート—

○ 教育文化講演会への助成
○ 教育文化事業への助成 
○特別支援学校への支援 

・「ハートフル コンサート」の実施
・「ハートフル コラボ」の実施

○ 生涯学習実践作文の募集 
○ 教弘文庫の刊行と配布

詳細は当支部発行の「事業一覧」をご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。TEL 048-822-7554（教育振興・福祉課）
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重要なお知らせ
福利厚生サービスのご案内

2022（令和 4）年 4 月に当会の「会員制度規程」が
変更になりました。これを機に、福利厚生サービスも
一新。新しく（株）リロクラブによる
「日教弘クラブオフ」がスタートしました。

「日教弘クラブオフ」は、レジャー、エンタメ、住まい、旅行、グルメ
など全国20万以上の豊富なコンテンツをご用意。
ご優待や割引などお得なサービスをご利用いただけます。

① 専用アプリ
専用アプリが新しく登場！ダウンロード
してすぐに利用可能！

③ 会員サイト
会員サイトからサービス申込、利用内容確
認、特典案内などすぐに利用可能！

④ 会員証提示
対象店舗で会員証提示で特典利用！

② 専用コールセンター
日教弘クラブオフ専用コールセンター
で簡単お申込が可能！

GooglePlay AppStoreから【クラブオフ】で検索

「日教弘クラブオフ」「日教弘クラブオフ」「日教弘クラブオフ」

日教弘クラブオフの
サービス内容については、

0800-919-6189
にお問い合わせください。 http://www.club-off .com/nikkyoko/

「日教弘クラブオフ」 パソコンでアクセス

教弘保険は、公益財団法人日本教育公務員弘済会の会員の方だけが加入できます。
教職員の皆様の相互扶助を目的に開発された保険です。
教弘保険に加入されますと各種福祉事業、特典をご利用になれます。

教弘保険の特長

教弘保険に加入すると次のような特典があります。



ジブラルタ生命の LCサービスを利用して必要保障額、最適なプランを確認してみましょう。
教職員として就職、
そして結婚。死亡保
障とともに不慮の事
故にも対応する保障
(高度障害等 )を考
えましょう。

子どもが生まれ家族
への責任が重くなりま
す。子どもへの教育資
金、住宅購入資金等を
考え始めるこの年代は
必要保障額が大きくな
ります。

30 代の時より教育･住
宅資金等更に資金が必要。
加齢に伴い医療保障の充
実を考えなければなりま
せん。その他にも老後資
金についてもそろそろ準
備を始めましょう。

子どもへの教育資金がピークを迎え、
老後資金準備も重要な年代です。加
齢に伴う健康不安か
ら、医療保障の必要
性も高まり、夫婦どち
らかの親の介護に取
り組む場合もあります。

詳細は、共済事業（提携保険事業）提携保険会社 ジブラルタ生命保険（株）学校担当LC（ライフプラン･コンサルタント）にお問い合わせのうえ、 必ず｢契約概要｣｢注意喚起情報｣ 
｢ご契約のしおり･約款｣をご覧ください。ジブラルタ生命保険株式会社 通話料無料コールセンター 0120-3

ミ ナ

7-9
キョウイク

419（教職員専用ダイヤル） ※この内容は令和 5 年 4 月現在のものです。

20代 30代 40代 50代20代 30代 40代 50代

共済事業（提携保険事業）
教職員の「安心」を支える助け合いのための保障
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世帯主の年代 年間必要額 必要年数 総額 世帯平均年収 
( 税込 )

総額 / 
世帯平均年収

29 歳以下 352 万円 22.5 年間 8,543 万円 534 万円 16.0 年分

30 〜 34 歳 370 万円 20.1 年間 7,157 万円 589 万円 12.2 年分

35 〜 39 歳 390 万円 19.8 年間 7,678 万円 674 万円 11.4 年分

40 〜 44 歳 387 万円 18.4 年間 7,043 万円 749 万円 9.4 年分

45 〜 49 歳 388 万円 17.3 年間 6,789 万円 784 万円 8.7 年分

50 〜 54 歳 366 万円 18.2 年間 6,510 万円 761 万円 8.6 年分

55 〜 59 歳 341 万円 17.1 年間 5,357 万円 774 万円 6.9 年分

60 〜 64 歳 284 万円 18.2 年間 5,265 万円 641 万円 8.2 年分

世帯主が万一の場合の家族の必要生活資金 ( 世帯主年齢別 )

ライフプランを考えると経済的な準備手段として、｢生命保険 ｣が必要になります。
｢いつ ｣｢ どのくらいの期間 ｣｢ どのくらいの金額 ｣が必要か把握されていますか ?

質問内容 世帯主に万一のことがあった場合に、残された家族の生活資金として 1 年間にいくらのお金が、何年分必要だとお考えですか？

必要生活資金の総額がもっとも多い 29 歳
以下の年間必要額は世帯年収の約 66％で、
約 23 年分が必要という結果となっています。
必要総額は、約 8,500 万円で、世帯年収の
およそ 16 年分に相当しています。

総額は、回答ごとの総額（年間必要額×必要年数）の
平均値として算出

生命保険文化センター
「生命保険に関する全国実態調査」2021（令和 3 年度）

経済的な備えとして、必要額を把握されていますか ?

事故で車イスの生活を余儀なくされた先生やそのご家族から寄せられたメッセージの一部をご紹介します。

大学を卒業し、念願の小学校教師としてのはじめての夏休み、旅行先で、一生車イスの生活
を余儀なくされる交通事故に遭いました。入院中、年老いた両親にも負担をかけるかと思うと、
生きる希望を無くし、自暴自棄の毎日で、何度も死のうかと考えていました。
そんな時、着任して間もなく加入した教弘保険の担当者から高度障害給付金の手続きをすす
められ、給付金を受け取りました。生きているのにまさか給付金がおりるとは。おかげで、家
もバリアフリーに改築し、年老いた両親に迷惑をかけることなく、今は大好きな教職への復職
に向けてリハビリを続けています。私の人生を前向きに変えてくれた高度障害給付金と、おす
すめいただいた担当の方、本当にありがとうございました。

『生きる希望』を
ありがとう。

生命保険に対し
こんなイメージを持っていませんか？

被保険者の余命が 6 ヶ月以内と判断される場合、
会社の定めるところにより、ご加入の保険金額の
範囲内（最高 3,000 万円）で死亡保険金の一部
または全部を被保険者にお支払いします。（生きて
いるうちに保険金を受け取れます）

万が一の時支払われる保険金の他に、実は下記の保障もあります。

保険金は死亡時に受け取る。

だから自分が保険金を受け取ることはない。

23歳女性（小学校）教師

公益財団法人　日本教育公務員弘済会　H25 年度『全国の教職員の皆さまへ』から

高度障害給付金 リビング・ニーズ特約

1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護

を要するもの
4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたは

その用を全く永久に失ったもの
7. 1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

下記の状態になった時高度障害給付金のお支払いになります。

万一、高度障害状態に
なった時の費用、
ご見当がつきますか？



代理店　（株）埼玉教弘 損害保険課　TEL 048-822-7553（直通）
引受保険会社　東京海上日動火災保険（株）　担当課　埼玉中央支店営業課　TEL 048-650-8381

お申し込み・
お問い合わせは

印刷：関東図書株式会社 　TEL 048-862-2901

公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部
https://www.kyoko.or.jp/

株式会社 埼玉教弘　
https://www.kyoko.co.jp/

〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24 TEL 048-822-7551（代表）FAX 048-834-0550

令和 5（2023）年
4 月 1 日発行
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万一に備えて「安全」を確保

損 害 保 険 事 業

このご案内は団体扱自動車保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず各社商品パンフレットおよび「重要事項説明書」または
「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（約款または普通保険約款・特約）」をご用意しておりますので、
取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約失効時
の取扱い、その他ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。

このご案内は団体扱自動車保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず各社商品パンフレットおよび「重要事項説明書」または

＊ 団体扱（一時払）の場合、一般契約（一時払）に比較して、保険料が5％割安です。団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからないので約5％割安となります。
＊ 当団体では上記の他に、さらに、団体扱割引13．2％を適用します。この割引率は教職員のご契約台数・損害率によって毎年見直されます。また2023年3月1日から2024年

2月29日までの間に保険期間の初日を有するご契約に適用されます。

ホームページからも
お見積り受付中！ 埼玉教弘 検索検索埼玉教弘 検索

お見積りのご依頼をいただいた方全員に

※ 既に埼玉教弘または埼玉教弘提携損害保険代理店でご契約の
お車、過去に見積りのご依頼をいただいたお車は除きます。

プレゼント！ボールペン1,000 円相当

募文 No. 22TC-101243
（2023 年 1 月作成）

B22-201465
（2023 年 1 月承認）

引受保険会社

（総合自動車保険）

お問い合わせ／取扱代理店

（株）埼玉教弘 損害保険課 URL https://www.kyoko.co.jp/
〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24

TEL 048-822-7553（直通）

証券提出時
ついでに1分
スマホから

一般
契約と

比較
して

約約
%%
割引割引約約約
%%
割引割引
%
割引

※ 埼玉県内教育関係職員およびそのご退職者様
ご家族の方も対象

損！

使わ
なき
ゃ

今すぐ簡単
見積依頼団体扱自動車保険（新・教弘自動車保険）


