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子どもたちにとって、待ち遠しい楽しい夏休みが近づいてきました。
夏休みは、これまで培ってきた自主性や自律性を家庭や地域で「生かし、実践し、さらに
磨きをかける」よい機会です。また、「夏だからこそできること」に挑戦することも大事です。

しかし、約 40日間という長い期間について計画を立て実行することはなかなか容易なことではありません。
皆さんも、早目に計画を立てて積極的に挑戦する「令和」の夏休みにしようではありませんか。

夏休み真っ只中！ 天気も最高！ クルー体験・ロープワークに挑戦する子どもたち  　写真提供：NPO法人 アーキペラゴ／協力：株式会社 風向
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埼玉県内はもちろんのこと、
全国の協定宿泊施設をご利用になれます。

涼しさあふれる山や高原涼涼
友人や

ご家族と思い出づくりをしませんか？

● 施設名
● 利用日（　月　日～　泊）
● 代表者　氏名（フリガナ）
　 教弘保険加入の有無
　 損害保険加入の有無
　 〒自宅住所
　 自宅 TEL
　 所属所名
● 同行者（会員の方）
　 氏名（フリガナ）
　 教弘保険加入の有無
　 損害保険加入の有無
● 宿泊者の合計人数※詳細は教育振興・福祉課へお問い合わせください。TEL 048-822-7554（直通）

教弘保険ご加入の皆様が旅行業者等の仲介なしに、協定宿泊施設に協定料金で宿泊をされる場合

【お知らせ】教弘会報No.237でご案内した「夏季宿泊施設」の申し込みは締め切りました。多数の皆様のお申し込みありがとうございました。
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Ⅰ . 直接上記施設に予約し、予約が取れたら弘済会へハガキ又は FAXで申請してください。
Ⅱ . 弘済会から「利用券」を送付します。（チェックインの際にフロントに提出してください。）
Ⅲ . 補助金は次の通りです。
　  教弘保険加入者…1泊 3,000 円（年度 2泊限度）
※  教弘保険加入者が、弘済会（埼玉教弘）の損害保険（年間保険料2 万
円以上）に同時に加入している場合、併せて記念品を贈呈します。

北軽井沢の雄大な自然で、
心もからだもリフレッシュしましょう！
ペットも宿泊可能です。

100万坪の高原リゾート！
ニュー・グリーンピア津南で
思いっきり楽しんでください！

緑いっぱいの
塩原グリーンビレッジ。
森で過ごす優しいひとときを
ご体験ください。ペットも宿泊可能です。

浅間高原に広がる3万坪の敷地に森と小川と草原を
抱いた、大きな空が特徴のオートキャンプ場です。
なお、キャビン・コテージもあります。

大自然に囲まれた
津南町は見どころ
満載です。

ログハウス、コテージなどの
宿泊施設もあります。

教弘保険加入者は、

1泊3,000円（年度 2泊限度）

の補助金をご利用になれます。

あて先
〒 330-0063
さいたま市浦和区高砂 3-12-24
公益財団法人
日本教育公務員弘済会埼玉支部

専用FAX 0120-68-7558

塩原グリーンビレッジ。

※ 左記は、 ハイシーズン※ 左記は、 ハイシーズン
   （7/20～8/31）の料金です。

TEL 0279-84-2512

TEL 025-765-4611TEL 025-765-4611TEL 025-765-4611TEL 025-765-4611

TEL 0287－32－2751

北軽井沢オートキャンプ

北軽井沢スウィートグラス

ニュー・グリーンピア津南ニュー・グリーンピア津南ニュー・グリーンピア津南ニュー・グリーンピア津南

塩原グリーンビレッジ塩原グリーンビレッジ

北軽井沢オートキャンプ

群馬県

ニュー・グリーンピア津南ニュー・グリーンピア津南ニュー・グリーンピア津南ニュー・グリーンピア津南

新潟県

塩原グリーンビレッジ

栃木県

11,160円（税込）～
大人1泊2食、4名一室

7,500円（税別）～
テントサイト

※ 左記は、
 7/25～8/31の料金です。

料金はテントサイト等利用施設、人数、
期間によって相違します。詳細につい
ては、施設にご照会ください。

テントサイト
料金

料金

料金はテントサイト等利用施設、人数、
料金



教えの継承
　教師になって21年が経ちました。私が
教師を志すきっかけとなった恩師とは、今
でも定期的に部活動の練習試合などで交
流を続けています。悩みなどを聞いていた
だき、心強いアドバイスをいただくと、生
徒に戻ったような感覚になり、初心にかえ
ることができるので、私は恩師との時間を
とても大切にしています。
　先日、かつての教え子と、同じ教師とい
う立場で再会しました。私にとって、この
上ない喜びです。その教え子は、私に悩
みを打ち明けます。その悩みに応える私。
私が恩師からいただいた心強いアドバイス
を、私の教え子にも伝えました。こうやっ
て良い教えが継承されていくのだなぁと
感じる瞬間でした。

（越谷市立光陽中学校　戸
とばり

張 裕
ひろあき

章）

キャンプの効能
　最近では、ゲーム機やスマホ等が当たり
前となり、家の中でゲームばかりしている
…そんなお子さん多いですよね。残念なが
ら、私の家もそうです（笑）。外で遊ばずに、
家で当然のごとく手伝いをすることもなく、
ゲームばかりをしている子どもたちを目の
前にして妻のイライラは…。
　そんな我が家は、よくキャンプに行き
ます。キャンプでは、時計を見ずとも日が
沈んだら寝て、朝日が昇ったら起きます。
野鳥の声や川のせせらぎを聞きながら、
満天の星を見ながら、ゆっくりとした時間
を過ごせます。もちろんゲームもテレビも
何もありません。自分で「食」も「住」も
作らなければなりません。
　キャンプをしていて気が付いたことがあ
ります。それは普段は何もしない子どもた
ちが積極的に自分の役割を果たそうとして
くれること、普段は兄弟げんかばかりなの
にびっくりするほど仲良くしていること。
家族の会話が増えること、そして自然の中
での感動を共有できること…。
　帰ってくると荷物の片付けもあり、面倒
に感じる時や体の疲れもありますが、心
の疲れはすっかり吹き飛んでいます。もう

すぐキャンプシーズン。今年も楽しみたい
と思います。

（さいたま市立大宮西小学校　松
まつもと

本 禎
ただあき

章）

旅の長さ
　私は一人でアジアの国を旅する。旅の長
さは6日間を常としている。飛行機が離
陸する瞬間、ボルテージは最高潮。そして
こう思う。「さようなら、日本！さようなら、
自分！」ひとつの町に狙いを定め、路線バス
に乗りながら、市場、問屋街、宗教施設
を見て回る。それでも6日もいれば飽きる。
人々の暮らしを見ているうちに自分には何
の役割もないことに気づく。そして「よし、
帰ろう。」そんな気になる。結局のところ、
それが旅の目的だ。6日間必要だ。

（川口市立戸塚中学校　桂
かつら

朋
とも こ

子）
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この度は、給付奨学生にご採用いただき、誠にありがとうございます。給付を受け、改めて周囲の人から支えられているからこそ、今の自分があることを実感しました。また、だからこそ、この奨学金にたいへん重みを感じております。少しでも親の負担を減らすことができて良かったです。この奨学金は、電子ピアノの購入に充てたいと考えています。私の将来の夢は、保育士になることです。しかし、必須科目であるピアノは初心者で、不安を抱えているところでした。ですので、大学生になり自宅で復習をすることに使うだけでなく、今電子ピアノを購入できるからこそ、入学前にピアノを習い、少しでも初心者というハンデを減らせるように頑張りたいと思います。また現在は、文章力を高めるために読書を習慣づけることや、無遅刻無欠席を 3 年間達成できるよう、日々規則正しい生活を心がけています。勿論、大学生になっても続けていくつもりです。残りの高校生活は、奨学生であるという自覚を持って勉学に励みたいです。私は子どもの変化を見逃さないで気づける保育士になることを目標にしています。日々の生活の中で、相手の気持ちを考えながら発言し、コミュニケーションを大切にしていきたいです。この貴重な

コミュニケーションを大切にしていきたいです。この貴重な機会と感謝の気持ちを忘れず、奨学生として恥ずかしくない

機会と感謝の気持ちを忘れず、奨学生として恥ずかしくないよう日々精進していきたいと思います。
よう日々精進していきたいと思います。（県内大学進学者）

まず、僕を修学奨励金給付奨学生に推薦してくれた校長

先生、選んでくださった方々、本当にありがとうございます。

選ばれたと知ったときはすごくうれしかったです。僕は

サッカー部部長、生徒会副会長をしてきました。両方とも

やりがいがあったのですが、忙しく勉強との両立に苦労し

ました。しかし、志望校を早く決めたことにより目標が定

まり、勉強にそれまで以上に力を入れ、両立することがで

きました。奨学生に選ばれたことで、今までの自分のがんば

りが認められたと、うれしく思っています。そのため、これ

からは、今まで以上に勉強に励もうと決めました。僕は、

高校卒業後、国公立大学の教育学部に入りたいと思ってい

ます。そして、将来は中学校の教員になりたいです。今ま

で自分が教わってきたことを、今度は次の世代の子どもた

ちに教えていきたいと思いました。そのため今は、中学で

習ったことの復習、高校の授業の予習をがんばっています。

高校入学後は、勉強、部活動に力を入れ、心身ともに鍛え

ていきます。いただいた奨学金は、これからの授業のため

の教科書費などに使わせていただきます。何事にも全力で

取り組み高校生活を充実させたいです。 （県内高校進学者）

弘済会が奨学金を給付した高校生や大学生の
皆さんからいただいた報告を紹介します。

教えの継承

「みんなの広場」への投稿を
お待ちしています。



私たちが学校へ訪問させていただい
た際には、先生方にいつも笑顔で迎え
ていただき、とても嬉しく感じておりま
す。子どもたちの元気な姿・声には、
いつも笑顔とパワーをもらっています。

さて、私たちの営業所がある大宮は、
住んでみたい街ランキングで急上昇 !！
繁華街もありますが豊かな自然も多く、
氷川神社や巷で人気の盆栽町、マニア
にはたまらない鉄道博物館、サッカー
の大宮アルディージャなどがあり、老若
男女が楽しめる街です。
私たちは、さいたま市の中央区・見沼

区・浦和区・桜区の学校を担当させてい
ただいている、若さと元気あふれる個
性豊かなメンバー揃いです。ぜひ、いろ
いろな話題を投げかけてくださいね。
私たちは、一人でも多くの先生方に役

立つこと、それが明日を担う子どもたち

のためになることを使命にしております。
弘済会の小林参事・鈴木（範）参事・田中
参事と共に邁進してまいりますので、今
後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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さいたま支社さいたま第六営業所
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-16

シーノ大宮ノースウイング12F
TEL 048-658-1273

ジブ
ラルタ生命保険（株）

こんにちは、

さいた
ま第六営業所です
所長 福 勝博

前向きなメンバー揃いの営業所です !

当支部は、県教育委員会並びに政令指定都市・中核市の各教育委員会のご理解をいただき、
県内の初任者研修会（一部 2年経験者・5 年経験者・中堅教員等研修も対象）において、学
校研究助成や奨学金給付等を中心に当支部の教育振興事業の説明をしています。これらに加
えて福祉事業及びジブラルタ生命保険株式会社と提携・展開している共済事業、万一に備え
ての損害保険事業等についても、プロモーションビデオの映像を通して紹介しています。4月
17日から6月25日まで17会場で約 2,700 名の皆様に説明しています。
特に、新採用の皆様には教員生活のスタートを切るに当たり、「最終受益者は子どもたち」
を理念として60 年以上の長きにわたって、各学校の教育活動を支援する数多くの事業を実施
している当支部を知っていただきたいこと、それらの事業を活用して、日々の教育実践に取り
組んでいただきたいことなどについて話しています。川越市教育センターで事業説明をする新井常務取締役

※弘済会の各種公益事業は、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。

どなたでも簡単に短時間で当支部への
理解を深めていただけるようにとの願い
を込め「QRコード」を作成しました。

60 年以上にわたる提携関係

最終受益者は子どもたち

安心を支える
「たすけあいの輪」

学校
教職員の皆様

弘済会
参事

ジブラルタ生命
LC（ライフプラン・コンサルタント）

各種の公益事業
●教育振興事業
●福祉事業

教弘保険加入と
保険金の支払い

公益性 共済性

日教弘のしくみ

初任( 新採用 )者等に
弘済会の事業を説明

弘済会埼玉支部 HPのご案内
（https://www.kyoko.or.jp）

当支部の主な事業の成果をまとめた「プロ
モーションビデオ」を制作しました。クリック
すると映像がご覧になれます（約 4分）。

「教育研究助成事業」の申請書や報告書の
各様式を掲載していますので、作成に便利です。

ご確認いただくことが出来ます。
の各事業の情報を

奨 学 教育研究助成 教育文化・ ・ ・
福 祉 共済（提携保険事業）
損害保険

・ ・

弘済会の6大事業

リニューアルした
プロモーションビデオ
ご覧になりましたか？

NEW

是非アクセスして
みてください‼
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※ 　運営委員会は、幹事及び監査の選任を行います。運営委員は、幹事会の付託に応じ、支部長に対し、必要と認められる事項について意見を述べることが
できます。退職校長（再任用を含む）、事務・養護等の退職教職員、教職員組合の役員等の代表の方々により構成され、今年度は43 名の委員がいます。

※　参事は、教育の振興・発展と教職員の福祉の向上・充実のために、教育関係諸機関等に対し、弘済会の諸事業を説明して周知を図り、その理解を深め
て協力体制を作ることを任務としています。このため、学校、地区校長会等に対して「弘済会事業説明会」を可能な限り多く設定・実施することに努めて
います。また、ジブラルタ生命保険株式会社の教弘担当営業職員 LC（ライフプラン・コンサルタント）と連携しながら学校への訪問を通して、奨学金の
給付や研究助成金の申請と贈呈、昇任祝い等に関する業務を行っています。退職した校長経験者の中から任命され、現在15 名の参事が在籍しています。
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峯岸　宜久鈴木　範明

※前野　浩二

髙野　和夫

小林　成行

※鈴木　寿一

笠原　隆 宮田　明

栁原　功

小河原　勝

村田　進

小島　浩司

※平岡　健

田中　則雄

田村　直樹

（以上のほか、就任２年目の運営委員が 21名おります）

（※は新任）

（敬称略）

新運営委員

参　事

平成31（2019）年度 新運営委員・参事のご紹介

小学校・中学校
担当参事

高等学校・特別支援学校
担当参事

氏　名 経　　歴

1 宮原　　孝 さいたま市立常盤小学校校長
2 今溝　良司 前さいたま市立白幡中学校校長
3 升屋　好永 上尾市立平方小学校校長
4 落合　啓志 前伊奈町立伊奈中学校校長
5 小俣　仁司 前川越市立中央小学校校長
6 山本　髙志 小川町立東中学校校長
7 島田　啓司 前本庄市立児玉小学校校長
8 田隝　昌司 秩父市立秩父第一中学校校長
9 坂本　　誠 前秩父市立秩父第二中学校校長
10 清水　睦美 前三郷市立彦糸小学校校長
11 山畑　昭司 前羽生市立西中学校校長
12 尾城　一幸 前埼玉県立越谷北高等学校校長

氏　名 経　　歴

13 関口　恭裕 前埼玉県立川越女子高等学校校長
14 花岡　雅文 前埼玉県立所沢北高等学校校長
15 宮　　敦子 前埼玉県立新座総合技術高等学校校長

16 宇田川和久 前埼玉県立特別支援学校
さいたま桜高等学園校長

17 根本　政子 前桶川市立桶川西中学校事務主幹
18 岩嵜　　裕 前埼玉県立川越高等学校事務部長
19 亀山　俊子 前越谷市立宮本小学校養護教諭
20 湧井　一成 埼玉県教職員組合中央執行委員
21 長沢　正貴 埼玉県高等学校教職員組合書記長
22 菊地　一成 埼玉教職員組合中央執行副委員長



検討してみませんか？

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
の介護に取組む
場合もあります。

ご自身･ご家族のライフプランを考えていく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?

～「転ばぬ先の杖」は 　　　　　　　　　        でもあるのです～～「転ばぬ先の杖」は 　　　　　　　　　        でもあるのです～ご家族の“お守り”

現職中も退職後も『4大リスク』への備えは重要です！

常に備えておきたい
『安心のキホン』

子どもの生活費

配偶者の生活費

相続（争族）対策
子どもの教育費

４大
リスク
とは？

高齢化社会を健やかに生きるために
『自助努力』で安心充実！

死亡 リスク（遺族保障）

介護のリスク（介護保障）

長生きのリスク（老後保障）

病気・ケガのリスク（医療保障）

ユース教弘保険

災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険

新教弘保険

集団契約特約付勤労保険

新教弘医療保険α
（無配当）

医療保険（14）
（保険料払込中無解約返戻金型）

新教弘介護保障付
終身保険
（無配当）

介護保障付終身保険
（低解約返戻金型）

新教弘米国ドル建
個人年金保険
（無配当）
米国ドル建

個人年金保険（19）

『4大リスク』に対応する教職員の皆さまのための教弘保険ラインアップ

いつも子どもたちのために全力投球されている
教職員の皆さま。皆さまが安心して暮らして
いくためには４大リスクへの備えが重要です。
高齢化がますます加速している今、一度立ち
止まって皆さまとご家族の将来について考えて
みませんか？

リスクに 備える      リスクに 備える      

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称：（公財）日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は、
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。

新商品

ジブラルタ生命保険株式会社 本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10 （通話料無料）0120- 37- 9419
ミ    ナ       キョウ　 イ　ク

教職員のお客様

※ご契約の際はジブラルタ生命のライフプラン・コンサルタントを通じて「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●記載の内容は2019年1月4日現在のものであり、今後変更されることがあります。

共済事業（提携保険事業）提携会社

新教弘米国ドル建個人年金保険は米国ドル建であり、米国ドルを円に換算するときに為替相場の変動による影響を受けます。
したがいまして、年金受取総額等（米国ドル）を円に換算した場合の金額が、お払込みいただいた円建払込額（円建保険料）を
下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。
為替交換時（外貨⇔円）には為替交換手数料がかかります。また、保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が発生します。

◆為替リスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆ご契約にかかる費用について・・・・・

⑤日教弘広報誌用広告（W210mm　H198mm）A4の天地2/3

～「転ばぬ先の杖」は 　　　　　　　　　        でもあるのです～～「転ばぬ先の杖」は 　　　　　　　　　        でもあるのです～ご家族の“お守り”

現職中も退職後も『4大リスク』への備えは重要です！

常に備えておきたい
『安心のキホン』

子どもの生活費

配偶者の生活費

相続（争族）対策
子どもの教育費

４大
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とは？

高齢化社会を健やかに生きるために
『自助努力』で安心充実！
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新教弘保険
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（無配当）
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いくためには４大リスクへの備えが重要です。
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止まって皆さまとご家族の将来について考えて
みませんか？
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教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。
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新教弘米国ドル建個人年金保険は米国ドル建であり、米国ドルを円に換算するときに為替相場の変動による影響を受けます。
したがいまして、年金受取総額等（米国ドル）を円に換算した場合の金額が、お払込みいただいた円建払込額（円建保険料）を
下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。
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～「転ばぬ先の杖」は 　　　　　　　　　        でもあるのです～～「転ばぬ先の杖」は 　　　　　　　　　        でもあるのです～ご家族の“お守り”

現職中も退職後も『4大リスク』への備えは重要です！

常に備えておきたい
『安心のキホン』

子どもの生活費

配偶者の生活費

相続（争族）対策
子どもの教育費

４大
リスク
とは？

高齢化社会を健やかに生きるために
『自助努力』で安心充実！

死亡 リスク（遺族保障）

介護のリスク（介護保障）

長生きのリスク（老後保障）

病気・ケガのリスク（医療保障）

ユース教弘保険

災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険

新教弘保険

集団契約特約付勤労保険

新教弘医療保険α
（無配当）

医療保険（14）
（保険料払込中無解約返戻金型）

新教弘介護保障付
終身保険
（無配当）

介護保障付終身保険
（低解約返戻金型）

新教弘米国ドル建
個人年金保険
（無配当）
米国ドル建

個人年金保険（19）

『4大リスク』に対応する教職員の皆さまのための教弘保険ラインアップ

いつも子どもたちのために全力投球されている
教職員の皆さま。皆さまが安心して暮らして
いくためには４大リスクへの備えが重要です。
高齢化がますます加速している今、一度立ち
止まって皆さまとご家族の将来について考えて
みませんか？

リスクに 備える      リスクに 備える      

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称：（公財）日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は、
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。

新商品

ジブラルタ生命保険株式会社 本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10 （通話料無料）0120- 37- 9419
ミ    ナ       キョウ　 イ　ク

教職員のお客様

※ご契約の際はジブラルタ生命のライフプラン・コンサルタントを通じて「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●記載の内容は2019年1月4日現在のものであり、今後変更されることがあります。

共済事業（提携保険事業）提携会社

新教弘米国ドル建個人年金保険は米国ドル建であり、米国ドルを円に換算するときに為替相場の変動による影響を受けます。
したがいまして、年金受取総額等（米国ドル）を円に換算した場合の金額が、お払込みいただいた円建払込額（円建保険料）を
下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。
為替交換時（外貨⇔円）には為替交換手数料がかかります。また、保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が発生します。

◆為替リスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆ご契約にかかる費用について・・・・・

⑤日教弘広報誌用広告（W210mm　H198mm）A4の天地2/3

休夏 み ライフプランには を
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ご家族の方もご覧ください



グループ保険の配当金を
お振込いたします。
グループ保険の配当金を、
ご登録いただいている指定口座へ
8月中旬にお振込いたします

現職中が

ラストチャンス！
この機会に

ご検討ください。

教弘保険10 口以上継続ご加入
いただいている皆様に、5年ごと
に継続記念品（図書カード）を贈
呈しております。これに先立って
7月下旬よりジブラルタ生命の LC
が、記念品｢目録 ｣をご勤務先に
お届けいたします。

継続記念品 ｢目録 ｣をお届けいたします
教弘保険に長い間ご加入いただきありがとうございます。

※ 継続記念品は 9月下旬にご自宅に送付
いたします。

5年継続 2013年 4月 ～ 2014年 3月加入

10年継続 2008年 4月 ～ 2009年 3月加入

15年継続 2003年 4月 ～ 2004年 3月加入

20年継続 1998年 4月 ～ 1999年 3月加入

25年継続 1993年 4月 ～ 1994年 3月加入

30年継続 1988年 4月 ～ 1989年 3月加入

教弘保険に加入した年月

教弘保険は、教育関係職員の皆様だけが加入資格を持つ共済制度で、60 年以上
に及ぶ助け合いの歴史があり、集団契約特約を付加することで、低廉な保険料と
なっております。
現職中にご加入いただければ、退職後も、現職の方と同じ保障内容、保険料で
65 歳迄ご継続いただけます。
65歳以降もさらに新教弘保険K型へのご加入ができ、80歳迄ご継続可能です。
ご退職後は教弘保険に、ご加入いただくことができませんので、未加入の皆様

はご在職中にぜひご加入いただきますようお願いいたします。

未加入の教職員の皆様へ教弘保険 (集団契約特約付勤労保険)

ご退職されると ･･ こんな不安を
抱えていませんか ?

退職後の
医療保険制度は ?

10月以降ジブラルタ生命
の LCがご案内します。

教弘保険の支払方法変更
手続きが必要になるけれど、
いつ、どのような手続きを
すれば良いのだろう?

公的年金の
支給開始は ?確定申告の準備は ?

住民税の支払は ?

厚生年金と共済年金の
一元化について

来春ご退職予定の皆様へ

国民年金保険
への加入は ?

資産運用は必要?
お金の価値が目減りする?

退職後も
生命保険は
必要?

10月以降ジブラルタ生命

これからの生活資金準備をはじめ、
将来を見据えた生活設計とその為の準
備は不可欠です。この機会にジブラルタ
生命の LCにご相談ください。
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　日頃、ライフプランの検討をしたいと考えていても、日々の業務や家事に追われ、なかなか
時間が取れない方が多いのではないでしょうか。そこで、夏休みを利用して、じっくりライフ
プランを検討してみてはいかがでしょうか。夏の特大号では、皆様のライフプランに役立つ
情報を集めてみました。ぜひ、ご覧ください。



代理店 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） 埼玉中央支店営業課　TEL 048-650-8381
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※ 1 国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合を除きます。）に限り、示談交渉は原則として保険会社が行います。
※ 2 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10 倍（入院中の手術）または 5 倍（入院中以外の手術）となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。

このご案内は総合生活保険（ゴルファー補償）の概要について説明したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。詳しい内容、ご
不明な点等については代理店または保険会社にお問い合わせください。また、ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。

※教弘ゴルファー保険は「総合生活保険（ゴルファー補償）」のペットネームです。

教弘ゴルファー保険 のご案内
保険期間 2019年8月1日午後4時 から 2020年8月1日午後4時 まで
募集期間 2019年6月3日 から 2019年7月19日 まで

［引受保険会社］
東京海上日動火災保険（株）

募文No.19-T00700
2019 年 5月作成

個人賠償責任
（ゴルフ中等限定）※1

ホールインワン・
アルバトロス費用

傷害補償
（ゴルフ中等限定）

携行品
（ゴルフ用品の損害）

ご契約
タイプ

保険金額
年間保険料個人賠償責任 傷害補償 携行品（ゴルフ用品）

（免責金額（自己負担額）：0 円）
ホールインワン
・アルバトロス死亡・後遺障害 入院保険金日額※2 通院保険金日額

Aタイプ 国内：1億円
国外：1億円 400万円 4,500 円 3,000 円 30万円 20万円 5,000 円

Bタイプ 国内：5億円
国外：1億円 1,900 万円 15,000 円 10,000 円 50万円 50万円 10,000 円

代理店　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)　埼玉中央支店営業課　TEL048-650-8381

※1
付！

安心の
示談
代行

お申込み・
お問い合わせは

公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部会員の皆様へ

国内外でのゴルフ場、ゴルフ
練習場敷地内でゴルフの練習、
競技または指導中に「急激かつ
偶然な外来の事故」により保険
の対象となる方がケガをした
場合に保険金をお支払いします。

国内外でのゴルフ場、ゴルフ
練習場敷地内で、保険の対象と
なる方が所有するゴルフ用品が
盗難にあったり、ゴルフクラブ
が破損、曲損した場合に保険金
をお支払いします。

国内外においてゴルフの練習、
競技または指導中に他人（キャ
ディを含みます。）にケガ等をさ
せたり、他人の財物を壊して法
律上の損害賠償責任を負った
場合に保険金をお支払いします。

国内の 9ホール以上を有する
ゴルフ場において、ゴルフのプレー
中にホールインワンまたはアルバ
トロスを達成し、慣習として達成
のお祝いの費用等を負担した場合
に保険金をお支払いします。

保険期間
1年間
団体割引
5％

★ 中途加入も受け付けて
おります！！ 詳しくはお問い合わせ
ください。

お申し込み・
お問い合わせは
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● 一般料金より20%～最大55%割引!（24時間料金比較）

● Webで簡単予約！
● クレジットカードで安心のネット決済！
● ご出発の最短2時間前までご予約可能！
● 詳しくは埼玉教弘のホームページから
● 専用ページへのID、PASSWORDは下記の通りです

埼玉教弘 損害保険課　048-822-7553（直通）

夏のレジャーに ニッポンレンタカーの
がお得！ワンデイスキップ

埼玉教弘 検 索

W-Aクラス
ステップワゴン

W-Kクラス　シエンタ

OFF!OFF!
一般料金

より

最大55%

ID : 7768 PASSWORD : 38472

住まいフェア
埼玉教育会館・4Ｆ
さいたま市浦和区高砂 3-12-24　　

※駐車場のご用意はございません。

公共交通機関又は近隣コインパーキングをご利用下さい。

住まいフェア住まいフェア住まいフェア住まいフェア住まいフェア住まいフェア住まいフェア住まいフェア無料･予約制

保険のあれこれ、相談できます !

　　火災保険・地震保険　　
自動車保険 etc.

【お問い合わせ､ご予約は】

埼玉教弘　損害保険課
☎048-822-7553( 直通 )

https://www.kyoko.co.jp
(敬称略･順不同）

『 消費税増税後の
賢い住まいづくり 』

住まいのセミナー

開催時間 10:00～10:45

実はお得なケースも‼
あなたに合った住宅取得支援策

消費税率 10％への引き上げ後の住宅取得に
メリットが出る支援策が盛りだくさん！
賢いマイホーム計画を進めましょう！

お楽しみコーナー

　ご来場プレゼントドリンク
サービス

キッズコーナー

9:30~12:30

外壁屋根のメンテナンス時期は？

水廻り設備を交換したい！

暑さ寒さ～何とかしたい！

ドアを引き戸に交換できる？

収納が使いづらい。足りない。

無料建物診断も同時受付いたします。

主催：(公財)日本教育公務員弘済会埼玉支部・(株)埼玉教弘

協賛：ミサワホーム・住友林業・パナソニックホームズ

大成建設ハウジング・大和ハウス工業・旭化成ホームズ

住まいの相談コーナー

保険相談コーナー

今のお住まい､お困りごとは？

8/258/25 sun

　ご来場プレゼント

お申込み期限は8/22ですお申込み期限は8/22です
9:30~12:30



3月 岡野　久子 友の会（ときがわ町）

10月 三友　史朗 友の会（本庄市）
11月 斉藤　一美 友の会（ 県 外 ）
〃 松村美代子 友の会（さいたま市）
12月 木田シズ子 友の会（さいたま市）
〃 菅原　　一 友の会（川口市）
〃 西柳美代子 友の会（草加市）

1月 市川　史子 友の会（さいたま市）
〃 内野　節子 友の会（所沢市）
〃 嶽本　海承 友の会（熊谷市）
2月 鯨井　昭次 友の会（熊谷市）
〃 黒澤　彦治 友の会（鴻巣市）
〃 武井　恒夫 友の会（久喜市）
〃 森　　恒雄 友の会（行田市）
3月 井上　康仁 友の会（川越市）

10

弘済会は「ツヴァイ」と
法人契約を結んでいます。
法人会員は入会時初期費用が
54,000円引 !!

弘済会は（株）ウイズネットとサービス提供の
法人契約を結んでいます。

　ツヴァイは国際規格 ISO27001と経済産業
省及びサービス産業生産性協議会が定めた「結
婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイ
ドライン」に基づいた認証（いわゆる「マル適
マーク」）を 55 拠点で取得し、業界最高レベ
ルの「情報セキュリティ体制」です。

対象 弘済会会員および配偶者の 2 親等以内のご親族

のご案内結婚相手
紹介サービス 介護サービスのご案内

お申込の際には、
直接ウイズネットへ、
お問い合わせください。

※ 月額料金のほか、別途介護保険自己負担金・医療費・
おむつ代などの実費が必要になります。

※ 一部施設はご入居時に敷金 2ヶ月分が必要になります。

　弘済会会員と 3 親等までの
ご家族様は、同社の入居施設
（グループホーム 81棟、介護付
有料老人ホーム 38 棟、住宅型
有料老人ホーム 2 棟、サービ
ス付き高齢者向け住宅 3 棟／
H31.4.1現在）を右記特典にて
ご利用になれます。
　ご利用の際には、弘済会会
員であることをお伝えください。

種　別 特　典

グループホーム
（月額 128,031円～）

入居金　無料
入居準備金
5万円プレゼント

介護付有料老人ホーム
（月額 155,300 円～）

入居金　無料

入居準備金
5万円分プレゼント

住宅型有料老人ホーム
（月額 137,044 円～）

サービス付き
高齢者向け住宅
（月額 120,424 円～）

●法人会員サイト

●法人会員専用フリーダイヤル

http://www.zwei.com/houjin/d361/

0120-374-281

※一部対象外のコースがございます。

本社／埼玉県さいたま市大宮区三橋 2-795 https://www.wis-net.co.jp

0120-294-772

サッカーJリーグ（浦和レッズ）／プロ野球（埼玉西武ライオンズ）
観戦チケット（チケット引換券）の贈呈

平成31年3月26日（火）厳正な抽選の結果、下記人数の方が当選され、
観戦チケット（チケット引換券）を
お1人に2枚ずつ贈呈いたしました。

サッカーJリーグ（浦和レッズ）
2019ホームゲーム・YBC ルヴァンカップ
AFCチャンピオンズリーグ 2019

プロ野球（埼玉西武ライオンズ）
2019 シーズン　埼玉西武ライオンズ主催公式試合

※現職で、教弘保険10 口以上加入している方に抽選により贈呈。
※抽選結果は観戦チケット（チケット引換券）の発送をもって替えさせていただきます。

つつしんでご冥福をお祈りいたします。
ご逝去 ご尊名 所属等 ご逝去 ご尊名 所属等 ご逝去 ご尊名 所属等

平成 29年

平成 30年

平成 31年

（敬称略）

18名
合計

30名
合計

424

3月 田島　行雄 友の会（行田市）
〃 土屋　鈴子 友の会（狭山市）
4月 磯部　君江 友の会（熊谷市）
〃 竹内弥太郎 友の会（秩父市）
〃 広松　　守 友の会（春日部市）
〃 茂木　澄子 友の会（深谷市）



「病気・ケガで働けなくなったら・・・」
そんな時の収入の減少を長期にカバー
『教職員収入□□□ウェイサポート』

□□□に備える～「転ばぬ先の杖」は
ご家族の“お守り”でもあるのです～

教弘保険加入者は、1泊 3,000円（年度
□泊限度）の補助金をご利用になれます。

教弘保険10口以上継続ご加入いただいて
いる皆様に、□年ごとに継続記念品（図書
カード）を贈呈しております。

今年の□□□フェアは、8月25日（日）
開催です。ぜひ、ご予約ください。

5 名様

50名様

さいたま新都心郵便局

承　認

5605

2 0 0

差出有効期限
2020年
6月 12日迄

さいたま市浦和区高砂 3-12-24
公益財団法人
日本教育公務員弘済会埼玉支部 行

キ リ ト リ

キ
リ
ト
リ

（　　　　　　　　　　　）営業所・（　　　　　　　　　　　）LC

教弘保険ご加入の方はどちらかに○印 住所変更（有・無）

料金受取人払郵便

1

2

3

4

5

ハンディクリーナー
Dyson V7 Trigger
（Dyson）

正解者の中から抽選で各種賞品をプレゼントします。

電気フライヤー
（ZOJIRUSHI）

大きな食材も丸ごと
揚げられるゆとりのあ
るサイズ感が魅力。19cmの特大エビフライも
入り、キッチンでも卓上でも揚げたてがすぐに
食べられます。大きな取っ手が付いているので、
持ち運びや油の移し替えも簡単です。

強力な吸引力を生み出すハンディ
クリーナー。「ミニ モーターヘッド」
付きで、微細なゴミやハウスダスト
を空気から分離。部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。最大
30分間※高い吸引力が変わりません。
ワンタッチで簡単にゴミを捨てるこ
とができます。

今年も素敵な賞品を用意しました。皆様、奮ってご応募ください。

賞

賞

賞
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問 題

ク イ ズ

500名様今治タオル「白銀」+
巾着タイプ不織布バッグ

「白銀」は、すべて国産にこだわった
「ALL JAPAN」。風合いも美しいハイクオ
リティが自慢。巾着タイプの不織布バッグ
とセットです。

（※モーターヘッド使用時は約20分）
（※バッグの色は指定できません。）

クイズに答えて豪華賞品を当てよう！

ビッグなプレゼント



解 答
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① A・B賞の当選者は会報でお知らせし、C賞の当選者は賞
品のお届けをもって発表にかえさせていただきます。

② A賞は弘済会の役員、B賞は弘済会の参事、C賞は担当の
ジブラルタ生命LCがお届けいたします。

（匿名では掲載できません）

「みんなの広場」

1

□3
□□□ □□□2

□4 □□□5

　投稿いただいたおたよりは、事前にご了解をいただいた上で、「教弘会報」
に掲載することがあります。なお、掲載した場合には薄謝を贈呈します。

●みんなが楽しくなるように
・心に残った本 ・私の家族 ・わが家のアイドル
・旅の思い出 ・おすすめスポット ・ちょっといい話

●みんなが健康で、安全に暮らせるように
・私の健康づくり ・仕事で疲れたら
・ストレス発散の方法 ・地域とのかかわり

●その他
・子どもに読ませたい本 ・私の介護体験 ・私のクッキング
・みんなでとめよう温暖化 ・わが家の防災対策 ・お勧めの飲食店
・私の体験談 ・俳句

次のような内容で左の「応募はがき」を利用してご投稿ください。

● クイズの解答を左の「応募はがき」に記入し、切手を貼ら
ずに投函してください。

● 正解者の中から、抽選で賞品を贈呈いたします。

※ 応募はがきにより取得した個人情報は、当会の事業目的のためにのみ利用します。

応募期限 : 令和元年 8月 23日（金）当日消印有効

（例）

応募要項

2019（令和元年）.
6.13 発行

◆ 次号 教弘会報埼玉 No.239 は
 2019（令和元年）. 8. 26
 発行予定です。

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

●みんなが楽しくなるように

●みんなが健康で、安全に暮らせるように

●その他

「みんなの広場」への投稿をお待ちしています。

2019 年 2 月承認

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。

引受保険会社

（総合自動車保険）

お問い合わせ／取扱代理店

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）

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。

QRコードから
カンタン見積り

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

※ さいたま市教職員の方には 
さいたま市職員団体扱割引
が適用されます。

プレゼント！高級ボールペン 1,000 円相当

募文 No. 18‒TC03883
B18‒104856

＊ 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2019年3月1日から
2020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。

埼玉県での「新・教弘自動車保険」のご契約対象者は、
埼玉県、または埼玉県内の市町村から給与の支払いを
受けている教育関係職員（教育委員会、または教育委
員会が所管するその他教育機関に勤務されている方も
含みます）およびその退職者の方となります。ご契約
者が上記の方であれば、その同居の親族および別居の
扶養親族がお乗りのお車でも割引適用が出来ます。


