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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

ハートフル コラボ
～特別支援学校の子どもたちの作業学習を応援～

当支部とジブラルタ生命保険株式会社（以下、「ジブ

社」という。）は、「ハートフル コラボ」をとおして特別

支援学校の子どもたちを応援しています。この取組は

特別支援学校の子どもたちが「作業学習」という授業

で作った製品を、当支部と一緒に共済事業（提携保険

事業）を展開しているジブ社のLC（ライフプラン・コン

サルタント）の皆さんが、小・中・高校の先生方にプレ

ゼントすることで、特別支援教育の理解・推進に少し

でもお役に立てればと考えて始めたものです。

子どもたちからは、古いネクタイを再利用した名刺

入れ、ティッシュケース、付箋セット、繭ストラップ、

ポチ袋などどれも手づくりで世界に一つしかない素晴

らしい製品をご提供いただきました。

この度、これらの製品を受け取った先生方から特

別支援学校の子どもたちへのお礼のメッセージカード

がたくさん寄せられ、LC の皆さんから製品を作ってく

ださった子どもたちに届けられました。

所沢営業所の根本静 LCが、「ミニ蓮華」を製作した

所沢特別支援学校のA 君にメッセージカードを届けた

際に、「陶芸だと作ると

きに熱かったでしょう、

大変でしたね。」と話し

かけると、A君はカード

を見つめて「熱かった

けど、皆さんがこんな

風に喜んでくれるから、

頑張れます。」と元気に答えてくれていたそうです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、まだま

だ人と人とが距離を取ることが求められているところ

ですが、「ハートフル コラボ」のような取組で心の距離

を縮めて、自分

以外の人の頑張

りに思いを馳せ

る心温まる優し

い活動が広がっ

てくれることを

期待したいと思

います。

可愛らしい柄のポケットティッシュカバー
ですね。丁寧に縫って作られているのが
伝わってきます!! 早速使わせていただ
きます。コロナに負けずに、頑張ってくだ
さい。 （高等学校教諭）

素敵な「おそうじワイパー」を作って
いただきありがとう。とても丁寧に縫
われているし、リバーシブルで可愛く
て、楽しくお掃除ができます !! 皆さん、
職業に就くための作業学習や勉強を頑
張ってください。　 （小学校教諭）

素晴らしいキーホルダーをありがとう
ございました。どこを見てもきめ細か
く仕上げられていて、驚きました!!大
切にします。これからも是非、素敵な
製品を作ってたくさんの人を感動させ
てください。 　（中学校教諭）

お礼のメッセー
ジ

お礼のメッセージカード

所沢特別支援学校の皆さんと一緒に

作業学習の様子

古いネクタイを再利用した
名刺入れ



本校では、豊かな自然環境を生かした様々な学習を行ってい
ます。2年生では学校の近くの金泉寺でのザリガニ釣り、4年生
ではオオムラサキの幼虫を育て成長の様子を観察する学習、5年
生では周辺の農家の協力を得て田植えと稲刈りなどの学習を
行っています。これらの学習を通して、児童は自分たちが住んで
いる地域の良さを実感することができています。

本校では 6年生で菊の栽培や卒業証書用の和紙漉き
体験、全学年が参加する地域防災まつり等地域の方 と々
触れ合う機会がたくさんあります。
毎朝の登校での見守り活動にも多くの地域の方々が積
極的に参加してくださり、学校と地域が一体となって児童
の育成に取り組んでいます。

登校班や清掃活動など、学校生活の様々な場面で、6年生を
リーダーとする縦割りでの活動が行われています。5月に行われ
る七郷めぐり（全校遠足）は、新入児童と他学年との距離を縮め、
仲良く活動する機会としてとても貴重な活動になっています。ま
た、毎週水曜日に「なかよしタイム」を設け、縦割り班で遊びます。
昨年は、新型コロナウイルス

感染症のため、6年生を送る会
は実施できませんでしたが、そ
の代わりに七

ななしょう

笑オリンピック（縦
割り班でのゲーム大会）を行い、
全児童が楽しい思い出を共有す
ることができました。

令和2年2月に町から 40台のタブレットが配付されまし
た。算数や理科、総合的な学習の時間等で、個に応じた
学習やプログラミング、調べたことをまとめ発表する際に
タブレットを積極的に活用して、児童の学力向上を図って
きました。令和3年度には 1人に 1台ずつタブレットが
配付され、授業の中での ICT 機器の効果的な活用の仕方
について、学校全体で研究を進めています。

豊かな自然環境を生かした学習活動 学校と地域が一体となった児童の育成

子どもたちのつながりを深める縦割り活動 ICTの積極的な活用

嵐山町立七郷小学校　
（〒355-0202 比企郡嵐山町吉田 1913 番地）

校長 : 小
お の が わ

野川 和
か ず し

史
児童数:69 名 学級数:8

TEL 0493-62-2307　FAX 0493-62-2421
https://www.town.ranzan.saitama.jp/category/10-2-0-0-0.html

地域とともに児童を育み、
笑顔あふれる学校

金泉寺でのザリガニ釣り（2年生） 菊の栽培（6年生） 和紙漉き（6年生）

学校坂道から見た校舎

登校時の見守り活動地域防災まつり

なかよしタイム

七郷めぐり

オオムラサキの森での観察（4 年生）

七笑オリンピック

稲刈り体験
（5年生）

個に応じた
学習

タブレットを
活用した発表



4

埼玉県立秩父特別支援学校

教諭 宮
み や ま え

前 太
た か し

志

特別支援学校 知的障害小学部の「自立活動」
～私の考えるはじめの一歩「学習する態勢づくり」～

30 年ほど前、高校 3年生のときに『トムキンスの冒険』という本を読みま
した。この本はその中の第一部にあたります。内容は、主人公のトムキンス氏
が夢の中で物理定数や物理的環境の異なる世界をさまよい、そこでの体験を通
して相対性理論など物理学の不思議な世界を理解していくというものです。
元々物理学も化学も好きな理系少年でしたが、この本を通して物理学の奇妙で
興味深い世界に非常に大きな関心を持ち、揺るぎない『現実である』この世界
が一方で壮大な『ファンタジーである』ような二重性をもった感覚を得ました。
この本の著者は、ビッグバン理論の提唱者であるジョージ・ガモフで、学問

的裏付けも強固な作品であるため、全世界の若き物理学者たちに多大なる影響
を与え続けているそうです。本書や『トムキンスの冒険』に触れて、この世界
とは一体何であるかに頭を捻ってみてはいかがでしょうか。

不思議の国のトムキンス「 」
埼玉県立
栗橋北彩高等学校

教諭　大
お お え

江 基
も と ひ ろ

広

G・ガモフ 著
伏見 康治 訳
白揚社　1,650 円（税込）

シリーズ  私の読んだ本 ◆No.74

※ 感想や投稿記事は、応募者のご了解の上で「教弘会報埼玉」に掲載することがあります（薄謝贈呈）。

Eメールはこちらから

●「Eメール」・「郵便はがき」・「FAX」のいずれかでご応募ください。
● 希望する書籍名、学校名、氏名（ふりがな）を明記の上、
 次のいずれか一つをご記入ください。

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-12-24 埼玉教育会館7F
　公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部
「私の読んだ本」プレゼント係　　FAX048-834-0550　

① 「私の読んだ本」の記事の感想
② 本会報「教弘会報埼玉 No.252」の感想
③ 「みんなの広場」への投稿記事　[P5 参照]
 （趣味・旅行・健康づくり・ストレス発散法・お勧めのお店・耳よりの話など何でも可）

「不思議の国のトムキンス」
白揚社
3名様

応募締切…令和3年10月15日（金）必着

※ 応募者多数の場合は抽選。賞品はジブラルタ生命の学校担当LC
（ライフプラン・コンサルタント）がお届けし、当選者名と所属を
「教弘会報埼玉」に掲載します。

お詫び： 
前号No.251「私の読んだ本」に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。ライマン・フランク・ホーム作→ライマン・フランク・ボーム作　河野万里子 作 →河野万里子 訳

シリーズ「私の読んだ本」 読者プレゼント

「私の読んだ本」で紹介した本を
読者の皆さんにプレゼントしています。

応 募 要 領

応
募
先

いずれかでご応募ください。

奮ってご応募
ください。

①「教員との安心できる関係づくり」
まずは、児童が教員に対して安心して関われることを目指します。子
どもと一緒に遊ぶことから始め、徐々に教材による課題の実施へと移行
していくようにします。課題ができたら称賛し、意欲につながるようにし
ています。人との関係が安定することは、学校での学習のみならず、将
来の就労や自立した社会生活の基盤ともなります。
②「見るだけでやることがわかる教材の提示」
机上での課題を始めるにあたり、見るだけでやることがわかる教材を
提示することが大切です。単一の動作で完
成できる [一目瞭然型 ]の教材から、完成
見本、手順書等の [視覚的指示 ]のある教
材へと発展させています。こうすることで、
自分でできる課題が増えていきます。こう
いった過程で高まる自己肯定感や知的好奇
心は、学習を行う原動力となっていきます。
③「学習環境の整備」
感覚が繊細な子どもたちには、衝立や
イヤーマフ等の外部刺激を抑える環境整備
を積極的に行っています。また、学習の見
通しが持てるよう、課題ボックスを活用し、
スケジュール通りに学習を進めるようにもし
ています。学習環境の整備により、見通し
を持って安心して学習できるようになります。

「自立活動」は、障害による学習や生活の困難さの改善や自立
をめざす基盤を培う学習です。本校では、小学部から高等部ま
で全ての児童生徒に対して、個別の学習形態を基本とした「自
立活動」の指導を行っています。今回は、知的障害の小学部に
おける「自立活動」について紹介します。

はじめに

知的障害教育の「自立活動」では、コミュニケーション、社会性、
身体の動き等、子どもの実態によって様々なアプローチが行われ

ています。私は、小学部段階の「はじ
めの一歩」として、机に向かって学習
する態勢を整えることが大切だと考
えます。学習態勢づくりは、今後の
新しい学びにつながる「学習の基盤」
となります。着席が難しい子どもた
ちへの指導として、私は次の3点が
大切だと考えています。

はじめの一歩～学習に向かう態勢づくり～

はじめの一歩をしっかり踏み出した子どもたちには、今後、それぞれ
の十人十色の「自立活動」を実践していきます。本校では、目標設定・
実践・評価を計画的に行うための「自立活動の指導計画」を作成・活用
しています。今後も、子ども一人一人に向き合った「自立活動」を高めて
いきたいと思います。

おわりに

見ただけでやることがわかる教材例

まずは楽しいことを共有する
ことで信頼関係を築く

感覚刺激を抑える
「衝立」「イヤーマフ」



5

笑顔を忘れずに
私は今年で教員4年目となります。毎日、
様々なことがありますが、落ち込むことが
あった次の日に、生活ノートに「先生が教
室で笑顔じゃないのは悲しいです。」と書い
てくれた生徒がいました。そんな風に心配
してくれる生徒がいることに、心が温かく
なったのと同時に、毎日、本当に楽しく笑
顔で過ごせていたんだな、と改めて思いま
した。やりがいがあり、自分自身も楽しみ
ながら成長できる仕事に出会えて、本当に
よかったと思います。これからも笑顔を忘

れずに頑張っていきます。
鴻巣市立鴻巣中学校

渡
わたなべ

邉 友
と も み

美

最悪のスタートが
教員になった1年目。ワクワクとドキド

キが混じった気持ちを胸に、初めての授業
に臨みました。そんな肩に力が入りすぎて
いる私は、歌を歌わない生徒に対して強い
口調で注意をしてしまったのです。当然、
その生徒との関係性は最悪の状態からス
タート。それでもあきらめず、声をかけてい
くと少しずつ私も彼も変わっていきました。
そんな彼が卒業式の日に私のところに来て
言いました。「先生、音楽の楽しさを教えて
くれてありがとうございました！」と。彼の
成長が嬉しくて思わず涙がこぼれました。
「こちらこそ教師という仕事の楽しさを教え
てくれてありがとう。」

三郷市立瑞穂中学校
佐
さと う

藤 匠
たくみ

サプライズ　バースデイ
2月のある日、子どもたちが嬉しそうに
私を呼ぶ。「先生、来てください。」言われ
るがまま教室に入ると、そこにはにこにこし
た子どもたち。「先生、誕生日おめでとう。」
子どもたちで企画した誕生日会だった。司
会にクイズに歌に…どれほどの時間をかけ
て考えてくれたのだろう。うるうるしている
私に「先生泣く？嬉しい？」と子どもたち。
涙をこらえて「ありがとう。」これが精一杯
だった。人を喜ばせることに一生懸命にな
る子どもたちの姿に胸がいっぱいになった。
これだから教員はやめられない。

秩父市立花の木小学校

西
にしじま

島 愛
あい

私は、幼い頃から家族が大好きで、パパっ子。大人になって
からは父親のような人と結婚できたらなと思っていました。父の
ような優しく、穏やかな方と結婚し、自分も愛してもらったよう
に今、我が子に愛情をたっぷりそそいでいます。2019年、結婚
式。父は、がんになり、「バージンロードを歩きたい。」そんな願
いを叶えようと病気と闘い、当日、ニット帽をかぶりながら、バー
ジンロードを歩くことができました。「父に私の子を抱いてもらい
たい」その願いは届かず、2020年 4月、父は亡くなりました。
でも、同じ４月に子どもをさずかりました。もしかしたら、我が
子はお空で父に会ったのかなと思うと、ますます愛しく、大切に
したいと思いました。この思いが、父にも届いていますように…

　東松山市立野本小学校 押
おしやま

山 樹
じ ゅ り あ

梨亜

出産祝
（埼玉県）《令和 3 年 5月泊令和 3 年 5月泊 》
秩父西谷津温泉　宮本の湯

　初夏の週末、秩父の小鹿野でのんびり過　初夏の週末、秩父の小鹿野でのんびり過
ごしました。山間の静かなお宿、元大相撲ごしました。山間の静かなお宿、元大相撲
の幕内力士が経営者である旅館の所々にはの幕内力士が経営者である旅館の所々には
大相撲の写真・資料が展示され、露天風呂大相撲の写真・資料が展示され、露天風呂
も土俵を模したつくりで気分満点です。風呂も土俵を模したつくりで気分満点です。風呂
の定員は５人まで、食事処もそれぞれのテーの定員は５人まで、食事処もそれぞれのテー
ブルを離した配置で感染対策も十分でした。ブルを離した配置で感染対策も十分でした。
　夕食は季節の食材を使った、炊き合わせ、　夕食は季節の食材を使った、炊き合わせ、
天ぷら、鮎の塩焼き等10種の膳が順に運天ぷら、鮎の塩焼き等10種の膳が順に運
ばれ舌鼓、そこに地酒が加わり初夏の宵をばれ舌鼓、そこに地酒が加わり初夏の宵を
ゆっくり堪能しました。

　翌日は小鹿野、街探索！タイムスリップし　翌日は小鹿野、街探索！タイムスリップし
たかのような古い街並み、小鹿野歌舞伎・たかのような古い街並み、小鹿野歌舞伎・
春まつりの立派な屋台の写真を町の施設で春まつりの立派な屋台の写真を町の施設で
拝見しました。町が一体となり伝統を大切拝見しました。町が一体となり伝統を大切
に守り続けていることに感銘しました。街かに守り続けていることに感銘しました。街か
ら少し足を伸ばし名産のワイン醸造場に立ら少し足を伸ばし名産のワイン醸造場に立
ち寄り、小鹿野を後にしました。ち寄り、小鹿野を後にしました。
　小鹿野町の1泊 2日の旅、彩の国、また　小鹿野町の1泊 2日の旅、彩の国、また
一つ埼玉の素晴らしさを発見しました。有意一つ埼玉の素晴らしさを発見しました。有意
義な機会を与えていただいた弘済会埼玉支義な機会を与えていただいた弘済会埼玉支
部様のご配慮に感謝です。部様のご配慮に感謝です。

友の会 小
お の で ら

野寺 宏
ひろし

宿泊補助出産祝出産祝

「先生からもらった今でも忘れられないコトバ」
を紹介します。

ありがとう、先生！ジブラルタ生命 から

TOKYO FM/JFN38 Stationsジブラルタ生命が協賛しているラジオ番組 月･水･金曜日 7:19 オンエア

人を動かすのではなく、
人のために動きなさい
バレーボール部でキャプテンをしていた中学時代、
チームをまとめようと必死だった私に、監督がくれた言
葉です。人のために自分が動かないと人はついてこな
いよ、と。大人になった今も大切にしている言葉です。

埼玉県「まりりん」さん（46歳）

努力は最高にカッコいい！
中学時代、剣道部でした。下手で弱かったのですが、他の部

員の目を気にしてこっそり練習していました。そんな私に先生が
かけてくれた言葉です。それ以来、まわりになんと思われようとも、
自分が納得するまで努力し、練習をするようになりました。

埼玉県「タカ」さん（40 歳）

友だちの嫌なところがたくさん見える人は、
自分も嫌なところがある人。
友だちの良いところがたくさん見える人は、
自分にも良いところがたくさんある人。
小学校時代の先生のこの言葉は、私の人づきあいの基本になっ

ています。まずは、相手の良いところを探すようにしています。
埼玉県「よしりん」さん（50 歳）

2021
4.26

2021
5.19

2021
4.19

皆さんの心に響くコトバは
どれですか?

皆様からいただいたお葉書をご紹介いたします （敬称略）

2021
月日

放送日

（敬称略）
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私の
出会った素敵な学校

LCの訪問記 弘済会指定職員である私たちに、いつも温か
いお声がけをいただきありがとうございます。
今回、ご紹介させていただく学校は川越市立

南古谷小学校です。今年度新任校長先生として
着任された馬場雅史校長先生とは前職からの永
いお付き合いでいつも良くしていただいておりま
す。校長先生に南古谷小の特色について伺いま
した。
「児童数1070 名という大規模校であり、創立
149 年を迎える伝統校です。地域サポートの体
制が充実していて地域の方々の期待を大きく感
じています。保護者の皆様、地域の皆様共に学
校の諸活動に協力的であり、地域活動も盛んで
す。『地域と共に生きる信頼される学校』を目指
し、学校・家庭・地域が一体となって児童を育
成することができるよう努力しています。」

私たちは、訪問するたびに若い先生方が多く
活気に溢れた学校であると感じています。また、
先生方の中には親・子・孫と3代にわたりお付き
合いさせていただいている先生もおり、私たち
も親子で担当させていただいています。永きに
わたり先生方をお守り出来ればと思っております。

前方左から　對馬教頭先生　馬場校長先生　川鍋教頭先生
後方左から　鈴木エグゼクティブＬＣ　鈴木シニアＬＣ

ジブラルタ生命保険（株）
川越支社　川越第一営業所 

所長 志
し だ

田 克
か つ み

己
〒350-1123 川越市脇田本町11-13-4F

TEL 049-291-5116

第3回
川越市立南古谷小学校

（敬称略）

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

6 月 大脇　美江 友の会（越谷市）
〃 神山　米作 友の会（滑川町）
〃 髙瀬　則子 友の会（羽生市）
〃 堤　　昌義 友の会（日高市）
〃 吉田　正芳 友の会（飯能市）

5 月 新井　五郎 友の会（熊谷市）
〃 伊古田孝志 友の会（秩父市）
〃 小池　慶治 友の会（秩父市）
〃 茂木　行雄 友の会（ 県 外 ）

令和 3年

ご退職予定の皆様を対象に、
「生涯生活設計セミナー」を開催します。

●退職後に安定した生活設計が図れるよう、健康保険･年金･介護･相続等の情報を分かりやすく説明します｡
●退職した先輩の体験談も聞くことができます。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、変更になる場合があります。

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて万全の対策をしてお待ちしております。

参加費無料
！

予約は必要
！

詳細は、9月初旬各学校に案内を送付します。
お問合せは、提携保険会社ジブラルタ生命の担当 LCまでお願いします。

開催日時（セミナー時間） 受付開始時間 会場 参加定員 収容定員 担当支社

11月 20日 (土) 10：00～12：00 9：30～ 熊谷市スポーツ・文化村　くまぴあ 40名 80名 熊　谷

11月 27日 (土) 10：00～12：00 9：30～ ふじみ野市サービスセンターホール 100名 240名 川　越

12月 4日 (土) 10：00～12：00 9：30～ ホテルブリランテ武蔵野 200名 400名 さいたま

詳しくは
ジブラルタ生命ＬＣまで

生涯生活設計セミナーの
お知らせ

鈴
す ず き

木 智
ち え こ

恵子

川越第一営業所
エグゼクティブLC（ライフプラン・コンサルタント）

鈴
す ず き

木 直
な お き

樹
シニアLC（ライフプラン・コンサルタント）
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次号では、安全運転を進化させる
テレマティクス自動車保険の情報を
お届けする予定です。

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
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令和 3（2021）年
8月24日発行

◆ 次号 教弘会報埼玉No.253 は
 令和 3（2021）年10月12日
 発行予定です。

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
印刷　関東図書株式会社　TEL 048-862-2901

●施設名 「ヴィラ北軽井沢 エルウイング」
●利用日（　月　日～　泊）
●予約番号「　　　　　　」
●宿泊ご利用券枚数（　　）枚
●代表者　氏名（フリガナ）
〒自宅住所／自宅 TEL
所属所名

●合計人数

( サービス料金・税込 )お一人様

群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1924-172
ヴィラ北軽井沢エルウイング

ハガキ・ＦＡＸ記載事項

9,500 円から

軽井沢の自然に包まれたリゾートホテル

FAX 0120-68-7558
（申込専用 FAX）

1. 紀州鉄道予約センターに電話して予約をお取りください。その際、【会員No.1-1772】とお伝えください。

※ご予約を変更・キャンセルする場合は、紀州鉄道予約センターまでご連絡ください。
2. 予約時に、予約センターより「予約番号」・「宿泊ご利用券」の枚数をお伝えします。また、予約センターから「宿泊
確認票」をお送りします。

3. 予約が取れましたら、弘済会に右の内容をハガキまたは FAX でご連絡ください。（必ず上記の「予約番号」・
「宿泊ご利用券」の枚数をご記入ください。）、後日ご自宅宛に弘済会から「宿泊ご利用券」をお送りいたします。
4.「宿泊ご利用券」、「宿泊確認票」をチェックインの際、フロントに提出してください。
5. 宿泊料は現地にてご精算ください。
6. 利用券による割引はありません。

会員No. 
1-1772

予約センター
営業時間【 【】 】月～金曜日　　9：00 ～17：00土曜・日曜・祭日・年末年始休み

紀州鉄道予約センター
TEL 03-3262-8166

申込先 公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部 教育振興・福祉課
TEL 048-822-7554（直通） 　

利
用
方
法

☆素泊り・朝食付きプランもございます。
☆土曜及び祝日の前日等は料金が変動する場合がございます。
※ 11/16・17・30、12/1・7・8・14・15・21・22、1/4・5・11・12・18・19・25・26
 2/1・2・8・9・15・16、3/1・2・15・16・29・30は素泊りのみ。（食事不可）

夕食は、四季折々の食材を取り
揃えた料理長自慢の和食会席、
または国産牛をはじめとする
厳選した食材をご堪能できる
炭火焼肉をお選び頂けます。

豊かな自然に囲まれた北軽井沢高原。その自然を、目や肌で感
じることができます。地上13 階にある展望露天風呂では浅間
山麓が目の前に広がる一大パノラマを楽しむことができます。

（2名様以上1室）1泊 2食付宿泊料金

←お部屋、アクセス等の詳細はこちら
※ WEBで予約した場合、会員料金は適応されません。 
必ず紀州鉄道予約センター経由でご予約ください。

上記施設では、お客様に安心して旅をしていただけるよう「パブリックスペースでの取り組み」や「従業員に対する取り組み」等
数々の新型コロナウイルス感染症予防対策を実施しております。安心してご利用ください。

※ 基本部屋タイプはスタンダード和洋室になります。

埼玉支部協定施設の「民宿 はまだ（秩父市）」は、廃業となりました。また、日教弘指定宿泊施設の「大町山荘（大町市）」は、令和3年 3月末営業終了。
「ラッセルホール（兵庫教育会館・神戸市）」は令和3年 8月10日営業終了。「鹿児島東急 REI ホテル」は、令和3年9月30日営業終了となります。

※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。

QRコードから
埼玉支部の主な活動や
プロモーションビデオが
ご覧になれます。

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

ぜひ
アクセス

して

みて
ください‼

たくさんのご応募ありがとうございました

7月13日（火）厳正な抽選の結果、当選者に早速チケットを贈呈いたしました。

渋沢栄一「青天を衝け」深谷大河ドラマ館 ユナイテッド・シネマ 及び イオンシネマ

当選者決定
★★

★★★★★★★★★★★★★

入場券 映画鑑賞券

（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

お知らせ

新型コロナウイルス
感染症対策について


