
（体育祭で力強く宣誓する団代表生徒　埼玉県立朝霞高等学校　本文 P3)
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公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部
副支部長 小島 利明

（埼玉県中学校長会事務局長
元・春日部市立東中学校長）

モノづくりの原点は、人（心）づくりから

「スイスはなぜ時計づくりが得意なのか。」という

疑問を持っていたところ、アナウンサーの大坪千夏

氏のスイス談義を聞いて、その謎を知ることができ

ました。大坪氏によると、「スイス人は日本人も驚く

ほど時間に正確であり、電車やバスなどの交通機

関が定刻でありがたいが、サービス業では融通が

利かず不便なことも多い。生活の中での決まり事も

細かく、それを犯すと容赦なく罰金が科せられる。」

というのである。スイスは、日本と同じように時間

やルールに厳格とい

うお国柄から、性

能のよい時計を作り

出せるということが

わかったのです。

さて、近年、我が

国ではアジア系の

外国人の観光客を

多く見かけるように

なりました。日本で

買わなくとも同じよ

うな物はアジアの他の国々で安く買うことができる

のに ? あるテレビ番組のリポーターが秋葉原で買い

物にきている外国人にインタビューをしていました。

「なぜ、高い日本製の品物を買うのですか。」すると、

その外国人は、「日本製は品質が良く、丁寧に作ら

れている。とにかく日本人が作った物は信頼できる。

そして人気が高い。」と答えていました。「日本人が

作ったものは信頼できる。」とは「日本人は信頼で

きる。」につながっていきます。どんな時代になって

も、日本の風土や伝統が育んできた日本人の「誠

実、勤勉、思いやり」の心を培って行くことの大切

さを痛感しました。

スイスの街並み 秋葉原で日本製品を求めるアジア系外国人

8月 6・12日に、本県高等学校新採用の先生 3人が、ジブラ
ルタ生命保険株式会社・さいたま支社の営業所で、初任者研修
の一環としての民間企業等体験研修に参加しました。研修は、
「生命保険のしくみ」や「公益財団法人 日本教育公務員弘済会
（略称：日教弘）と提携会社であるジブラルタ生命との関係」、

「ジブラルタ生命の社会貢
献活動」、「ビジネスマナー
について」などでした。
参加した先生方は、「保
険について、他人事のよう
に感じていましたが、自分
の今後や周りの人のために
もっと調べて考えていき

たいと思った。」「教育界と一見無縁な職種であっても、子ども
を愛する、子どものためにという思いがあふれていることを
学んだ。」「もっと多くの新採用の人もこのような研修会に参加
するとよい。」という感想を述べていました。
先生方への教弘保険の

ご案内や福利厚生のお手
伝いのみならず、様々な
形でお役に立つ会社を目
指すジブラルタ生命とと
もに、日教弘はこれからも
「最終受益者は子どもた
ち」の理念実現を目指し
てまいります。

ジブラルタ生命保険株式会社で初任者研修を実施

研修を受ける大宮東高校の先生
（さいたま第六営業所にて）

研修を終えた草加東高校のお2 人の先生方
（越谷営業所にて）



学校行事も大変盛んである。体育祭では、騎
馬戦もあるし棒倒しもある。これらは危険性を考
え今では実施しない高校が増えてきている激しい
種目だが、実
施できている
のは徹底した
安全管理がな
されているか
らである。コロ
ナ禍により、2
年連続こうし
た伝統種目を
中止した体育
祭となったが、
真剣勝負で大
いに盛り上が
る体育祭の完
全復活を待ち
望んでいる。

従来の学校見学会・進学フェアに加え、複数の塾
主催のオンライン説明会・学校紹介動画のホーム
ページへの掲載等により、生き生きと頑張る生徒
たちの姿を中学生や保護者対象に発信している。
また、本校の教育活動等を幅広く発信するために、
7月28日に放映されたテレビ埼玉情報番組マチコミ
「アオハルのむこうがわ」への応募や、1年間の
YouTubeでの動画公開等により、コロナ禍に対応
した広報活動を日々模索し、実践している。

単位制高校は、同規模の公
立高校に比べ教員数が 10人程
度多い。今年度は、生徒数が
20人以下の講座は 87講座、21
人以上の講座は 103講座と選
択科目のほとんどが少人数で受
けることができる。また、生徒
たちは早い段階で今後の進路
を考える必要があり、そこへ辿
り着くための努力が求められてくる。何より、自分で科目選択をする
ので授業への取組の意欲も非常に高い。

多くの生徒が 4年制大学への進学を希望する。1年次から大学見
学会や大学の教員を学校に招いて行う進路相談会を実施するなど、
早めに将来を意識できるような体制をとっている。また、補習がとて
も充実しており、朝・放課後・長期休業中に進路希望に応じた補習
をシステム的に行っている。このような面倒見の良さが「入口よりも出
口が良い」という進路指導の成果につながっている。

運動部18、文化部18 の計36
の部があり、約8割の生徒が日々
活発な活動を繰り広げている。
今年度はバトン部が全国大会、
女子ソフトテニス部が関東大会
に出場を決めるなど、多くの部
が毎年素晴らしい成果を上げて
いる。また、定時制があるため、
完全下校が午後7時と決まって
いることから、勉強との両立を図れる体制となっている。

1. 進学重視型単位制高校

2. 進路指導

3. 部活動

4. 学校行事

5. 広報部

本校は、国道 254号線と陸上自衛隊朝霞駐屯地に挟まれた場所に位置する、今年度、創立 59
周年を迎えた伝統校である。「勉強に燃える」、「行事に燃える」、「部活動に燃える」の三兎を追うこ
とで、一度に全ては実現できなくとも1つができると色々なところで歯車が合い、3 年の間に生徒
が新しい自分を見出すことができる教育活動を展開している。 （校長　柳

やながわ

川 典
の り あ き

昭）

部長集合写真

進学重視型単位制高校の少人数学習

埼玉県立朝霞高等学校
（〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町 3-13-65）

生徒数: 940 名 学級数: 24
TEL 048-465-1010　FAX 048-460-1013

https://asaka-h.spec.ed.jp

勉強に、行事に、
部活動に燃える朝霞高校

中庭から見た校舎

体育祭【棒倒し】（令和元年度）
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読後、「やはり家族っていいなあ。」とじわじわと胸が熱くな
りました。家族と言えど、物の見方・考え方はそれぞれ多様で、
だからこそぶつかることもあるのですが、心の奥底ではつな
がっており、そこに愛があるのだと感じました。また、私たち
が何気なく創り出している「あたりまえ」の感覚が、多様な個
を苦しめていることがあるのだと気付かされました。一人一人
の違いを互いに認め合える社会にしていきたいものです。

「水を縫う」
ふじみ野市立
上野台小学校

校長　嘉
か で か わ

手川 満
みつる

寺地 はるな 著
集英社　1,760 円（税込）
寺地 はるな 著

シリーズ  私の読んだ本 ◆No.75

※ 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.253」の感想
③ 「みんなの広場」への投稿記事　[P6 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）

「水を縫う」
集英社
3名様

応募締切…令和3年12月14日（火）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。

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。

毎授業の板書を撮影し、その
画像を生徒がタブレットで見るこ
とができるようにしている。この
ことで、過去の授業の振り返り
が簡単にできるようになった。現
在はタブレットの持ち帰りができ
ないが、今後家庭から板書のデー
タにアクセスすることができれば、
その日の授業の復習として、家庭学習を行うこともできる。
また、タブレットのアンケート機能を使用し、授業の振り返り
を行っている。タブレットに自由に記入させることで、生徒が授
業中わからなかったことを把握しやすくなり、次の指導に生かす
ことが容易となった。

数学の教科の特性上、「できる」「できない」がはっきりするこ
とが多い。1時間の授業を終えたときに、生徒が「できた」と達成
感を味わえる機会が増えるように、授業づくりに取り組んでいる。

1 はじめに

きめ細かな机間指導
1学期の数学では、どの学年でも計算問題を解く場面が多い。

問題を解く場面では、机間指導中に教師または生徒が丸付けを
行い、生徒のモチベーションを上げるようにしている。つまずい
ている生徒に対しても粘り強く教え、1問できるたびに丸を付け
るようにしている。これを行うことで、数学が苦手な子でも「自
分もできる」「次やってみよう」という気持ちにさせることができた。

2 個に応じた指導の実践 数学の問題を自力で解くことで、達成感を味わうことができた
機会が多かったことが影響して、1学期終了後の授業アンケート
では、「学習が楽しい」と感じた生徒の割合が高くなった。生徒
にとって「できる」と「楽しい」は近い位置にあり、教師の働きか
けで、「できた」から「数学が楽しい」に昇華させていくことが大
切であると考える。
今後タブレット等、ICT を用いた授業が活発になってくるので、
個に応じた指導に ICT をどのように活用していくことができるか
研究していきたい。

3 おわりに

タブレットを使って授業の
振り返りをしている様子さいたま市立木崎中学校

教諭 小
こ い け

池 亮
り ょ う た

太

中学校 数学

池
い け だ

田 裕
ゆういち

一（越谷市立蒲生南小学校）  川
か わ の

野 幸
こういち

一（毛呂山町立川角小学校）  秋
あ き ば

庭 充
みつる

（埼玉県立杉戸農業高等学校） 
（敬称略・順不同）

「教弘会報埼玉No.251」掲載の『オズの魔法使い』（新潮文庫）
たくさんのご応募ありがとうございました。
「読者プレゼント」当選者の発表

当選者

ICT を活用した指導
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（敬称略・順不同）

賞

佐々木春奈 吉川市立中央中
平松　怜奈 埼玉県立所沢北高
石川　　聡 さいたま市立大門小
熊谷　宏生 行田市立太田中
関野亜由美 熊谷市立熊谷東小

B 賞に当選された方には、弘済会の担当参事が賞品をお届けいたしました。

C賞に当選された方は、ジブラルタ生命保険の担当 LC が賞品を
お届けすることで、発表に代えさせていただきます。

去る9月9日（木）、A 賞に当選された、さいたま市立大門小学校の石川　聡 
校長先生に、 細田  宏 支部長から「バルミューダ ザ・クリーナー」を贈呈いたし
ました。石川校長先生は、「LCさん
と参事さんに勧められて、締切り前日
に応募したら本当に当たりました。
お二人に感謝です。学校中をきれい
にしたいです。」と、喜びを語られま
した。和やかな雰囲気の中、一同で
喜びを分かち合いました。

スタンド付きファン（ネックストラップ付）

賞

賞

5名様

50
名様

500名様

今年度は、6,870 通のご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。

①オール
②ヤング　
③ 695
④まなびや
⑤web（ウエブ）

クイズ
の答え

バルミューダ
ザ・クリーナー 
【ホワイト】

自動開閉センサー
ゴミ箱 【シルバー】

「教弘会報埼玉No.252」（令和3年8月24日発行）の
差し込みチラシでご案内いたしました上記「贈呈式・教
育講演会」については、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、誠に残念ですが、集合開催は「中止」とさせ
ていただきます。
なお、集合開催は中止いたしますが、11月1日（月）か

ら1か月間、研究助成校・教育研究団体等の皆様を対象に、
オンデマンド配信により「贈呈式・教育講演会」をご視聴
いただきます。オンデマンド配信については改めてご案内
させていただきます。
集合開催を楽しみにしていらっしゃった皆様には、誠

に心苦しく存じますが、どうかご理解願います。

集合開催の中止について

※ 詳細は、共済事業（提携保険事業）提携保険会社ジブラルタ
生命の学校担当LCからご案内いたします。

「教弘会報埼玉No.252」（令和3年8月24日発行 )で
ご案内した｢生涯生活設計セミナー｣は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため開催を中止いたします。ご理解
いただきますようお願いいたします（令和3年9月7日付
日弘埼第62号参照 )。
なお、ジブラルタ生命保険主催の｢オンライン形式 ｣に
よるセミナーをご案内しておりますので、ご利用ください。

生涯生活設計セミナー
集合開催の中止について

「教育研究助成金贈呈式並びに教育講演会」
令和3年度

弘済会主催の開催は中止としますが、
「オンライン形式」で開催します

酒井  一好 春日部市立大増中
済陽  悠子 幸手市立さくら小
内山  真二 久喜市立栗橋西中
大庭真紀子 所沢市立三ケ島中
佐藤  容子 入間市立宮寺小
村林  祐花 所沢市立明峰小
松井  秀子 飯能市立加治中
岡崎  拓人 さいたま市立大成中
白田  大地 さいたま市立与野南小
林田 　涼 さいたま市立与野南小
宮崎いづみ さいたま市立七里小
石井  由香 さいたま市立見沼小
江辺 　実 草加市立松原小

鎌田 　 亮 草加市立瀬崎中
安藤  真紀 草加市立瀬崎中
米原  幸江 三郷市立瑞木小
田中奈郁樹 三郷市立彦糸中
大谷  恭平 小川町立西中
滝澤  彰滋 小川町立欅台中
松田  幸一 鶴ヶ島市立藤小
森田  淳一 東松山市立北中
泉 　 豊子 川口市立十二月田中
加田  亮介 埼玉県立秩父特別支援
岡田  早織 富士見市立鶴瀬小
鈴木  雄介 ふじみ野市立葦原中
工藤  辰也 上尾市立富士見小

杉田枝里香 上尾市立上尾小
内野ますみ 北本市立南小
清水  亮太 鴻巣市立松原小
安田  一也 北本市立南小
長澤 　心 鴻巣市立下忍小
大越  健司 鴻巣市立鴻巣西中
小玉菜穂子 埼玉県立所沢高
秋山  祐介 加須市立礼羽小
清水  利浩 行田市立埼玉中
丸山 　敏 加須市立加須東中
坂本 　塁 行田市立西小
沼上  智子 熊谷市立熊谷西小
飯田  美雪 熊谷市立別府小

梅本  真美 熊谷市立江南中
島﨑  杏奈 秩父市立吉田小
坂本  七海 長瀞町立長瀞第二小
浅見  将吾 小鹿野町立小鹿野小
堀内  貫平 小鹿野町立三田川小
田村亜希子 深谷市立深谷小
鯨井  元気 深谷市立藤沢中
遠藤  育愛 上里町立上里東小
簑輪真由美 深谷市立岡部西小
角田  勇也 深谷市立上柴中
千嶋  俊史 神川町立神川中

（敬称略・順不同）

先生方に囲まれ、A 賞贈呈
を喜ぶ石川　聡校長先生（前
列左）と細田支部長（前列右）

夏クイズ2021

ククイイズズ当当選選者者発発表表！！
去る9月2日（木）、厳正なる抽選により、

次の方々が当選されました。

ククイイズズ当当選選者者発発表表！！クイズ当選者発表！
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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。
新企画第 4回にご紹介させていただく学校は、

平成 31年 4月に埼玉県内初の「義務教育学校※」
として開校した春日部市立江戸川小中学校です。
学校訪問の際、児童・生徒の皆さんの明るい笑顔

や元気な挨拶に心が和みます。子どもたちの元気を
引き出す小中一貫校ならではの取組を、開校時から
ご着任の小林学校長先生にお尋ねしました。
「特徴的なのは1～ 9 年生全学年で行う活動
の多さです。大運動会も音楽会も全学年で、また
『校

こう ぎ
技なわとび』も全学年で取り組み、子どもたち

同士の交流を大事にしながら集中力、根気、協調
性を養っている」とのことです。

地域の伝統文化で
ある春日部市指定無
形民俗文化財の榎

えのき
の

囃
はやし か ぐ ら
子神楽は3、4 年生

の総合的な学習の時
間に地域の方々のご
指導のもと練習を重
ね、毎年10月の富多
神社の祭礼で披露さ
れています。また、江
戸川の舟運交通の要所として賑った歴史の中で息
づいた大凧も、長年にわたり学習に取り入れられ、
伝統文化の積極的な継承に取り組んでおられます。
全教職員が全児童生徒を把握し、全児童生徒
も全教職員を認識しているとのことです。共通
認識のもと、地域の方々と一丸となって子どもた
ちが安心できる学校生活を支えている江戸川小
中学校の先生方のお役に立てるよう、これから
も精一杯努めさせていただきます。

左から小河原 勝参事・
小林 学校長先生・風越 浩子 LC

全校１～９年生の児童・生徒たちと全教職員

ジブラルタ生命保険（株）
さいたま支社　春日部営業所 

所長 板
いたがき

垣 正
まさゆき

幸
〒344-0061 春日部市粕壁1-5-15-5F

TEL 048-763-6411

第4回
春日部市立江戸川小中学校

学校のアイドル、カメの太郎君
うちの学校には、クサガメがいます。職
員室の前の水槽にいます。飼育委員の子ど
もだけでなく、教員も一緒に面倒を見てい
ます。新型コロナウイルス禍で、ともすると
滅入ってしまいそうになる時が続いていま
すが、太郎君の前を通ると、「えさちょうだ
い！えさちょうだい！」と、カメとは思えな
い速さで動き回ります。人の手からエサも
食べます。みんなの癒しです。

所沢市立泉小学校　中
なか た

田 利
としあき

明

わが家のアイドル
（うちの自由な猫の話です。）

わが家のアイドルは、猫の「ナツメ」です。
子どもたちが茶道を習っているのと、夏目

漱石の「吾輩は猫である」の作品から名付
けました。
帰ると廊下の曲がり角でぐだっと寝ていま

す。運動不足のお腹が横に広がって大変な
ことになっています。ご飯の時間は「ごわ～
ん」と言います。（ナツメは「ご飯」と言って
いるつもりだが）。朝5時に家中を走り回り、
寝ている私の足の指をかみます。私にとって
は、ちょっと痛い目覚まし時計です。自由に
生きている「ナツメ」は、私たちにとってはう
らやましく、アイドル的な存在なのです。

埼玉県立草加南高等学校　井
いのうえ

上 輝
てる や

也

わが家のアイドル、
わがままアンジョ！

私の家には、13歳のトイプードルがいま
す。名前はアンジョです。晏如（あんじょ）
という言葉には、穏やかなさま、落ち着い
ているさまという意味があります。またポル
トガル語では、アンジョには、「天使」という
意味があります。初めて出会った時の印象
からアンジョと名付けました。家に迎えてか
らは、明るく活発でとても元気です。週末

には、大きな公園にお散歩に行ったり、旅行
したりと（コロナ前）、一緒に過ごす時間は
私の人生を彩ってくれています。食欲が旺
盛でおやつ大好きなアンジョは体重が 7.5
㌔あります。（トイプードルを飼っている方
ならすぐに太っている？と気づくかと思いま
す。）ドラえもんのような体形をしていて、
おやつが大好きなアンジョですが、日々ダ
イエットに励んでいます。今13歳というハ
イシニア期に入っていますが、一緒にいられ
る時間を大切にしたいと強く思っています。
今までお世話をする中で大変なこともたく
さんありましたが、実はアンジョのお世話
をしているようで、私が癒しや温かさ、優
しさを教えてもらっていたように思います。
犬に言葉はありませんが、ノンバーバルな
方法で真っ直ぐに意思を伝えてきますので、
家族としてこれからもたくさんアンジョの気
持ちをわかってあげたいなと思っています。
最後となりますが、タイトルにもあるよう、
わがままも多いアンジョですが、これからも
ずっと元気に長生きしてほしいと思います。

埼玉県立越谷特別支援学校　杉
すぎ た

田 聡
さとし

（敬称略）

風
かざこし

越 浩
ひろこ

子

春日部営業所
コンサルティングLC（ライフプラン・コンサルタント）

特集　
わが家（校）のアイドル！

（ペット編）

詳細については、校長宛の通知「令和3年4月16日付日弘埼第11号、第12号」を
参照の上、学校からご推薦願います。 ※ 中学 3年生対象の案内は、次号に掲載いたします。

弘済会の奨学金給付事業
中学 3年生及び高校 3年生を対象 高校 3年生対象

保護者が次のような状況にありながら、修学意欲が旺盛で、上級学校へ進学する生徒を
支援する目的で、返還を必要としない奨学金の給付事業を行っています。
1． 死亡、離婚等で両方または片方がいない。
2． 病気（交通事故等による怪我も含む）で就労が難しい。
3． 1、2のいずれかのため、公的支援（新型コロナウイルス感染症の影響
による公的支援を含む）等を受けている。

申請期間
令和 3年12 月1日（水）から
令和 4年2月9日（水）

※ 令和 3 年度の「高校1、2、3 年生対象の奨学金給付
事業（給付額10万円、前期募集）」では、198 名に
1,980万円を給付しました。

給付額20万円

他にも条件があります。なお、申請には、校長の推薦が必要となります。
高校 3年生対象は、定時制及び特別支援学校の生徒も含みます。

必見！

※ 心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基
礎的なものから一貫して施すことを目的とした、修業年数 9
年の学校。前期課程6年、後期課程3年。〈学校教育法から〉
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（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

7 月 新井　敦夫 飯能市立美杉台小学校
〃 稲井　利雄 友の会（さいたま市）
〃 勝呂　佐登 友の会（坂戸市）

5 月 岡安ルリ子 友の会（行田市）
6 月 風間　真一 友の会（熊谷市）

令和 3年

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

❻ 湯けむりの里 柏屋
TEL 0288-78-0002
日光市川治温泉高原62
❼明

み ょ う が や

賀屋 本館
TEL 0287-32-2831
那須塩原市塩原353
❽塩原グリーンビレッジ
 （オートキャンプ場）
TEL 0287-32-2751
那須塩原市塩原1230

❾ ホテル 飛天
TEL 0244-38-7000
相馬市和田中迫104-3
10 旬味の宿 うお昭

しょう

TEL 0246-43-2363
いわき市常磐湯本町天王崎194

当支部が協定している関東周辺のホテル・旅館・民宿・ペンション等です。
下記の他、全国の日教弘指定宿泊施設が年間を通してご利用になれます。詳しくは、
当支部 HP（https://www.kyoko.or.jp) や「宿泊施設の一覧」をご覧ください。

❶ 民宿 たきもと
TEL 0259-74-3103
佐渡市相川大浦1429-3
❷ 関温泉 旅館吉野屋
TEL 0255-82-2315
妙高市関山6087-14
❸ニュー・グリーンピア津南
TEL 025-765-4611
中魚沼郡津南町秋成12300
❹ 雪国の宿 高

た か は ん

半
TEL 025-784-3333
南魚沼郡湯沢町湯沢923
❺ホテル湯沢 湯沢でんき屋
TEL 025-787-3020
南魚沼郡湯沢町大字岩原155

新潟県 群馬県 長野県栃木県

福島県

茨城県

千葉県

埼玉県
11北軽井沢 スウィートグラス
TEL 0279-84-2512
吾妻郡長野原町北軽井沢1990-579
12 ホテル 松本楼
TEL 0279-72-3306
渋川市伊香保町伊香保164
13 旅館 榮泉閣
TEL 0279-72-2710
渋川市伊香保町伊香保166
14妙義グリーンホテル＆テラス
TEL 0274-73-4111
富岡市妙義町菅原2678
15みなかみホテルジュラク
TEL 0278-72-2521
利根郡みなかみ町湯原665
16ペンション つつみ・すくえあ
TEL 0278-23-9503
沼田市上発知町玉原高原

17 プチホテル　ぴー坊
TEL 0261-72-3780
北安曇郡白馬村北城3020-45
18 荻原館
TEL 026-275-1018
千曲市上山田温泉1-31-3
19ペンション ラディッシュ・ガーデン
TEL 0266-74-2232
諏訪郡原村第一ペンション・ビレッジ
20 ペンション GROVE
TEL 0269-82-4535
下高井郡木島平村上木島3027-1
21 ペンション コンパス
TEL 0268-74-3343
須坂市峰の原高原3153-877
22 プチホテル りすの森
TEL 0268-74-2385
上田市菅平高原1278-359

23秩父西谷津温泉 宮本の湯
TEL 0494-75-2272
秩父郡小鹿野町長留495-1

24磯原シーサイドホテル
TEL 0293-42-0213
北茨城市磯原町磯原
二ッ島2550

25 千倉町民宿組合
TEL 0470-44-3581
南房総市千倉町瀬戸2079

● 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

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
補
助
金
申
し
込
み
方
法

ハ
ガ
キ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
記
載
事
項

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）
※  令和 2年度から7月～ 8月の2ヶ月間の宿泊者に限り、宿泊補助額
を2,000 円増額し、1泊につき5,000 円補助しています。

※  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。

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

教弘保険加入者は、
1泊3,000円の補助金を
（年度 2泊限度）
ご利用になれます
（協定施設等に限る）。

お勧めの宿泊施設
当支部が協定している関東周辺のホテル・旅館・民宿・ペンション等です。

下記の他、全国の日教弘指定宿泊施設が年間を通してご利用になれます。詳しくは、
当支部 HP（
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令和 3（2021）年
10月12日発行

◆ 次号 教弘会報埼玉No.254 は
 令和 3（2021）年11月30 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

｢生命保険料控除｣は、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者
（保険料負担者）のその年の所得から差引かれる制度です。税率を掛ける前の所
得が低くなる事により所得税、住民税の負担が軽減されます。

生命保険協会は、平時の死亡、認知判断能力の低下、または災害時（*1）の死亡もしくは行方不
明によって生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合等（本
制度では、この状態に該当している方を「照会対象者」と呼称します。）において、生命保険契約の
有無のご照会を受け付けます。
（*1） 災害時とは、災害救助法が適用された地域において被災し、家屋等の流失または焼失等によ

り生命保険契約に関する請求が困難な場合とします。
是非この｢生命保険契約照会制度 ｣をお忘れないように！
詳細は、一般社団法人 生命保険協会 HPを → https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

給与源泉のご契約の方
10月中旬～11月中旬に控除証明書（ハガキ）をご自

宅に送付いたしますので、個人用として内容をご確認
ください。なお、給与源泉の方は控除証明書（ハガキ）
を年末調整の申告書に添付する必要はありません。

口座引落しのご契約の方
ご自宅に郵送される控除

証明書（ハガキ）を年末調整
の申告書に添付してご提出
ください。

教弘保険の
年末調整

教弘保険にご加入いただき、誠にありがとう
ございます。
ご退職予定の皆様にはご退職を機に、教弘保
険の支払方法変更手続きをしていただいており
ます。具体的には、保険料を現在給与源泉で引
落しの方は、一括払又は口座振替への変更手続
きをお願いいたします。
手続きが遅れてご迷惑をおかけする場合が
ありますので、「支払い方法変更手続き」はご在
職中お早めに済ませていただきますようお願い
いたします。

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、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。
これにより、引き続き弘済会埼玉友の会会員として、多くの
特典をご利用いただくことができます。
教弘保険は、ご退職後は新た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是非ご加入いただき
ますようお願いいたします。

教弘保険（集団契約特約付勤労保険）のご案内
教弘保険は教育関係職員の皆様だけが加入できます。

ご加入の教職員の皆様へ 未加入の教職員の皆様へ

ご退職予定の方はご加入のラストチャンス

詳細は、弘済会指定の
学校担当LCにお問い合せ･
ご相談ください。

生命保険契約
照会制度始まる!

ジブラルタ生命保険（株）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）通話料無料 

詳しくは
ジブラルタ生命ＬＣまで


