
（「学年や『団』の垣根を越えてつながる絆の輪『帽子タッチ』」　加須市立加須平成中学校　本文 P.3)

卒業式は最後の授業。そして、新年度へ！
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公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部

常任幹事兼事務局長 髙杉 雅章
（元埼玉県立川越女子高等学校校長）

2022 年（令和 4 年）2月、今年度も残すところ
約1か月となり、1年のまとめを行う時期を迎えてい
ます。マスク生活が続く中、皆様はいかがお過ごし
でしょうか。
当支部では、昨年11月に初の試みとして「令和

3年度教育研究助成金並びに教育講演会」のオン
デマンド配信を実施しました。視聴アンケートに協
力していただいた皆様のご回答の中には、オンデマ
ンド配信に対する御礼とともに、「毎年研究助成に
応募して助けてもらい、本当に感謝しています。」、「学
校に対する大きな応援団だと思います。おかげで学
校教育が真に充実することを実感します。」、「『最終
受益者は子どもたち』いう理念に感銘します。その
理念を共有して学校も取り組んでいきたいと思いま
す。」など、多くの有難いお言葉がございました。また、

「ハートフルコンサート、人間ドック等、様々な支援に
感謝します。」、「教弘会報も楽しみに読んでいます。」
というお声もいただきました。皆様の温かいお言葉
にふれ、感謝の念に堪えません。
さて、作家、故司馬遼太郎は、『21世紀に生きる
君たちへ』というエッセイの中で、「私は、人という
文字を見ると、しばしば感動する。ななめの画がた
がいに支え合って、構成されているのである。」と述
べています。
当支部は、いただいた温かいお言葉を励みとして、
助け合い・支え合いを大切に、コロナに負けず、新
たな春に向かって教育振興事業（奨学金、教育研
究助成、教育文化）、福祉事業等の充実・改善を図
るとともに、有益な情報をタイムリーにお伝えして、
皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

2022年春に向かって ～助け合い・支え合い～

令和4年度弘済会諸事業の主な変更点について（お知らせ）

（1） 令和4 年2月1日から「日教弘クラブオフ」の新しいサービスを開始（「新会員証」発行済み）
●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が用意されています。

（2） サッカー観戦チケット（現職者）、映画鑑賞券（現職者及び退職者）の贈呈を抽選により実施。
●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）の学校担当 LC（ライフ
プラン・コンサルタント）が配付する「案内チラシ」をご覧ください。

3 福祉事業

大学給付奨学生（予約型）の募集開始【新規】
●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、返還義務のない
奨学金（月額 3万円 4年間で144万円）を給付。

●募集人数は 8 名。各高等学校の校長から1名のみ推
薦可。他に家庭の収入額や学習成績等の条件あり。書
類・面接による審査・選考あり。

●詳細は、4月に当支部から送付する校長あての通知を
ご参照ください。

1奨学事業
「学校課題研究助成事業」の新設・申請数等の変更
●従前の「学校研究助成事業」と「学び合い・高め合い」支援事業
を発展的に統合し、「学校課題研究助成事業」を新設。

●各学校からの申請は、「学校課題研究助成事業」・「環境教育支
援事業」・「国際理解教育支援事業」・「キャリア教育支援事業」・「防
災教育支援事業」・「 ICT活用教育支援事業」の 6 事業の中か
ら2事業まで可。ただし、同一テーマ・内容での申請は不可。

●詳細は、4月に当支部から校長あてに送付する「令和 4 年度	
弘済会の諸事業について（お知らせ）」、又は当支部ホームページ
（4月上旬掲載予定）をご参照ください。

2 教育研究助成事業

公益財団法人 日本教育公務員弘済会 会員証
≪日教弘クラブオフ利用証≫

日教弘コールセンター▶
ホームページ▶

0800-919-6189

下記の者は公益財団法人日本教育公務員弘済会の会員であることを証明します。

会員証取り扱い上の注意点

会員証番号

会員番号支部コード

会　員　名

日教弘の主要事業

日教弘クラブオフ利用のための連絡先

●この会員証は日教弘の会員本人と
　そのご家族の方が利用できます。
●他人に貸与することはできません。

●本会員証は身分を証明するものではありません。
●紛失した場合は、速やかに日教弘コールセンターにご連絡ください。
●当会を退会された場合には、無効となります。

公益事業等運営についての説明
公益財団法人日本教育公務員弘済会は、
会員の皆様のご理解のもと右記公益事業
等を行っています。
これら公益事業等は、共済制度加入時に
共済事業規程及び同運営細則にてご案内
のとおり、共済引受保険会社の決算実績に
基づく教弘保険の配当金がある場合に当会
事業資金として受け入れ運営しています。

1. 将来社会に貢献し得る有為の人材を育成するため、優秀な学生
に対する貸与奨学事業

2. 修学の意欲がありながら、経済的事情に直面している学生・生徒に
対する給付奨学事業

3. 教育一般の特に有益な研究に対する助成事業
4. 学校教育及び生涯学習や各種の文化活動を支援する教育文化事業
5. 教職員の皆様の潤いのある生活を目指した各種福祉事業
※これら事業をとおして、教育の振興・教職員及びご家族の福利増進に寄与しています。
（日教弘ホームページURL）https://www.nikkyoko.or.jp

↑ログインは
　こちらから

●奨学事業　●教育研究助成事業　●教育文化事業
1.教育振興事業

2.福祉事業
3.共済事業（提携保険事業）

https://www.club-off.com/nikkyoko/
通話料無料

１２１２３４５６７８
ニホン　キヨウコ

会員証カード　オモテ

カンプ8回目　2021年11月15日

会員証カード　ウラ

仕上がり寸法 ： 86×55ミリ「新会員証」



開校当初から、中学校では珍しい、教科ごとに生徒が教
室を移動する教科教室制を導入し、環境面からも生徒の主体
的な学びの促進を図っています。

本校では学校歯科医や市の歯科衛生士を中心とした地域、
保護者の温かな御理解・御協力の下、歯科保健を中心とした
学校保健の充実に取り組んでいます。日課表に「歯みがき指
導」を位置づけるなど、日常に歯みがきを据え、保健委員会を
中心とした、幼稚園への啓発活動や近隣校との協議・実践発
表などにより、本校の活動を地域に広めています。こうした取
組が評価され、令和2年度には、全国学校歯科保健優良校
表彰にて文部科学大臣賞、全国学校保健（学校の部）にて文
部科学大臣表彰を受賞しました。また、埼玉県学校歯科保健
コンクールでは、令和元年度から令和3年度までの 3カ年連
続で最優秀校になるなど、大きな成果を挙げています。

中学校生活は 3年間です。決して長くはない期間の中で、
「自分たちで伝統をつなぐこと」を体現できる機会を設け
ています。その象徴が「平成ハート」の伝達です。毎年、
生徒会引継ぎ式で、旧生徒会長から新生徒会長に「平成
ハート」が受け渡される場面は、まさにその象徴です。
また、「つなぐ」ことの中核は「団活動」です。この
活動では、3年生が、団長を中心にリーダーシップを発揮し、
懸命に活動する姿を魅せてくれます。下級生は、その姿を
見て、自分たちも先輩のように「なりたい」という憧れと「な
らなければいけない」という使命感をもちます。
この活動の一番の発表の場は、体育祭です。事前の
種目練習では、3年生が下級生にアドバイスを送ります。
応援合戦では、身振り手振りで、隊形や動きを教えてい
きます。そして、本番は、生徒全員が笑顔で躍動し、フィ
ナーレには達成感から溢れる涙を見せてくれます。

教科教室制

歯科保健を中心とした学校保健の充実

異年齢集団交流「団活動」

各教室の前面は、教科に関する
掲示が充実している

日課表に位置づけられた全校生徒
による「歯みがき」

生徒のデザインから生まれた
「団旗」

教室移動の起点となる
ロッカールーム

幼稚園に訪問し、園児に歯みがき
の大切さを伝える

3 年生がリーダーとして下級生
に競技の指導をする

達成感から、閉会式で涙を流す
生徒会長

先輩から後輩へ「平成ハート」
とともに想いが受け継がれる

加須市立加須平成中学校
（〒347-0015 埼玉県加須市南大桑1860 番地）

生徒数:321 名 学級数: 12 (特別支援学級 3)
TEL 0480-67-1221　FAX  0480-67-1222

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kyoiku_iinnkai/kyouiku/
kazoheisei_j/index.html

未来を展望し「今の自分」を生き生きと磨く 加須平成中学校
～ 未来へ つなぐ 人づくり ～

正門から見た校舎
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本校は、平成 8 年 4 月に加須東中学校から分離開校し、令和 4 年度に 27 周年を迎える学校です。目
指す生徒像に「磨け知性！ 心豊かに たくましく」を掲げ、社会の急速な変化や、世界的な問題となった新型
コロナウイルス感染症への対応など、予測困難な未来に対し、困難に立ち向かう勇気と知恵を持ち、仲間
と協働しながら挑戦することのできる生徒の育成を目指しています。本校の特長の 1つである「団活動」は、
異年齢集団交流を通じた、まさに「仲間との協働」による生徒の育成を具現化する教育活動です。また令
和 2 年度、全国学校歯科保健コンクールにおいて文部科学大臣賞を受賞するなど、学校保健の充実にも
力を入れています。 （校長　向

こ う ご

後 健
けん い ち

一）
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2020 年度から中学年週1時間の外国語活動の授業が始まっ
た。今年度は外国語との触れ合いのスタートとなる3年生を担任
しているので、楽しみながら、外国語に興味をもち、習得してい
くことを目指している。
外国語活動の目標は、「コミュニケーションにおける見方・考え

方を働かせ、外国語による聞くこと、話すことの言語活動を通し
て、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成する
ことを目指す。」であるが、特に英語が得意なわけでもない私が、
取り組んでいることを紹介させていただきたいと思う。

はじめに

① 色を伝える学習では、カードを使うのではなく、子どもたちが
着ている洋服や、持っている物や教室の中から好きな色を探し、
その言い方を学ぶようにした。

②アルファベットに慣れる学習では、身の回りから大文字を探した。

～外国語を身近なものとして興味をもたせる取組～

① 最初にチャンツ※や歌でフォニックス※を取り入れた。その際、
ALTの発音を何度も聞かせ、日本語と外国語の違いに気付かせ
たうえで、繰り返し歌う機会を作った。

② 日本語と外国語では同じ言葉でも発音の違いがあることに気
付かせ、何度も発音させた。（ケーキ→ケイク、グレープ→グレイプ）

～外国語の音声に近づける取組～

① ALTとデモンストレーションをし、質問の仕方や答え方を理解
させた後、子どもたち同士で会話をさせる機会をもった。

② 授業の中でやり取りを学習した後は、複数の友達とやり取りを
し、アウトプットさせる取組をした。

～自分の事を相手に伝えたり、相手の事を聞いたりする取組～

越谷市立城ノ上小学校

教諭 星
ほ し の

野 久
く み こ

美子

小学校 外国語活動

以前ご指導をいただいたことから、「言霊を大切にし、コミュニ
ケーション能力を高められるような指導」を常に考えている。外国
語に対して、抵抗感をもつのではなく、日本語とは違う言語で自分
の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを理解できたりすることの楽し
さを理解できるように、私自身がALTとの会話を楽しみ、それが
子どもたちに伝わるような授業を、これからも行っていきたい。

おわりに

筆者はこの本の中で『教育は待つことであり、1番大切なことは子ど
もに生きていくための自信をもたせてあげることである。』と言ってい
ます。過剰な期待は子どもたちにとっては不必要であり、ありのまま伸
びようとする子どもたちを受け入れ、見守り、必要な時に支援していく
ことが重要だとこの本から改めて教えてもらった気がしました。
子どもたちは初めて何かが出来るようになったとき、きらきらとその

目を輝かせています。その瞬間に『先生見て！』と振り返ってくれるよ
うな信頼関係を作り、その瞬間を見逃さない教員でありたいと思います。

「子どもへのまなざし」
「見逃さない」教員でありたい蕨市立蕨東小学校

教諭　白
し ら と

圡 明
あ す か

香

佐々木正美 著
福音館書店　
	1,870 円（税込）

佐々木正美

シリーズ  私の読んだ本 ◆No.77

※ 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.256」の感想
③ その他、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

「子どもへのまなざし」
福音館書店
3名様

応募締切…令和4年5月6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。

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。

長
お さ だ

田 広
ひ ろ え

恵（川口市立芝中央小学校）  新
あ ら い

井 たけみ（美里町立東児玉小学校）  齋
さいとう

藤 政
まさかつ

勝（鶴ヶ島市立長久保小学校） 
（敬称略・順不同）

「教弘会報埼玉No.253」掲載の 『水を縫う』
寺地はるな著　（集英社）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

ALTとのデモンストレーション ICTを活用して ゲーム感覚を取り入れて

※ チャンツ…一定のリズムに英単語や英文を乗せて発音する指導法で、歌と異なり「うまい、へた」
がないため、誰でもリズムに乗って、楽しく抑揚のある発音を身に付けることができる。

※ フォニックス… つづり字と発音の関係を規則化して教える指導法で、正しい読み方を身に
付けることができる。



中学生の進路学習の講師に 中学生が「職業インタビュー」で営業所を訪問

「ボランティアスピリットアワード」とは、ボランティアに取り組む中学生・高校生を応援するジブラルタ生命が主催するプログラムで、1995
年にアメリカでスタートした社会貢献活動です。このプログラムは、ボランティア活動に優劣をつけるものではなく、賞を通して様々な活動に
ついて情報交換できる場を提供し、誰もが気軽に、そして自然に活動に取り組める社会環境を創ることを目指しています。日本では、1997
年から開催され、今では世界各国で行われる国際的なプログラムです。
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学校とジブラルタ生命との強いつながり

創部は2006 年。以来16年間に渡って活動を続けている。1年生10名、
2年生 6 名、3 年生11名の計27名で活動。主な活動内容は、校舎内外
の掃除と地域の美化。具体的には、「トイレ掃除」「ワックスがけ」「ペンキ
塗り」「落ち葉掃き」「道路の掃除」「地域の掃除」など。特に春と夏には、
校内で4泊 5日の合宿を行い、春合宿では、校内のあちらこちらのペンキ
を塗りなおす。夏合宿では、猛暑の中をポリッシャーで床を磨いてからワッ
クスを塗る。部員自ら活動計画を立て、実施、評価をしている。モットーは、
「やってあげるではなく、やらせていただいている」。この言葉が、創部から
連綿とつながる伝統の根幹である。
顧問の牧之瀬先生は、「掃除を通して自主性や主体性、計画性や実行力
を身に着け、感謝の気持ちを大切にできる、社会へ出ても立派に通用する
人に育ってほしい。」と微笑みながら話してくださいました。ちなみに、掃
除部は、2020 年11月、別団体主催の「スポGOMI 甲子園」で全国1位
を獲得しています。

11月19日（金）、上尾市立原市中
学校 2年生 6 名が、ジブラルタ生命
さいたま第二営業所を訪問しました。
生徒たちは、「職業インタビュー」と
題した進路学習の一環として、LCの
皆さんに積極的に質問をし、多くの
学びを得ました。

【生徒の感想】
●	社員の皆さんの笑顔がとても素敵だった。
●	私たちを明るく迎えてくださった姿を見て、人と温かく接する姿勢
を見習いたいと思った。

●	特に印象的だったのは、「お客様への保険の説明の仕方」だった。
難しいと思われがちな内容を、どう分かりやすく伝えるかを工夫さ
れているということだった。私も誰かに情報を伝えるときに、わか
りやすく伝える工夫をしようと思った。

●	毎日多くのお客様が契約にいらっしゃるそうだが、お客様が納得
するように何度でも丁寧に説明されていることを知った。相手の立
場に立つことの大切さを学んだ。

（ボランティアスピリットアワードホームページ参照）

全国
中学生部門

高校生部門
首都圏ブロック

ユース・ボランティア・サービス部
さいたま市立植竹中学校

掃除部
埼玉県立川口工業高等学校

2021年 4月に特別支援学級の仲間たちでこの部を設立。
1年生3名、2年生8名、3年生3名の計14名で活動。SDGs
の取組を中心に活動。主な活動内容は、「不要な紙や新聞
紙を利用したサステナブルバッグの作成と地域への還元」
「地域の方々との交流」「植物の栽培によるグリーンカーテ
ン」など。今回応募したことで、「部員の表情が変わりました。
彼らは、『ぼくたちにもできる』という自信がついたのだと
思います。」と顧問の濱屋先生が嬉しそうにお話しくださ
いました。濱屋先生はまた、「私たちは、『笑顔』を合言葉
に活動をしていて、生徒同士も私たち顧問も地域の皆さん
も『笑顔』がこぼれる部づくりをしていきたい。」と抱負を
語られました。

10 月 21日（木）、行田市立埼玉
（さきたま）中学校の 3 年生が実施
した「進路を学ぶ会」において、ジ
ブラルタ生命熊谷支社の三宅俊哉
MD（マーケティングディレクター）
が、講師の一人として参加しました。
コロナ禍のためオンラインによる講
義でしたが、「生命保険業界の役割」
や「就職するまでにやっておいたほうが良いこと」などの内容を、
パワーポイントを使って分かりやすく説明しました。

【生徒の感想】
●	保険について知らないことが多かったけれど、保険金を届けること
で家族や会社を守ることができ、「感謝」される仕事ということが
わかった。

●	保険について考えることは15歳の自分にはなかったが、今日の講義
を聞いて保険の大切さがわかり、いつかは自分も入ろうかと思った。

●	就職するためには、インプットとアウトプットが大切だということが
分かった。

ボランティアスピリットアワード（PRUDENCIAL SPIRIT OF COMMUNITY）受賞校紹介

新聞紙を使ったサステナブルバッグを
地域の方にお届け

猛暑の中ポリッシャーで磨き、ワックスを塗る部員たち丁寧にペンキを塗り直す部員たち

奨励賞を受賞した喜びの部員たち

SPIRIT OF COMMUNITY
奨 励 賞 ブロック賞
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発行時期 5 月、10月、1月

主な内容
（予定）

●みんなの広場　●奨学生の感謝のことば
●ありがとう先生　●児童生徒の活躍　
●ハートフルコンサートやハートフルコラボの感想
●学校とジブラルタ生命とのコラボ事業　　など

仕様 A4判　1枚　フルカラー両面刷り

弘済会埼玉支部 PRESENTs令和3年度

県内国公立特別支援学校に、プロの音楽家による演奏や劇団による演劇等を生で鑑賞する機会を提供することに
より、児童生徒が芸術に親しみ、豊かな心を育てる機会としています。各学校における情操教育の更なる充実に寄
与することを目的として、平成 29 年度から開催している当支部の教育文化事業で、3年間を通して県内 41校すべ
ての特別支援学校で実施しました。今年度は 2 巡目の2年目に入り、16 校で実施します。

A タイプ 学校が当支部の契約する企画会社と協議して
計画・実施。費用は、当支部が全額助成。 B タイプ 学校が、独自に本事業の目的に即した「ハートフル	コンサート」

を計画・実施。費用は原則、当支部が一定額助成。

ハートフル コンサートハートフル コンサートハートフル コンサート
ハートフル コンサートとは？

事業はそれぞれの学校への事前調査等を行い、下の2つのタイプで実施しています。事業の種類

実施校報告

「30 周年を祝う会」として、30
年の歩みの動画視聴後、マリンバ
を中心としたT.J.P.P.A.L※による演
奏が開始されました。子どもたち
は、マリンバによるアップテンポの
リズムに手拍子したり、思い思いに
体を揺すったりノリノリ。素敵な笑
顔で体育館が一杯になりました。

「チーム絆」による歌声中心の
公演は、子どもたちに馴染みのあ
るジブリメドレー等緩急のある選
曲に、子供たちは全身でリズムを
とるなど、体育館全体が笑顔に包
まれました。公演後小学部の児童
がメンバーにサインをしてもらう微
笑ましい場面もありました。

Thick	 sound	brass による金
管五重奏による生演奏では、予め
子どもたちがリクエストした曲が
流れると、手拍子をしたり、体で
リズムをとったり、踊りだしたり
と素敵な笑顔がたくさん溢れてい
ました。

「チームまりずむん」によるマリ
ンバ、パーカッション等の打楽器
による演奏でした。楽器を体育館
のフロアーに設置したこともあり、
床からの音を感じ取ったり、演奏
者の前で踊り出したりと全身で楽
しむ様子が随所に見られました。

埼玉県立毛呂山特別支援学校

埼玉県立深谷はばたき特別支援学校

埼玉県立騎西特別支援学校

埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校

Bタイプ

Aタイプ

Bタイプ

Aタイプ

11: 10～14 :00

10:30～11 :55

9 :45～14 : 10

10:30～11 :55

令和3年11月22日(月)

令和3年11月29日(月)

令和3年10月20日(水)

令和3年11月25日(木)

各学校及び公演団体の皆様は、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を徹底して、実施していました。

令和 4 年度から新たに年間 3回、学校や
読者の皆様の声などを特集した「かわらばん
『HAPPY	VOICE！』」を右記の概要のとおり
発行することにいたしました。定期の会報と
ともにお楽しみください。なお、定期の会報
の発行回数は、1回減ります。

教弘会報埼玉かわらばん「HAPPY VOICE！」発行のお知らせ

※パーカッションパフォーマンス集団 T.J.P.P.A.L（ティー・ジェイ・パル）
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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

11 月 宮沢　たけ 友の会（小川町）
〃 矢那瀬玲子 友の会（熊谷市）
12 月 石川　久子 友の会（小鹿野町）

10 月 石田　準一 友の会（越生町）
11 月 大澤多嘉子 友の会（上尾市）
〃 茂田　信雄 友の会（久喜市）
〃 松岡　幸雄 友の会（所沢市）

令和 3年

私の出会った素敵な学校

LCの訪問記 先生方にはいつもお世話になっております。
弘済会指定職員である私たちをいつも温かく
迎えていただき本当に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吉川市立
中央中学校です。
当校は明るく、礼儀正しい、訪問しやすい
学校という印象があり、先生も生徒さんも挨
拶をしっかりしてくださって生徒さんの掃除が
上手で校内がとてもきれいです。
特徴として、部活動が大変盛んでグランド
の広さも通常の学校の約2倍を誇り、体育館
も広く恵まれた環境の中、横川 明久校長先
生をはじめ先生方のご尽力も加わり、学校総
合体育大会県大会での活躍や第 35回毎日
カップ「中学校体力つくり」コンテストでは参
加校過去最多4,449 校の中から優秀賞に入
賞したそうです。
広い校庭の維持・管理は地域の方のご協力
で「おやじの会」がサポートくださり、地域と

の交流も活発で素敵な関係だと思います。
そして市内小学校との交流、中学校では珍

しく高校との連携もあり、オンライン授業を
はじめ積極的に新しい取組も行われています。
日ごろご指導されている先生方の愛情のこ

もった、温かさを感じる言葉も微笑ましく感
じられます。生徒さんとのコミュニケーション
も非常に活発で活気のある素敵な吉川中央
中学校の先生方のお役に立てるよう、これか
らも精いっぱい頑張ってまいります。

ジブラルタ生命保険（株）
さいたま支社　越谷営業所 

所長 前
ま え ば し

橋 克
か つ ひ ろ

拓
〒343-0816 越谷市弥生町 3-33-3F

TEL	048-969-5671

第 6 回

吉川市立中央中学校

森
も り や

谷 幸
さ ち こ

子

越谷営業所
エグゼクティブLC（ライフプラン・コンサルタント）

ご案内

※ご照会は、弘済会の担当まで TEL 048－822－7554（直通）または、提携保険会社ジブラルタ生命の学校担当LCにご相談ください。

人間ドック等補助金及び結婚祝・出産祝のお申込みについて

人間ドック等補助金及び結婚祝（記念品）・出産祝（記念品）の申込期限は、
受診（結婚、出産）後、1年以内です。期限内にお申込みの手続きをお願い
いたします。
なお、人間ドック等補助金については、「受診機関の領収書」（コピー）」が

ない場合は補助できませんので、領収書は紛失しないようご注意ください。

私は教員同士の結婚であったので、披露宴は教員が
半分以上でした。そこで教員が少しでも興味を持つよう
に、席次表を通知表のように作成したり、ウェディング
ケーキを学校の黒板風にしたりとたくさん工夫しました。
ぜひ今後、教員同士で結婚される方は、教員らしさを追
求し、二人だけの特別な結婚式を作りあげて下さい。

　北本市立北本中学校 高
たかまつ

松 幸
こ う き

希

今回我が家では、第2子の出産でした。しかし、このコロナ
禍の中で、立ち会う事が出来ず、妻一人で出産を行うことと
なりました。予定日より1週間以上前の深夜に陣痛が始まり、
すぐに病院に向かいました。その後は自宅で連絡があるのを
今か今かと待っていました。あの時の時間の流れの遅さは、
これまで体験したことがないものでした。出産を頑張った妻、
元気に生まれてきた息子に感謝です。
アドバイスとして、荷物等の準備、家族会議（対応の仕方、
役割分担、連絡方法）などを早めに行っておくといいと思い
ます。

　秩父市立花の木小学校 川
か わ の べ

野辺 昌
ま さ し

史

結婚祝

出産祝出産祝出産祝
皆様からいただいたお葉書を
ご紹介いたします （敬称略）

サ
ポ
ート

して
いま

す！

皆
様
の
潤
いあ

る生
活を

弘
済
会
は、

写真左から森谷 LC、横川校長先生、武田教頭先生
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令和 4（2022）年
2 月 24 日発行

◆ 次号 教弘会報埼玉No.257は
 令和4（2022）年4月12日（火）
 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

お問合わせ
取扱代理店 株式会社 埼玉教弘 損害保険課 〒 330-0063	さいたま市浦和区高砂 3-12-24

埼玉教育会館 7階TEL 048-822-7553（直通）

埼玉県内教育関係職員およびそのご退職者の皆さまへ
お見積りをご依頼くださった方に、もれなく
高級ボールペン（1,000円相当）プレゼント！

「新・教弘火災保険」では、東京海上日動火災保険の「トータルアシスト住まいの保険」、あいおいニッセイ同和損害保険の「タフ・すまいの保険（すまいの火災保険）」をご案内します。

※	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保険の対象、過去に見積りのご依頼を
いただいた保険の対象は除きます。

新・教弘火災保険新・教弘火災保険新・教弘火災保険新・教弘火災保険
最後に火災保険を
見直されたのはいつですか？

※	このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずタフ・すまいの保険
（すまいの火災保険）パンフレットおよび「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（普通保険約款 • 特約）」をご用意していますの
で、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。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合わせください。

※	団体扱長期分割払（月払）契約（2〜5年）の場合、保険
期間1年の一般分割払契約に比べ「分割割増（5%）な
し」となり、さらに保険期間に応じて約1〜2％割安とな
ります。また当団体においては上記適用後の金額に大
口団体割引5%（注2）が適用されます。

注 1 保険期間 5 年間の団体扱長期分割払（月払）の場合、保
険期間 1 年間の一般分割払契約を 5 年間継続した場合
と比べ、払込保険料の総額が約 11 ％割安となります。

注 2 大口団体割引 5％は 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月
31 日までの期間内に保険期間の始期日を有する契約に
適用されます。割引率はその団体の火災保険の契約件数
をもとに毎年見直されます。

B21-200233　2021 年 6 月承認

保険金の支払基準は
新価となります。
お支払いする保険金の支払基準は「新価（再調達価額）」となり、
評価額いっぱいに保険金額を設定すれば万ーの事故でもお支
払いする保険金だけで建物や家財を再取得できます。

建物の補償や家財の補償だけでは
地震による損害は補償されません。
地震保険をセットすることで地震による損害も補償されます。
また地震保険には各種割引制度もあり、所定の確認資料をご
提出いただくことで、ご提出いただいた日以降の保険期間に
ついて適用されます。また保険契約者が個人の場合、払い込
みいただいた地震保険料のうち所定の金額については、税法
上の地震保険料控除の対象となります。

大家さんが契約している建物だけの保険では
家財は補償されません。
家財を保険の対象としたご契約をお勧めします。また団体扱火
災保険の被保険者は、保険契約者の配偶者、同居の親族また
は別居の扶養親族の方等も補償の対象とすることができます。

引受保険会社

もし火災にあったら
もとどおりに
直せるの？

いつ起こるか
わからない
地震が心配

賃貸や子供の一人
暮らしには？

（注1）

約 ％％％11割安

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、ご退職後も ｢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 ?

ご退職以降の手続きで、心配な事はありませんか ?

退職後の
医療保険制度は ?

退職後も
生命保険は必要 ? 資産運用は

必要 ?

教弘保険の支払い方法
変更手続きが必要 ･･ 国民年金保険の

加入は ?

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）

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）の学校担当 LC（ライフプラン・コンサルタント）に
お気軽にご相談ください。

経済的な備えとして、必要額を把握されていますか ?

今春ご退職の皆さまへ


