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（敬称略）
令和4年度 新運営委員の紹介
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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方々により構成され、今年度は42名の委員がおります。

（以上の委員の他に、就任 2 年目の運営委員が 21名おります）

氏　名 経　歴

1 石 井　　寛 前さいたま市立大宮小学校校長

2 田 邉　　泰 さいたま市立岸中学校校長

3 肥沼　武史 前三郷市立北中学校校長

4 小川　哲也 白岡市立白岡東小学校校長

5 大野　陽康 前小川町立大河小学校校長

6 小熊　利明 前川越市立川越第一中学校校長

7 岡田　英行 前鴻巣市立吹上中学校校長

8 千島　裕夫 前秩父市立花の木小学校校長

9 吉田　賢司 前熊谷市立熊谷東小学校校長

10 綱　　洋 行 前本庄市立本庄西中学校校長

11 市河　利之 前上尾市立富士見小学校校長

氏　名 経　歴

12 坂 上　　節 前埼玉県立春日部高等学校校長

13 桑 原　　浩 前埼玉県立川越女子高等学校校長

14 浅海　純一 前埼玉県立熊谷女子高等学校校長

15 栁澤　正則 前埼玉県立特別支援学校塙保己一学園校長

16 木村　岩雄 前埼玉県立所沢特別支援学校校長

17 倉林　昌子 前三芳町立三芳中学校事務主幹

18 吉山　祐子 前埼玉県立大宮高等学校事務室長

19 廣田　浩美 前行田市立見沼中学校養護教諭

20 井上　　 毅 埼玉県教職員組合書記次長

21 長沢　正貴 埼玉県高等学校教職員組合中央副執行委員長

（敬称略）
令和4年度 幹事・監査の紹介

幹事会は、埼玉県公立小学校校長会、埼玉県中学校長会、埼玉県高等学校長協会、埼玉県特別支援学校長会、埼玉県公立学校事務長会、埼玉県養護教諭会、埼玉県事務主幹・
事務主査会、埼玉県公立高等学校事務職員会、埼玉県教職員組合、及び埼玉県高等学校教職員組合等の元役員や会員の方々により構成され、当支部における業務の執行を決定します。

※

1 支部長
（幹事） 細 田  　 宏 元埼玉県立川越高等学校校長

元埼玉県高等学校長協会会長

2 副支部長
（幹事） 細 田 幸 一 元埼玉県立浦和第一女子高等学校校長

元埼玉県高等学校長協会会長

3 副支部長
（幹事） 山 口 善 子 元埼玉県立浦和第一女子高等学校校長

4 副支部長
（幹事） 小 島 利 明 元春日部市立東中学校校長

埼玉県中学校長会事務局長

5 副支部長
（幹事） 北 村 純 一 埼玉県教職員組合中央執行委員長

6 常任幹事
（幹事） 髙 杉 雅 章 元埼玉県立川越女子高等学校校長

7 幹　事 上 原 一 良 元川口市立本町小学校校長
埼玉県公立小学校校長会事務局長

8 幹　事 松 本 文 利 元熊谷市立富士見中学校校長
元埼玉県中学校長会会長

9 幹　事 宮 　 敦 子 元埼玉県立新座総合技術高等学校校長
埼玉県高等学校長協会事務局長

10 幹　事 新 井 茂 登 元埼玉県立本庄特別支援学校校長
元埼玉県特別支援学校長会会長

11 幹　事 宮林 美枝子 前越谷市立宮本小学校校長
元埼玉県公立小・中学校女性校長会会長

役職名 氏　名 経　歴 役職名 氏　名 経　歴

12 幹　事 時山 久美子 前鳩山町立今宿小学校校長
前埼玉県公立小・中学校女性校長会会長

13 幹　事 青 木 美 子 加須市立加須平成中学校養護教諭
前埼玉県養護教諭会会長

14 幹　事 小野寺　宏 元和光市立白子小学校事務主幹
元埼玉県事務主幹事務主査会会長

15 幹　事 森 角 全 利 元埼玉県立川口工業高等学校事務部長

16 幹　事 小 澤 道 夫 埼玉県高等学校教職員組合中央執行委員長

17 幹　事 水 脇 照 人 元三郷市立前間小学校教諭
埼玉県教職員組合専門員

18 幹　事 竹 下 里 志
埼玉県立入間向陽高等学校教諭
埼玉県高等学校教職員組合
教職員の権利と学校づくり委員会委員長

19 幹　事 菊 地 一 成 埼玉教職員組合特別中央執行委員

1 監　査 林 聡 一 郎 北本市立北小学校教諭
埼玉県教職員組合書記長

2 監　査 中 村 一 幾 埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園教諭
埼玉県高等学校教職員組合書記次長

3 監　査 原 口  　 一 前埼玉県立越ヶ谷高等学校事務部長
前埼玉県公立高等学校事務長会副会長

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

教弘会報埼玉「かわらばん HAPPY VOICE！」の創刊
～たくさんの幸せな声を届けます～

当支部では、教育振興事業や福祉事業の周知を図るとと
もに、皆様方に様々な有益な情報を提供するため、会報誌
の発行を40 年以上にわたり継続してまいりました。掲載さ
れている記事からは、まさにそれぞれの時代の当支部の活
動や教育現場に求められている課題等に真摯に取り組む先
達たちの貴重な姿の数 を々知ることができます。
そのような中、今年度から新たに教弘会報埼玉「かわらば
ん HAPPY VOICE！」を5月10日に創刊して、各学校担当
のLCからお届けしました。「かわらばん HAPPY VOICE！」
には、給付奨学生からの感謝の言葉、みんなの広場に寄

せられた会員の声などの心温まる話題を掲載してまいりま
す。A4 判・1枚・フルカラーの両面刷りですので、皆様には、
お仕事の合間に気軽に読んでいただければ幸いです。
今後とも、「教弘会報モニター」の方々からもご意見等を

いただきながら、皆様方に「楽しかった、役立った」と言っ
ていただけるような生き生きとした紙面づくりに取り組んでま
いります。教弘会報埼玉「かわらばん HAPPY VOICE！」を、
これまでの会報誌と同様に可愛がって、大きく成長させて
いただきますようよろしくお願い申し上げます。



変化の時代を生き抜くことのできる力の育成、地域社会をよりよい方
向へ発展させるための力の育成を目標に「おがわ学」を構想しました。
小川町には、美しい里山や清流などの豊かな自然、長い歴史と伝統

に育まれた文化、細川紙と小川和紙など先人たちの知恵を生かした様々
な産業や技術など、探究すべき教育資源が豊富にあります。「おがわ学」
は、こうした地域の教育資源を活用した探究的な学びによって、生徒の
未来と地域の未来を切り拓く学びです。

「おがわ学」を学んだ本校生徒へのアンケートによれば、「自他のよさ
を認め、多様な意見を受け入れながら、地域に貢献しようとする意志を
育むことができましたか。」という問いについて、84.4％の生徒が肯定的
に回答しています。
「おがわ学」に関わる小・中学校及び本校の教員を対象としたアンケー
ト結果でも、「おがわ学を通じて、児童生徒の『学び』や『成長』を感じ
られることがありましたか。」という問いに対しては、実に 97.4％の教員
が肯定的に回答しています。

本校のある1年生の生徒は「小川で起きている問題を知ることはできる
が、その問題を町と共有して課題解決を行うという仕組みがない。ゴール
を可視化するためにも、ぜひ 『おがわ学』 にしっかり組み込んでほしい。」
という今後の改善点に関する意見を寄せてくれました。　
「おがわ学」には、この意見のように、現状に対する建設的な改善、
よりよい学びや地方創生に向けた改善の視点があります。今後も、「おが
わ学」を通じて成長する生徒たちの笑顔を信じ、「おがわ学」に関わる
皆様の力で「おがわ学」を推進したいと思います。

1「おがわ学」とは

3「おがわ学」の成果

4「おがわ学」のこれから

埼玉県立小川高等学校
（〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚 1105）

生徒数 : 547 名 学級数:15
TEL 0493-72-1158　FAX 0493-71-1045

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

地域と共に学ぶ「おがわ学」
―探究的な学びで未来を切り拓く―

本校は、東武東上線・JR 八高線の小川町駅前に立地し、今年度創立 94 年目を迎えた長い伝統を誇る地域
に根差した総合進学校です。全日制、定時制の併置校として、地域の皆様から厚い信頼を得つつ、それぞれが
特色ある教育活動を展開しています。今回は、全日制の「おがわ学」について紹介します。 （校長　中

なかざと

里 尚
な お き

樹）

「おがわ学」の魅力の一つは、町内の全ての小学校、中学校と本校が
連携して発達段階に応じた系統的な教材開発を行っている点にあります。
小学校は小川町を「知る」、中学校は小川町を通じて探究的に「学ぶ」、
高校は小川町の課題解決に向けて「活かす」を大きなテーマとして授業
を構築しています。
もう一つの魅力は、学びを通じて地域創生に貢献するという視点です。

地域住民の方々にとっても関心の高い地域に関する学びを、学校が有す
る教育資源を活用して提供する仕組み（「大人のおがわ学」）も整い始め
ています。

2「おがわ学」の二つの魅力

3

ユネスコの世界文化遺産に登録された細
川紙をはじめ、和紙つくりが盛んな小川
町ならではの和紙漉き体験ができます。

1年生は、町内の史跡をフィー
ルドワークして学びます。

ICT を活用した
教室内での学び
は、探究的な学
びのための第一
歩です。

様々な資料やデータを分析し、どうしたら
その課題を解決できるのか、自分の考えを
提案します。3年生は、探究した成果を発
表して、みんなで意見を交換し、自分たち
の考えをブラッシュアップします。

グループごとに、自分の考えを報告
し、探究内容を更に深めます。

おがわ学フォーラムでは、生徒たちが地域の皆さんに探究の成果を
発表しました。また、地域の皆さんにおがわ学の学びを体験してい
ただきました。

小川町役場の職員の方々を
囲んで、小川町の課題につ
いて学ぶための打ち合わせ
の様子です。

正門から見た校舎
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「やった、できた！」そう言って友だちと喜び合う児童の姿…私は
この場面を見るのがすごく好きです。体育という教科は「できる・
できない」が児童の運動意欲に直結します。だからこそ各領域に
おいて「成功体験」を重ねていくことが運動好き、体育好きな児
童を育てる合い言葉だと思っています。そこで私は、日々の授業
の中で児童が関わり合い、「できた！」と感じることができる授
業づくりを心がけています。

１. はじめに

①仲間と豊かに関わる体育授業
私は授業の中で、児童同士が積極的に関われる場面を多く設

定しています。児童相互の教え合いや技の見せ合いを行うことに
より、技の精度について具体的にアドバイスを行い、協調学習が
できるからです。互いに学び合いながら練習を行うことにより、
技の精度を高め、「できた！」を実感できるようにしています。
②児童の思考を促す発問の工夫
毎時間の導入時に本時の課題に迫る「発問」を行います。前時

で学んだことが生かせるような内容にし、学びが繋がるようにし

２. 児童に成功体験を味わわせる為の授業づくり

ています。このことにより、児
童は課題に対して、「どのような
答えになるのか」1時間の中で
試行錯誤しながら運動に取り組
むことができます。　　
その積み重ねが単元後半の

「習熟」に繋がるようにしてい
ます。活動ありきになるのでは
なく、学びが保証できる授業に
なるように心がけています。

秩父市立花の木小学校

教諭 川
か わ の べ

野辺 昌
ま さ し

史

小学校 体育

私は年度の最初と最後に「体育アンケート」を取ります。児童の
体育に対する気持ちがどのように変容していくかを把握する為です。
年度当初、「体育はあまり得意ではないので、好きではない。」「技
が上達するために、課題を考えたりすることはあまりない。」とい
う意見だったものが、学年末には、「自分だけで運動をするのでは
なく、友達と話したり、考えを伝えあったりした。」「どうしたらもっと
上手くなるのか、友達のいいところは何か、すごく意識をしながら
体育をした。すごく楽しかった。」というように変わってきました。
もちろん課題も多くありますが、目の前の児童の声を聞くことによ
り、体育授業への改善に繋げています。私は、児童に「できた！」
を味わわせられる体育授業を目指し、今後も努力をしていきます。

3. おわりに

技の精度について意見交換をする場面 児童に「問い」を与える発問場面

東日本大震災の発生時、私は体育館で卒業する 3 年生とのお楽
しみ会の最中でした。今でも生徒の悲鳴や、波打つような床、大き
く横に揺れるライト…あの日を忘れることはありません。
あの日、日本製紙石巻工場では何があったのか。今、私たちが本

や雑誌を読むことができるのは誰のおかげなのか。震災の絶望から
復興への軌跡が、そして紙に込められた様々な人たちの熱い想いが
詰まったノンフィクションである本書は、日本人として、大人はもち
ろん子どもたちにも読んでほしい、とても心を動かされる一冊です。

「紙つなげ ! 彼らが本の紙を造っている」
 再生・日本製紙石巻工場さいたま市立大成中学校

教諭　岡
お か ざ き

崎 拓
た く と

人

佐々 涼子 著
早川書房
1,650 円（税込）

佐々 涼子 著

シリーズ  私の読んだ本 ◆No.78

※ 感想や投稿記事は、応募者のご了解の上で「教弘会報埼玉」や教弘会報埼玉「かわらばん 
HAPPY VOICE!」に掲載させていただくことがあります（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.258」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

「紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている」
早川書房
3名様

応募締切…令和4年8月5日（金）必着

※ 応募者多数の場合は抽選となります。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。

☆ プレゼントの応募は年度内1回に限らせていただきます。

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。

Ｔ「膝伸台上前転を行うときに、勢
いが足りないという意見があっ
たけど、どうすればいいかな。」

Ｃ「しっかり、両足で踏み切ります。
踏切に勢いがついて、腰が高く
上がります。」

Ｔ「いいね。今日は両足で踏み切り
腰が上がる、膝伸台上前転をや
ろう。」

「発問」の一例



今回ご紹介させていただく学校は、令
和2年に創立 50周年を迎えた所沢市立
向陽中学校です。「陽に向かう」という名
前の由来通り、先生も生徒の皆さんもと

ても元気で、太陽のように明るい学校です。
向陽中学校の特色について着任3年目
の沼田芳行校長先生にお話を伺いました。
主役は子ども、生徒と創るを合言葉に
して日々活動しており、学校教育目標の
「自律、貢献、共生」も生徒会を交えて
改編しました。
また、向陽中学校の特色ある取組とし
て、月2回朝10分間のデジタル朝鑑賞会

があります。生徒が1人1台タブレッ
トを持って芸術作品を鑑賞し、皆
で意見を交換する時間です。「人と
の感性はこんなに違うんだ」「自分
の創造性が膨らむのがわかる」と
いう好評の声が多く、生徒が主体
的に考え行動へつなげる参画者意
識の形成に取り組んでいます。
明るい学校の雰囲気は生徒の主

体性や多様性を尊重する営みからく
る風通しの良さが秘訣のようです。

学校担当 LCの私たちにいつも暖かいお
声をかけて下さる先生方のお役に立て
るように、これからも努めて参ります。
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下
しもすぎ

杉 裕
ゆ き こ

樹子（上里町立上里中学校）  大
お お ば

場 真
ま き

希（川口市立朝日東小学校）  西
にし

誉
たかよ

世（春日部市立武里西小学校） 
（敬称略・順不同）

「教弘会報埼玉No.256」掲載の 『子どもへのまなざし』
 佐々木正美著　福音館書店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

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！

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入会のお手続きができます。
③ 会費等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

私の
出会った素敵な学校

LCの訪問記

ジブラルタ生命保険（株）
所沢営業所 

所長 原
はらさわ

澤 祐
ゆ う じ

司
〒359-1123 所沢市日吉町18-26

所沢 FSビル 4F
TEL 04-2929-1681

第8回
所沢市立向陽中学校

有
ありとう

藤佳
よ し み

美

所沢営業所
エグゼクティブ LC（ライフプラン・コンサルタント）

創立 50周年を記念して創ったジャイアントアート

左 沼田校長先生
右 有藤 LC

会員としてのメリット

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。

重要なお知らせ
福利厚生サービスが新しくなりました！

2022（令和 4）年 4月に当会の「会員制度規定」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

※「日教弘ライフサポート倶楽部」は、2022年1月31日を
もちましてサービスを終了させていただきました。

SHOP

会員証

日教弘
クラブオフ

「日教弘クラブオフ」「日教弘クラブオフ」へへ「日教弘クラブオフ」へ
「日教弘ライフサポート倶楽部」から「日教弘ライフサポート倶楽部」から「日教弘ライフサポート倶楽部」から

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

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
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本社／埼玉県さいたま市大宮区三橋 2-795
ALSOK介護株式会社

https://kaigo.alsok.co.jp/
0120-294-772

弘済会は「ツヴァイ」と
法人契約を結んでいます。
法人会員は入会初期費用が
11,000円引 !!

弘済会はALSOK介護株式会社とサービス提供の
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 56 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
ALSOK 介護株式会社へ、
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 84 棟、介護付
有料老人ホーム 46 棟、住宅型
有料老人ホーム1棟、サービ
ス付き高齢者向け住宅 4 棟／
R4.4.1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 131,000 円（非課税）～ ]

入居金　無料

入居準備金
5万円分
プレゼント

介護付有料老人ホーム
[ 月額 162,800 円（税込）～ ]

住宅型有料老人ホーム
[ 月額 139,324 円（税込）～ ]

サービス付き
高齢者向け住宅
[ 月額 199,670 円（税込）～ ]

法人会員サイト

資料請求等お問い合わせは

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

0120-374-281フリーコール

※一部対象外のコースがございます。

2 月 毒島　君江 友の会（川口市）
〃 森田　長平 友の会（越生町）
3 月 石原　敏博 友の会（朝霞市）
〃 板垣　正行 志木市立宗岡第三小学校
〃 江森　永明 埼玉県立春日部工業高等学校
〃 大沼　義春 友の会（嵐山町）
〃 水口　雅枝 友の会（川越市）

12 月 小山内勇吉 友の会（所沢市）
〃 山中　有子 友の会（秩父市）
1 月 小山　宣子 友の会（本庄市）
〃 野口　幸子 友の会（さいたま市）
2 月 奥　　千加 埼玉県立秩父農工科学高等学校
〃 小久保愛子 友の会（秩父市）
〃 田村　　敬 友の会（羽生市）
〃 角田　恒子 友の会（深谷市） （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

令和 3年

令和 4年

令和 4年

※ ご予約を変更・キャンセルする場合は、直接、宿泊施設までご連絡ください。（規定によりキャンセル料がかかる場合があります。）
キャンセル後、「宿泊ご利用券」を弘済会へご返却ください。

● 施設名
● 利用日（　月　日～　泊）
● 代表者　氏名（フリガナ）　年齢
　 教弘保険加入の有無
　 〒自宅住所
　 自宅 TEL
　 所属所名　※退職者は「友の会」
● 同行者（会員の方）
　 氏名（フリガナ）
　 教弘保険加入の有無
　 所属所名　※退職者は「友の会」
● 宿泊者の合計人数

弘済会では、全国の宿泊施設と提携し、宿泊補助をしています。
7・8月は“補助額がUP!”します。
※宿泊施設の詳細は、「宿泊施設の一覧」をご覧ください。

1. 旅行業者等の仲介なしに、直接、宿泊施設へ電話して「利用券」を使う
旨を伝え、予約をお取りください。

2. 予約が取れましたら、弘済会へハガキまたは FAXで「利用券」を申し
込んでください（利用日の10 日前までに）。

3. 弘済会から「利用券」をご自宅宛に送付しますので、チェックインの際、
フロントに提出してください。

4. 精算時に、「利用券」の金額を差し引いた金額をお支払いください。

※ 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 円の利用券を発行します。

教弘保険加入者の特典（年度 2 泊まで）
1泊につき、3,000 円の「利用券」を発行

利
用
方
法

ハガキ・FAX 記載事項

宿泊施設利用の特典

込んでください（利用日の10 日前までに）。



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」をご案内します。

（新・教弘火災保険）

※	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。

団体扱火災保険団体扱火災保険団体扱火災保険団体扱火災保険
本当に安心できる補償を
一緒に確認してみませんか？

火災のほか最近増加している豪雨等の災害や地震…
大切なお住まいの万が一に備えていますか？

※	この広告は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「パンフレット兼重要
事項説明書」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり」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。

注1：団体扱分割払（月払）契約の場合、一般
分割払契約に比べ「分割割増（5％）な
し」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％が
適用されます。

注2：大口団体割引5％は2021年10月1日か
ら2022年9月30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。

21-TC11597（2022 年 3月承認）

（注1）

約 ％10割安 主な補償内容（補償内容はプランによって異なります）

地震保険
をセット

（ 単独では
加入できず
火災保険と
セット ）

プラス

（注2）

引受保険会社

火災
落雷
破裂
爆発

水ぬれ 破損
汚損

外部からの
物体落下
盗難など

風災
ひょう災
雪災

水災

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」をご案内します。

（新・教弘火災保険）

※	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。

団体扱火災保険団体扱火災保険団体扱火災保険団体扱火災保険
本当に安心できる補償を
一緒に確認してみませんか？

火災のほか最近増加している豪雨等の災害や地震…
大切なお住まいの万が一に備えていますか？

※	この広告は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「パンフレット兼重要
事項説明書」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり」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。

注1：団体扱分割払（月払）契約の場合、一般
分割払契約に比べ「分割割増（5％）な
し」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％が
適用されます。

注2：大口団体割引5％は2021年10月1日か
ら2022年9月30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。

21-TC11597（2022 年 3月承認）

（注1）

約 ％％10割安 主な補償内容（補償内容はプランによって異なります）

地震保険
をセット

（ 単独では
加入できず
火災保険と
セット ）

プラス

（注2）

引受保険会社

火災
落雷
破裂
爆発

水ぬれ 破損
汚損

外部からの
物体落下
盗難など

風災
ひょう災
雪災

水災

7

〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24 
埼玉教育会館 7階

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

株式会社埼玉教弘 損害保険課
TEL 048-822-7553（直通）お問合わせ

取扱代理店
お見積りは
こちらから
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令和 4（2022）年
6月17日発行

◆ 次号 教弘会報埼玉No.259 は
 令和4（2022）年8月24日（水）
 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

（24歳男性）ご加入例

34 歳以下の方のため

〈災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険〉
死亡保険金・
高度障害給付金

5,000万円

月払保険料：7,565円
（年齢や性別に関わらず保険料は一律です）

〈災害割増特約〉
災害保険金・高度障害給付金

1,500万円

「ユース教弘保険」

保険期間は５年満了ごとに自動更新され、39歳まで継続します。
保険料払込期間

24 歳 29歳 34歳 39歳

満了ご契約

め

集団契約特約付勤労保険〉

災害保険金・高度障害給付金

「ユース教弘保険」「ユース教弘保険」「ユース教弘保険」「ユース教弘保険」

34歳

災害による
死亡・高度障害のとき

6,500万円
による

死亡・高度障害のとき

500万円

死亡・高度障害のとき

5,000万円

共済事業（提携保険事業）提携会社

教職員のお客様 （通話料無料）
ミ  ナ キ ョ ウ イ ク

0120-37-9419本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10

※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。

「ユース教弘保険」の5つの特長ユース教弘保険の保険料を引き下げました！

ユース教弘保険の保障期間を一律39歳まで延長しました！

❶集団契約特約を付加することにより、
低廉な保険料で死亡・高度障害時の保
障を得られるプランです。

❷不慮の事故などの災害による死亡・高
度障害時はさらに保障が上乗せになり
ます。

❸ご加入時の年齢や性別に関わらず保険
料は一律です。

❹39歳満了時に加入保険金の範囲内で、
健康状態に関わらず、新教弘保険へ移
行することができます。

❺契約者配当金は、公益財団法人日本教
育公務員弘済会の教育振興事業等に使
われております。

2022年4月より、日教弘会員で34歳以下の教職員の皆さまにご加入いただける
『ユース教弘保険』が新しくなり、よりご加入いただきやすくなりました！

『ユース教弘保険』は（公財）日教弘の共済事業（提携保険事業）商品です。
CHECK

CHECK

※保険金額1,000万円あたりの月払保険料（災害割増特約300万
円を含む）は、1,513円になります。
※既にご加入になられている方も、2022年4月からユース教弘
保険の保険料が引き下げられます。

※ユース教弘保険の保険料引き下げ対象は、39歳（保険年齢）以
下満了契約となります。

※保障期間が39歳（保険年齢、以下同じ）満了まで延長・統一され
ます。
※既にご加入になられている方で、満了時年齢が38歳以下の方
も保障期間が延長されます。

2022年、
（公財）日教弘はおかげさまで
創立70周年を迎えます！ 『ユース教弘保険』は（公財）日教弘の共済事業（提携保険事業）商品です。

（24歳男性）ご加入例

34 歳以下の方のための

〈災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険〉
死亡保険金・
高度障害給付金

5,000万円

月払保険料：7,565円
（年齢や性別に関わらず保険料は一律です）

〈災害割増特約〉
災害保険金・高度障害給付金

1,500万円

「ユース教弘保険」

保険期間は５年満了ごとに自動更新され、39歳まで継続します。
保険料払込期間

24 歳 29歳 34歳 39歳

満了ご契約

災害による
死亡・高度障害のとき

6,500万円

死亡・高度障害のとき

5,000万円

共済事業（提携保険事業）提携会社

教職員のお客様 （通話料無料）
ミ ナ キ ョウ イ ク

0120-37-9419本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10

※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。

「ユース教弘保険」の5つの特長ユース教弘保険の保険料を引き下げました！

ユース教弘保険の保障期間を一律39歳まで延長しました！

❶集団契約特約を付加することにより、
低廉な保険料で死亡・高度障害時の保
障を得られるプランです。

❷不慮の事故などの災害による死亡・高
度障害時はさらに保障が上乗せになり
ます。

❸ご加入時の年齢や性別に関わらず保険
料は一律です。

❹39歳満了時に加入保険金の範囲内で、
健康状態に関わらず、新教弘保険へ移
行することができます。

❺契約者配当金は、公益財団法人日本教
育公務員弘済会の教育振興事業等に使
われております。

2022年4月から、日教弘会員で34歳以下の教職員の皆さまにご加入いただける
『ユース教弘保険』が新しくなり、よりご加入いただきやすくなりました！

『ユース教弘保険』は（公財）日教弘の共済事業（提携保険事業）商品です。
CHECK

CHECK

※保険金額1,000万円あたりの月払保険料（災害割増特約300万
円を含む）は、1,513円になります。

※既にご加入になられている方も、2022年4月からユース教弘
保険の保険料が引き下げられます。

※ユース教弘保険の保険料引き下げ対象は、39歳（保険年齢）以
下満了契約となります。

※保障期間が39歳（保険年齢、以下同じ）満了まで延長・統一され
ます。

※既にご加入になられている方で、満了時年齢が38歳以下の方
も保障期間が延長されます。

2022年、
（公財）日教弘はおかげさまで
創立70周年を迎えます！

***
***

***
***

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

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月下旬にご自宅にお送りいたします。

5年継続 2016年4月～2017年3月加入

10年継続 2011年4月～2012年3月加入

15年継続 2006年4月～2007年3月加入

20年継続 2001年4月～2002年3月加入

25年継続 1996年4月～1997年3月加入

30年継続 1991年4月～1992年3月加入

教弘保険に加入した年月
グループ保険の
配当金をお振込
いたします。

検討して
みませんか？休休夏 み ライフプランに を

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。

ご退職されると ･･

こんな不安を抱えていませんか ?

ジブラルタ生命の

LCが
お答えします。

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よいのだろう?

厚生年金と共済年金の
一元化について公的年金の

支給開始は ?

来春ご退職予定の皆様へ

国民年金保険への加入は ?

確定申告の準備は ?

退職後も生命保険は必要?

住民税の支払は ?

退職後の医療保険制度は?

資産運用は必要?
お金の価値が目減りする?

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ため
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。

こんな不安を抱えていませんか ?こんな不安を抱えていませんか ?

Web 面
談可能です！
詳細は､

ジブ
ラルタ生命の LCに
お問合

せください ｡


