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「多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ」
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訂正文： 「令和 4年度教育研究助成金贈呈式並びに教育講演会」の案内チラシに記載した数字を次のとおり訂正します。
  誤 2,394→ 正 2,392、誤 43 団体→ 正 42団体、誤 4団体→ 正 3団体（選考委員会後に2団体から辞退があったため）
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公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部
（元 埼玉県立浦和第一女子高等学校校長）

副支部長 細田 幸一

経験を積む

以前、ある雑誌に少年サッカーのコーチの話が載って
いました。「試合があれば、タオル、水筒、着替えなどは
自分で用意するものなのです。ところが今は、全部親が
する。これでは子どもは育たないですよ。特にサッカーは、
パスをどこに出すかなど瞬時の判断が求められるスポー
ツですから、状況に合った判断をするには、日頃から考
える習慣がついていないと駄目なんです。人に任せるの
が当たり前になったら、子どもは考えなくなりますよ。」
これと似た話を、ある小学校の校長が学校だよりに書

いていました。
「下校時間に急に雨が降り出し、お迎えの車が校門付
近や道路を占領して、近所から苦情の電話が入った。濡
れないよう、風邪など引かないようにと車で校門まで迎
えに来るのは、親の愛情であり、やさしさに他なりません。
でも、「あめあめふれふれ…」、の童謡に出てくる子のよ
うに、ずぶ濡れになって泣いている子に、傘を差し出す

ことができるやさしさや思いやる気持ちが育つのは、自分
自身も大変な思いをして雨の中をずぶ濡れで帰った経験
のある子かもしれません。」
この二つの話に限らず、コロナ禍の喧噪の中で、何か大
切なものが忘れられていると感じるのは私だけでしょうか。
何が子どもにとって正しいことなのか。親の役割、大
人の役割とは何なのか。
子どもたちの今後の人生は、山在り谷ありです。何が
起きるかわかりません。その時どう対応するか。親や先
生は助けてくれない。たった一人で対応する。その時に
役に立つのは、自分自身
の経験です。経験を積ん
で、経験から学習すること。
そして、これからの厳しい
人生を生き抜くこと。これ
が大事かなと感じています。

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

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



児童の運動不足を解消するための「エアロビ動画」配信に始まり、体育科の授業では、「できた！」
という達成感を味わわせる工夫に取り組んできました。目指す児童の姿として、「運動の楽しさや喜び
を味わう」、「運動に進んで取り組む」、「互いに認め合い、支え合い、仲間と肯定的に関わる」を実現
させるため、感染防止対策をしながら、教材づくりや場の工夫、用具・環境の充実を図ってきました。
仲間との豊かな関わりの中、皆で高め合う活動が多くの場面で見られるようになりました。
本校では、これまでの体育科の研究を通して、学級経営を全ての教育活動の土台とすることの重要

性を共通理解してきました。また、学級経営の充実と学力向上の相関も重視し、児童同士や教師と児
童が豊かにかかわることのできる授業を工夫することにより、学力の向上に繋げていきます。

コロナ禍における実践的な体育授業の工夫

　　　宮代町立百
も ん ま

間小学校
（〒345-0817 埼玉県南埼玉郡宮代町西原 261）

児童数:339 名 学級数 :14
TEL 0480-32-0157　FAX 0480-32-0152
https://www.fureai-cloud.jp/monsho/

「全力投球」「心配り」の百間小学校

本校は、宮代町の南側に位置し、開校150 年目を迎えた伝統校です。合い言葉を「全力投球」
「心配り」として、子どもを中心に、保護者・地域と一体となって、力強く前進していく学校を目
指しています。今年度も、「共に高め合う学級」を基盤とした教育活動の推進と体験的活動を重
視し、子どもたちの心の育成に力を注いでいます。 （校長　塚

つかごし

越 健
けん い ち

一）

一人一台の情報端末（Chromebook）を効果的に使う
には、一人一人の学び方に焦点を当てなければならな
いと考え、教師自身も授業で使いながら活用する力を
向上させました。児童は、課題に応じて、調べる、撮
影する、まとめる、発表する、課題を提出する等、自
分の端末だけで学習内容に対応出来るようになりまし
た。また、一人学びのために情報端末を使って、補充
的に、繰り返し学習する姿も見られるようになりました。

児童の体温や健康状況の確認は、担任が健康観察アプリで
行います。その他の感染防止対応は継続し、持続可能な教育活
動を推進するために、様々な工夫を凝らして学校行事を実施して
きました。①体育学習発表会（運動会の代替）（分散）②学習
発表会（校内音楽会の代替）（分散）③校内持久走記録会（分
散）④校内陸上記録会（6年）⑤少年自然の家での自然体験
学習 ⑥修学旅行 ⑦オンライン6年生を送る会等、どの行事に
ついても、「児童の普段の学習成果が発揮できるように」を中心
に考え、厳選された内容で活動を充実させることが出来ました。

情報端末を活用した学びの工夫 コロナ禍における学校行事の工夫

体育エアロビ動画

授業での情報端末活用 体育学習発表会（分散）情報端末を使った一人学び ６年生を送る会（オンライン）

学習の流れ掲示

サイレントポーズ・コール※

ICTの活用

国登録有形文化財
「百間小のすべり台」と校舎
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※ チームごとにポーズを決め、拍手のリズ
ムをそろえて応援したり、合図を決めて
作戦に生かしたりすること。

友達の動きを見
る機会が増えて、「自
分もできそう」、「やっ
てみたい」と思えた。

登校後や帰りの会後の補習タイム
に、情報端末を使って、自分のペース
で課題を進めることができた。

発表会等の場面があった
ので、目標をもって練習し、
全力で取り組むことが出来た。

いつでも情報端末を開
いて、調べたり記録をしたり
できて、便利に使っている。

6 年生を送る会では、オンラインで一人
一人の顔を見ながら発表を聞くことができた。
どの学年も工夫して発表していた。

声は出さなくて
も、ファイトポーズで
チームの心が一つに
まとまった。
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本校では普通科のほかに外国語科が 1クラス併設されていま
す。外国語科専門科目では、教科書から離れた特徴的な英語の
授業を展開しているので、その活動の一部をご紹介します。

教科書では学べない学びを考える

外国語専門科目である
「英語理解」では、英語劇
を取り入れています。今年
度、2年生では A Christmas Carol を英語で演じました。英語
に関わる楽しい活動をしたいという私の小さな思いが始まりでし
たが、これが様々な教育的効果をもたらしました。
初めは校内で発表しましたが、英語劇の県大会に出場したいと

いう生徒の声に背中を押され、練習を重ねレベルを上げ、本校初
めての県大会出場に漕ぎ着けました。ALTの協力を得ながら英語
の発音・イントネーションを徹底的に身につけさせ、羞恥心を乗
り越え大きな声で聞き手が聴きとりやすく発音する訓練をし、同
時に登場人物の心情を想像し豊かに表現するよう導きました。
クラス全員で一つの劇を作り上げたことは、掛け替えのない経

験となりました。生徒たちの感想を見ると、「最初は県大会なんて

英語劇

絶対無理だと思っていたけど、練習して褒められるうちに自信が
つき、最後には自分ならできると思えるようになった」「挑戦する
ことの大切さを学んだ」「大勢の前で声を出して感情を表現するこ
とへの抵抗感が減った」など、英語力のみならず、表現力・協調性・
自己肯定感・コミュニケーションへの積極的な態度など、様々な
資質が向上しました。

埼玉県立越谷南高等学校

教諭 中
な か む ら

村 智
ち か

香

高等学校 外国語科

弘済会の教育研究助成金を得て英語
多読用図書を購入し、「英語理解」の授業
内で英語多読活動を行っています。多読とは、易しいと感じる英
語の本を辞書を使わずにたくさん読むことで、文章を分析しない
で大意を把握する読書法です。長文に対する抵抗感を減らし、未
知語の類推力など受験にも不可欠な力を養成することを目的と
しています。図書は生徒のレベルに合った、生徒が興味を引きそ
うな良質なフィクションを慎重に選択しました。またGraded 
Readers（外国人英語学習者用読み物）とLeveled Readers（ネ
イティブの子ども向け読み物）を織り交ぜて用意しました。
好きな時に勝手に読むようにと適当な本を用意し放っておいて
も、生徒は決して自主的に読んだりはしません。そこで「多読通信」
を発行し多読の効果を説き、厳選した図書と時間を準備しました。
授業の数回に一度、時間の一部（15分程度）を「多読の時間」
に割り当て、好きな本を選ばせ読ませました。「辞書は引かない・
分かるところをつなげて読む・自分が面白いと思う本を読む」、と
いう「多読 3原則」を伝え、楽しんで読むことを尊重しました。
生徒たちは「内容が面白かったのでとても読みやすかった」「もっ
と多読の時間がほしかった」「外国語の本を読むことが少ないの
で良い経験になった」「自分から読むことができないので授業で
読めて嬉しかった」などと感想を述べ、好意的に取り組みました。
また読書離れが進む昨今、単なる英語力の向上のみならず、
言語にかかわらず読書自体が好きになったという回答も多く、予
想外の効果もありました。

英語多読

テレビ番組で紹介されているのを見て、読んでみました。ストレス
社会と呼ばれる現代社会の中で、大人も子どももたくさんのストレス
を抱えながら生き、中にはそれが原因で心を病んでしまう人もいま
す。この本では、そんなストレスがあふれる世の中で「うまく生きる
考え方」をわかりやすく、かわいらしい猫たちが教えてくれています。
当たり前のことだけど、普段はあまり意識していないようなことを
改めて教えてくれる良い本だと思います。心を軽くしたい人はぜひ
読んでみてください。

「多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ」

川越市立富士見中学校

教諭　佐
さ さ き

々木 慶
よ し ひ ろ

博

Jam 著  名越康文 監修
サンクチュアリ出版
1,210 円（税込）

Jam 著  名越康文 監修

シリーズ  私の読んだ本 ◆No.79

※ 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.259」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

「多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ」
サンクチュアリ出版

3名様
応募締切…令和4年10月14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。
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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。令和 3年度は、2 巡目の2年目に入り、13 校で実施しました。

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、当支部が全額を助成。 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、当支部が一定額を助成。

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

「民族歌舞団・荒馬座」による民族芸能
を鑑賞しました。エイサー、荒馬踊り、ぶち
合わせ太鼓等の太鼓や踊りは、パワフル
で体育館全体に太鼓や笛の音が鳴り響き、
子どもたちもリズムに乗り、太鼓等の響
きを全身で感じ、楽しんでいました。体育
館がお祭りの会場となった一時でした。

「チーム・ほのぼの」によるコーラ
スとパーカッションのステージ演
奏でした。間近で聴くプロの演奏
に圧倒されつつも、徐々にリズム
に乗り手拍子や踊り出す子どもた
ち。演奏者と一体となって大盛況
のコンサートになりました。

コロナ禍のため、小・中学部と高等部の
2回に分けて実施。チーム「ダンシングクラ
ウンwith 和太鼓」によるクラウン芸、ダン
スパフォーマンス、和太鼓の生演奏でした。
子どもたちは、目の前で繰り広げられるパ
フォーマンスに、腕や足、体等を揺さぶったり、
体全身を使って、嬉しさを表現していました。

「チーム絆」による歌声を中心と
した公演でした。子どもたちは
馴染みのあるジブリメドレー等に
大喜び。手拍子をしたり、全身で
嬉しさを表現してリズムにノリノ
リ！体育館が楽しい雰囲気に包ま
れました。

「チーム絆」による、迫力のある
アカペラのコーラスに魅了され
ました。馴染みのあるジブリメド
レー等に、手拍子したり、体を揺
らしたりしてリズムに乗り、嬉し
さを表現して大喜び！体育館全体
が笑顔で一杯になりました。

「影絵劇団かしの樹」による「シルエット
ファンタジー」「はらぺこプンタ」「走れメ
ロス」の影絵を視聴。優しい内容はより深
く、難しい内容は、より簡潔に構成された
ストーリーとBGM、声色を駆使したナレー
ション、影絵の動き等に、子どもも大人も
それぞれの作品に引き込まれていました。

埼玉県立蓮田特別支援学校

埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校

さいたま市立ひまわり特別支援学校

埼玉県立川口特別支援学校

埼玉県立特別支援学校塙保己一学園

埼玉県立越谷西特別支援学校

Bタイプ

Aタイプ

Aタイプ

Aタイプ

Aタイプ

Bタイプ

10:05～11 :30

13:30～14 :55

9:40～12 :20

10: 15～14 :00

10: 10～11 :55

10:25～12 :00

令和3年12月2日(木)

令和3年12月9日(木)

コロナ禍のため、小学部・中学部・高等
部の3回に分け、事前に収録した「フィー
リン」による演奏 DVD を視聴しまし
た。圧巻は、リクエスト曲の校歌でした。
「フィーリン」の演奏に合わせ、子どもたち
は自分の大好きな楽器を鳴らし、大喜び。
笑顔が一杯あふれるコンサートでした。

さいたま市立さくら草特別支援学校 Bタイプ
10:00～11 :45令和3年12月23日(木) 令和4年1月12日(水)

令和3年12月2日(木)

令和3年12月8日(水)

令和3年12月15日(水)
「かしの木ヒットパレード」と題し、
4名で構成された演者によるマジック、
パントマイム、バルーンアート、ナイフに
よるジャグリング等の大道芸のバラエ
ティーパフォーマンスを鑑賞。子ども
たちは、4人の個性あふれるパフォーマ
ンスにぐいぐい引き込まれていました。

埼玉県立上尾かしの木特別支援学校 Bタイプ
10:00～11 :00令和3年12月20日(月)

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。
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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
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4 月 松澤　　隆 友の会（さいたま市）
〃 安井　利雄 友の会（越谷市）
5 月 岩田千代子 友の会（寄居町）
〃 利根川澄子 友の会（川越市）

2 月 新井　敏雄 友の会（秩父市）
〃 幡谷　順一 友の会（久喜市）
3 月 新井　隆信 友の会（本庄市）
〃 庄田　路子 友の会（深谷市）
4 月 小峯　　賢 友の会（毛呂山町）

2 月

3 月

4 月 （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 4年

今回紹介させていただく学校は、昨年
創立 70周年を迎えた川口市立十

し わ す だ

二月田
小学校です。

国の重要文化財である旧田中邸が学区
にあり、親子２代、３代と通われている
ご家庭も多く地域との関わりが大変深い
学校です。令和元年度には文部科学省か
ら「学校応援団優秀学校」として表彰さ
れました。

現在の取組について、校長先生、教頭
先生にお話を伺いました。
十二月田小学校は、昨年からオースト
ラリアの小学校とオンラインによる交流
を始めたそうです。今年は６月に行われ、
お互いの国の特徴などを英語で情報交換
したそうです。児童は、「オーストラリア

の学校の様子とか、日本とは違う食べ物
とかがわかって面白い」「日本の名所を英
語で紹介したらわかってくれたので嬉し
かった」と交流を楽しんでいるそうです。
また、令和４年度・５年度は埼玉県体

力課題研究校に指定され、汗をかき運動
好きな十二月田っ子を目指し、校長先生
自らプールに入り指導されています。
校内のいたるところに、先生方による

授業風景や地域との交流の写真が数多
く飾られ、日頃の子どもたちの様子が一
目でわかります。
いつも温かく対応して下さる先生方の

お役に立てるよう、一生懸命努めていき
たいと思い
ます。

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）
埼玉第 1支社　川口営業所 

所長 駒
こまがた

形 猛
たけし

〒332-0034 川口市並木 4-3-7 2階
TEL 048-253-8000

第9回
川口市立十

し わ す だ

二月田小学校

栁
やなぎ

　かおる

埼玉第1支社　川口営業所
エグゼクティブ LC（ライフプラン・コンサルタント）

文科省から表彰されたことを記念しての横断幕

左から
伊藤教頭先生
富山校長先生
栁ＬＣ
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●施設名 「草津温泉ホテルヴィレッジ」
●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

群馬県吾妻郡草津町大字草津 618
草津温泉 ホテルヴィレッジ

ハガキ・ＦＡＸ記載事項

( サービス料金・税込 )

お一人様 7,000 円から

森と生きる温泉リゾート

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。ただし、利用されるお部屋によっては、予約番号が出ない場合があります。

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

☆休館日：12/5～ 8、12/12～15、1/16 ～19
☆「テルメテルメ」休館日：10/4・5、11/8・9

「森と生きる」をコンセプトに“自然”「森と生きる」をコンセプトに“自然”

と“地産”を大切にした和食、洋食をと“地産”を大切にした和食、洋食を

中心としたブッフェスタイルです。中心としたブッフェスタイルです。

オリジナルメニューを多彩な味わいでオリジナルメニューを多彩な味わいで

ご用意しております。ご用意しております。

標高1,200mの自然と温泉が心とからだにやすらぎを提供します。
また、10万坪の広大な立地と豊かな自然を活かし1日では遊びきれない
充実したアミューズメント施設でホテルヴィレッジを丸ごと楽しめます。

（2名様以上1室）
1泊 2食+リゾートパスポート付きプラン宿泊料金

リゾートパスポートとは？リゾートパスポートとは？

埼玉支部協定施設の「プチホテルぴー坊」は、ドーム型テントの「グランピング」のみ営業を行っております。なお、次年度以降の通常宿泊営業は未定です。お知らせ

プール＆温泉施設『テルメテルメ』や様々なアミューズメント
施設が利用できるパスポートチケットです。

コロナ渦での出産であったため、分娩室に入る前にPCR検

査を行い、陰性であることを確かめる、面会は禁止、とイレギュ

ラーなことが多くありました。不安になることも多かったですが、

旦那と病院の方 に々支えられて出産することができました。私

が妊娠、出産する中でとても印象に残っている言葉が、「どん

なお産方法でも、立派なお産よ。」という助産師さんの言葉

です。お腹の中にいたとき、逆子の時期が長く自然分娩が難

しいかもとなったとき、「帝王切開になるかも。自然分娩じゃ

ない。」と不安になりました。そのとき助産師さんに言葉をか

けていただき、心が軽くなりました。産み方よりも、産まれて

きた我が子が愛しく、今は何も気にしていません。

川口市立東本郷小学校　山
や ま だ

田 柚
ゆ り か

理香

出産祝

《3月16 日～1泊 》
伊香保　松本楼

ウェルカムドリンクのゆずゼリー、こぶ茶で迎えら

れてほっとひと息。

夕食は、料理長心づくしの懐石料理でお腹も心も

満足しました。地産地消の野菜をふんだんに使ってい

るのがgood!!

お風呂は、黄
こ が ね

金の湯と白
しろがね

銀の湯どちらもゆったり

とつかって、とても気持ちがよかったです。部屋や館

内もきれいに清掃されていました。

また伊香保を訪れる機会があれば、松本楼に泊ま

りたいです。
友の会 貝

か い せ

瀬 恒
つ ね こ

子

宿泊補助

コロナ渦での出産であったため、分娩室に入る前にPCR検

皆様からいただいたお葉書をご紹介いたします （敬称略）

料金の詳細はこちら
( 掲載期間：2023 年 3月末迄）

サッカーJリーグ（浦和レッドダイヤモンズ）

の贈呈観戦チケット
（チケット引換券）

の贈呈映画鑑賞券

3月24日（木）厳正な抽選の結果、
早速観戦チケットを合計13人の皆様に
お一人 2枚ずつお送りいたしました。

7月4日（月）厳正な抽選の結果、
映画鑑賞券を合計100人の皆様に
お一人 2枚ずつお送りいたしました。

たくさんのご応
募ありがとうございました

「弘済会創立70周年記念でいただいた
レタスの種が芽を出しスクスク育ってい
ます！」と嬉しい写真が届きました。

所沢市内
の

先生宅



｢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。

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。

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

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。

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 

給与源泉の
ご契約の方

口座引落しの
ご契約の方
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◆ 次号 教弘会報埼玉No.260 は
 令和4（2022）年11月28日（月）
 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

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、対策をしてお待ちしております。

ご退職予定の皆さまを対象に、
「生涯生活設計セミナー」を開催します。

生涯生活設計セミナーのお知らせ

〇 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。

〇 退職した先輩から、退職時に伴う体験談も聞くことができます。

詳細は、9月初旬に各学校に案内を送付いたします。
※ 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。 お問合わせは、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。

予約は必
要！

参加費無
料！ お早めに

お申込み
ください

お申込み
ください

開催日 時 間 受付時間 会 場 参加定員 収容定員 担当支社

11月 12日（土） 10時～12時 9時30分～ 越谷市中央市民会館 100 名 240 名 埼玉第1

11月 12日（土） 9時40分～11時40分 9時20分～ ウェスタ川越 90 名 180 名 川越

11月 19日（土） 10時～12時 9時30分～ 熊谷スポーツホテル 100 名 200 名 熊谷

11月 26日（土） 10時～12時 9時30分～ ホテルブリランテ武蔵野 120 名 400 名 埼玉第2

1月 14日（土） 10時～12時 9時30分～ 所沢市中央公民館 170 名 340 名 川越

1月 28日（土） 9時40分～11時40分 9時20分～ ウェスタ川越 90 名 180 名 川越


