
−退職後の生きがいと温かい交流に−

「城下町岩槻鷹狩り行列」
　江戸時代、徳川家康公は鷹狩りをしながら何度も岩槻を訪れています。その折、岩槻城主は加倉口御門外でお出迎えしていました。
「城下町岩槻鷹狩り行列」は、その歴史の１ページを再現しています。第７回を数える今年は、１１月３日（日・祝）に開催されます。
「城下町岩槻鷹狩り行列」には、将軍、岩槻藩主、姫、腰元、徒、側衆、小十人組、槍持ち、目付、侍女などに扮して参加することが
できます。参加者の募集期間は、９月２日（月）～９月３０日（月）で、小学校４年生以上ならどなたでも応募できます。また、
フォトコンテストも実施しています。（岩槻区役所区民生活部観光経済室）
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　ラグビーワールドカップ２０１９が、９月２０
日から１１月２日まで、日本で開催されます。
本県でも、熊谷ラグビー場で３試合の熱戦が繰
り広げられます。
　「Ｏｎｅ　ｆｏｒ　ａｌｌ，　Ａｌｌ　ｆｏｒ　ｏｎｅ」はラグ
ビーの言葉としてご存じの方も多いのではない
でしょうか。私たちが自分一人だけの力ではな
く、人と協力した時に得られる大きな力の大切
さを知るという意味でもとらえることができま
す。
　当支部は６０余年にわたり、本県の教育の振
興を図るために、学校などへの教育研究助成
や中学生・高校生に対する奨学金給付などを
展開してまいりました。また、教職員の福祉向

上に寄与するために、人間ドック補助、宿泊補
助なども充実してまいりました。併せて、皆様
の万一の事故や病気に対応する備えとして教
弘保険等も提供してまいりました。
　公益財団法人として認定されて早７年間が経
ちました。「最終受益者は子どもたち」という
理念のもと、相互扶助という「不易」の上に、
時代の進展に的確に応える「流行」を求めて
います。併せて、友の会会員の皆様の生涯福
祉と親睦を図るためにも、「Ｏｎｅ　ｆｏｒ　ａｌｌ，　
Ａｌｌ　ｆｏｒ　ｏｎｅ」の精神で、今後とも、各事
業をさらに充実・発展させていく所存ですので、
引き続きご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。

One for all, All for one
～ 一人はみんなのために、みんなは一人のために～

会　長　　細
ほそ

田
だ

 　宏
ひろし

（写真提供：2020オリンピック・パラリンピック/ラグビー
ワールドカップ2019埼玉県推進委員会事務局）

昨年度は2,547の学校・教育研究団体等に
教育研究助成金を贈呈（贈呈式の様子）

QRコードから
埼玉支部の主な活動が
ご覧になれます。

是非ア
クセスして

みてく
ださい！！
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「たすけあいの輪」
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共済性

※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。
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「あて所に尋ねあたりません」や「転居先不明」で『友の会だより』や大切なお知らせが届いていない会員
の方がいらっしゃいます。転居等をされる場合は、下記あてに必ず住所変更の連絡をお願いいたします。
・連絡先   公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部　友の会担当
　　　　　〒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

住所が変わったら連絡をお願いいたします。

平成31年度 巡回健康診断 ─852人が受診─平成31年度 巡回健康診断 

大腸がん予防検診のお知らせ ( ９月初旬発送 )大腸がん予防検診のお知らせ

　6 月 7 日（金）～ 6 月 28 日（金）にかけて、
県内 14 会場で、戸田中央総合健康管理セ
ンターによる巡回健康診断が行われ、男性
283 人、女性 569 人が受診されました。
　今年から、ご希望の多かったヘモグロビ
ンA1c の検査項目を追加しました。
●令和 2 年度の実施内容につきましては、令和 2 年 2 月 1 日発行予定の友の会だより No.64 に掲載いたします。

　申込締切は、令和元年 12月 26日（木）です。受診を希望される方は、お早めにお申し込みください。検査
料金は 2,800 円（税込み）です。なお、不明な点は直接下記へお問い合わせください。
・お問い合わせ先　一般財団法人 日本健康増進財団 恵比寿健診センター
　　　　　　　　　〒150-0013　渋谷区恵比寿 1-24-4　TEL：0120-146-256（直通）

平成31年度 弘済会埼玉友の会 全県世話人会平成31年度 弘済会埼玉友の会 全県世話人会
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－退職後の生きがい 友の会－

　去る 5月 17 日（金）、大宮ソニックシティー小ホールで約 280 名の友の会役員、世話
人等が出席して平成 31年度「弘済会埼玉友の会　全県世話人会」が、開催されました。
　令和を迎えて最初の全県世話人会であいさつに立った細田会長からは、今年度の弘済
会事業についてのお話がありました。続く来賓祝辞では、ご来賓の皆様から弘済会事業
への期待と友の会活動への励ましのお言葉をいただきました。また、埼玉県教育委員会
教育長様からの祝電が披露されました。
　今年度の事業計画では、支部総会・巡回健康診断の日程、支部活動等への助成、
協定宿泊施設の利用などに関する説明がありました。また、教弘保険では 65 歳保障満

了後も教弘保険Ｋ型などにご加入の上、会員継続をしていただきたいこと、損害保険事業では自動車保険やお得な
住宅紹介についての説明がありました。議事の後、リニューアルされた弘済会埼玉支部のプロモーションビデオを
視聴し、午前の部を滞りなく終了しました。
　午後の講演会では心にしみる素敵な音楽に接し、参加者一同での合唱も行い、楽しく心地よい時間を過ごしました。

あいさつする細田会長

　着物姿で登場した大村みのりさんの軽妙なおしゃべりとピアノが奏でる美しい
メロディーに乗せ、聞き覚えのある叙情歌が次々と披露されると、参加者は、熱
心に聞き入ってました。第一部の終わりには、参加者全員で「鯉のぼり」、「背く
らべ」、「肩たたき」、「もみじ」の 4曲を合唱しました。
　第二部で、鮮やかな黄色のドレスに着替えて登場した大村さんは、叙情歌に加
え、外国民謡やご自身の作詞によるドビュッシーの曲、「手紙～母への想い、月
の光にのせて」を披露されました。最後に、「赤とんぼ」、「ふるさと」を再び全
員で合唱しました。会場からはアンコールの声が沸き起こり、大村さんはそれに
応えて数曲を披露してくださいました。心に響く懐かしい歌の数々に、楽しいひ
と時を過ごすことができ、好評のうちに幕となりました。

講演会

【講師】　音楽家（歌・ピアノ）　大
おおむら

村 みのり 氏

「日本のこころ」
　～母から子へ、子から孫へと歌い継がれてきた叙情歌をご一緒に！～

大村さんの歌声に酔いしれた
講演会
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内　　　　容期 日 ・ 会 場支　部　名

6月6日（木）　13：30～
ジブラルタ生命保険㈱
川口営業所・会議室

北 足 立 南 ●平成30年度事業報告・平成31年度事業計画
●親睦旅行について・支部役員の紹介
●講演「健康ストレッチ」
　講師　吉田 セツノ 氏
　背中が丸くなっていれば手で押し、「こうした方がいいですよ。」

と言葉をかけながら巡回指導をしてくださり、心の触れ合いを
感じました。肩、腰、脚等が軽くなり、気持ちがスキッとしまし
た。たいへん有意義なご講演ありがとうございました。

●平成30年度事業報告
●平成31年度事業計画（案）
●研修親睦旅行
●新世話人・新組織
●講演会「郷土の作家 石井桃子の世界」
　講師　大堀 民夫 氏
　旧浦和市に生まれ育った児童文学者石井桃子氏の101歳の

生涯について、写真や資料などにより、熱く語っていただきま
した。

●平成30年度事業報告について
●新年度役員・世話人の委嘱について
●平成31年度事業計画（親睦旅行・世話人会・保険相談会・

懇親会など）について
●アトラクシヨン『腹話術を楽しもう』
　講師　谷中 登 氏（さいたま市在住）
　谷中先生は、腹話術の名人です。「ケンちゃん」は、小学校の

1年生。入学したばかりの「けんちゃん」と担任の谷中先生のや
り取りをコミカルに、さわやかに語っていただきました。参加
した会員は、おなかを抱えて笑いながら、自分の担任した時代を想起していました。また、
先生は、地域芸能にもたけていらっしゃって、「ひょっとこ踊り」も披露してくださいました。

●平成30年度事業報告
●新支部役員の紹介
●平成31年度事業計画
●懇親バス旅行の計画について
●新世話人の紹介（7人）
●講演会「琵琶がたり」　講師　能村 達也・陽子 氏
　演題　「耳なし芳一」
　陽子さんが薩摩琵琶の弾き語り、達也さんが語りを演じまし

た。平家の怨霊にまつわるおどろおどろしい語りと、琵琶の音
に酔い痴れました。

●平成30年度事業報告と本年度の計画
●本年度の役員紹介
●保険説明会（埼玉教弘損害保険担当・ジブラルタ生命営業所長）
●講演会「わがツッパリ人生」
　講師　本会会員 元中学校体育教師　武山 政伸 氏
　自らの教師人生、特に問題を抱えた生徒に対して体当たりで

指導にあたった経験を熱く語る姿に多くの会員が感動。中に
は涙を流す人も。教育とは何かを深く考えさせられた講演でし
た。

●平成30年度事業報告・決算報告
●平成31年度事業計画・予算・本部役員紹介
●親睦バス旅行計画（11月6日　茨城方面）
●講演会「飯能戦争とは」戊辰戦争から150年
　講師　尾崎 泰弘 氏（飯能市立博物館長）
　今回は歴史的大変換となった戊辰戦争の余波が飯能にも及ん

だことを知りました。国の未来を模索し命をかけた情熱に感動
しました。

●平成30年度事業報告・決算報告
●平成31年度事業計画・予算・新役員・新世話人の紹介
●親睦旅行の提案　9月26日（木）～27日（金）蓼科高原・
　白樺高原方面
●講演会「武州山王焼あれこれ」（趣味に生きる）
　講師　横田 隆史 氏（元小学校長 武州山王焼主宰）
　多くのスライドを使用し、焼き物の制作過程や作品作りの面白

さを講師の豊かな経験をもとに紹介してくださいました。
　退職後も自分の生活目標をしっかり持って、趣味に生きる大切

さを改めて実感させてくれる講演会となりました。

●平成30年度事業報告・決算報告
●平成31年度事業計画案・予算案
●講演会「老いて生き生き」
　＝百名山と短歌そしてハーモニカ＝
　講師　高倉 武男 氏
　日本百名山登頂にまつわるお話を中心に、
　自作の短歌を紹介され、サークル活動の一環としてのハーモニ

カの演奏を織り交ぜながらの講演会でした。大きな夢とロマン
を駆り立てるお話で、勇気と活力をいただきました。

●平成30年度事業報告・決算報告
●平成31年度事業計画（案）
●来賓あいさつ並びに本部情報等
　常任幹事　髙杉 雅章 氏　課長補佐　守山 佳宏 氏
　ジブラルタ生命保険熊谷支社深谷営業所所長　小暮 宜洋 氏
 研修会：「リタイアメントナビ」によってコンサルタントの説明を

聞きました。笑顔・生きがい・夢と安心の研修ができました。

●平成30年度事業報告、決算・監査報告
●支部長あいさつ、役員紹介
●平成31年度事業計画・予算案審議
●来賓あいさつ、教弘保険・損害保険等の情報提供　
●「会員作品展」の開催（6月7日～9日）
　支部総会は会員の皆様のご協力により、滞りなく終了すること

ができました。また、総会当日まで開催された「会員作品展」
は、例年に比べ若干少なめでしたが、出品作品は力作が揃いま
した。

●平成30年度事業報告・
　決算報告・監査報告
●平成31年度支部役員紹介・あいさつ
●平成31年度事業計画・予算案
●来賓あいさつ及び情報提供　
●アトラクション
　総会終了後、川田 誠作 氏リードによる合唱、フラダンス部ココ

ナッツによる情感こもったフラダンス披露により楽しい時間を
共有するとともに会員の親睦が深まりました。

●平成30年度事業報告
●平成31年度事業計画（案）審議
　・研修会（10/9）　・親睦旅行（11/8）
●平成31年度支部役員紹介
●日教弘埼玉支部情報提供（損保等）
●アトラクション
　公演会「南京玉すだれ公演 ～大道芸の世界へようこそ～」
　出　演　なごみの会
　日本生まれで日本育ちの「南京玉すだれ」は北陸地方の旅芸人

の観客動員口上で始まったと伝えられ、現在各地の大道芸として好評です。
　8名の愛好者による、どじょう掬い、日舞、童謡アラカルト、そして南京玉すだれと多彩な演出に感

動です。後半は、高齢者健康づくり（誤嚥肺炎）体験のおまけつきで時間を忘れるひと時でした。

●平成30年度事業報告・会計報告
●平成31年度支部役員紹介と世話人への委嘱状交付
●平成31年度事業計画・予算案について
●講演会「江戸一番の力持ち」
　講師　元さいたま市岩槻区長 花野井 均 氏
　資料をもとにした実話の講演で分かりやすい話でした。小中

学生にも、ぜひ聞かせたいお話でした。

●平成30年度事業報告、平成31年度支部組織と事業計画
●親睦旅行計画〈10月23日（水）栃木・那珂川方面〉
●講演会「健康で自分らしい暮らしを続けるために」
　講師　管理栄養士　遠藤 登喜子 氏
　資料と画像で分かりやすく視聴しました。初めに、フレイルセ

ルフチェックをし、心当たりの不安を感じながら、栄養と運動
の大切さを認識しました。また、低栄養は、フレイルや寿命に
影響するということも。

　食事は、主菜と副菜などに多彩な食材を取り入れ、「さあ、に
ぎやかにいただく」の合言葉で楽しい時間となるように。等。
食事をしながら健康になるありがたい講演でした。

6月5日（水）　13：30～
埼玉教育会館
4階弘済会分室

北 足 立 中

5月25日（土）　13：30～
さいたま市立高鼻
コミュニティーセンター

大 宮

6月5日（水）　9：50～
吹上生涯学習センター
視聴覚室

北 足 立 北

6月1日（土）　14：00～
クラッセ川越
6階多目的ホール

入 間 東

6月6日（木）　13：30～
飯能市
富士見地区行政センター

入 間 西

6月3日（月）　14：00～
松山市民活動センター
大会議室

比 企

内　　　　容期 日 ・ 会 場支　部　名

5月25日（土）　10：00～
秩父市福祉女性会館

秩 父

6月1日（土）　13：30～
本庄市民文化会館

児 玉

6月9日（日）　13：30～
熊谷市立
江南総合文化会館

（ピピア）

大 里 東

5月18日（土）　14：00～
深谷市男女共同参画
推進センター　

（Lフォルテ）

大 里 西

6月5日（水）　9：15～
ワークヒルズ羽生

北 埼 玉

6月6日（木）　13：00～
春日部市民文化会館

埼 葛 南

6月5日（水）　10：00～　
久喜市鷲宮東
コミュニティセンター

埼 葛 北

̶親睦を深め、
　　豊かな生き方を目指して̶ 各支部総会開かれる 　友の会14支部の平成31年度支部総会が5月18日（土）から6月9日（日）にかけて

開催されました。その概要をお知らせします。
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内　　　　容期 日 ・ 会 場支　部　名

6月6日（木）　13：30～
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　旧浦和市に生まれ育った児童文学者石井桃子氏の101歳の

生涯について、写真や資料などにより、熱く語っていただきま
した。

●平成30年度事業報告について
●新年度役員・世話人の委嘱について
●平成31年度事業計画（親睦旅行・世話人会・保険相談会・

懇親会など）について
●アトラクシヨン『腹話術を楽しもう』
　講師　谷中 登 氏（さいたま市在住）
　谷中先生は、腹話術の名人です。「ケンちゃん」は、小学校の

1年生。入学したばかりの「けんちゃん」と担任の谷中先生のや
り取りをコミカルに、さわやかに語っていただきました。参加
した会員は、おなかを抱えて笑いながら、自分の担任した時代を想起していました。また、
先生は、地域芸能にもたけていらっしゃって、「ひょっとこ踊り」も披露してくださいました。

●平成30年度事業報告
●新支部役員の紹介
●平成31年度事業計画
●懇親バス旅行の計画について
●新世話人の紹介（7人）
●講演会「琵琶がたり」　講師　能村 達也・陽子 氏
　演題　「耳なし芳一」
　陽子さんが薩摩琵琶の弾き語り、達也さんが語りを演じまし

た。平家の怨霊にまつわるおどろおどろしい語りと、琵琶の音
に酔い痴れました。

●平成30年度事業報告と本年度の計画
●本年度の役員紹介
●保険説明会（埼玉教弘損害保険担当・ジブラルタ生命営業所長）
●講演会「わがツッパリ人生」
　講師　本会会員 元中学校体育教師　武山 政伸 氏
　自らの教師人生、特に問題を抱えた生徒に対して体当たりで

指導にあたった経験を熱く語る姿に多くの会員が感動。中に
は涙を流す人も。教育とは何かを深く考えさせられた講演でし
た。

●平成30年度事業報告・決算報告
●平成31年度事業計画・予算・本部役員紹介
●親睦バス旅行計画（11月6日　茨城方面）
●講演会「飯能戦争とは」戊辰戦争から150年
　講師　尾崎 泰弘 氏（飯能市立博物館長）
　今回は歴史的大変換となった戊辰戦争の余波が飯能にも及ん

だことを知りました。国の未来を模索し命をかけた情熱に感動
しました。

●平成30年度事業報告・決算報告
●平成31年度事業計画・予算・新役員・新世話人の紹介
●親睦旅行の提案　9月26日（木）～27日（金）蓼科高原・
　白樺高原方面
●講演会「武州山王焼あれこれ」（趣味に生きる）
　講師　横田 隆史 氏（元小学校長 武州山王焼主宰）
　多くのスライドを使用し、焼き物の制作過程や作品作りの面白

さを講師の豊かな経験をもとに紹介してくださいました。
　退職後も自分の生活目標をしっかり持って、趣味に生きる大切

さを改めて実感させてくれる講演会となりました。

●平成30年度事業報告・決算報告
●平成31年度事業計画案・予算案
●講演会「老いて生き生き」
　＝百名山と短歌そしてハーモニカ＝
　講師　高倉 武男 氏
　日本百名山登頂にまつわるお話を中心に、
　自作の短歌を紹介され、サークル活動の一環としてのハーモニ

カの演奏を織り交ぜながらの講演会でした。大きな夢とロマン
を駆り立てるお話で、勇気と活力をいただきました。

●平成30年度事業報告・決算報告
●平成31年度事業計画（案）
●来賓あいさつ並びに本部情報等
　常任幹事　髙杉 雅章 氏　課長補佐　守山 佳宏 氏
　ジブラルタ生命保険熊谷支社深谷営業所所長　小暮 宜洋 氏
 研修会：「リタイアメントナビ」によってコンサルタントの説明を

聞きました。笑顔・生きがい・夢と安心の研修ができました。

●平成30年度事業報告、決算・監査報告
●支部長あいさつ、役員紹介
●平成31年度事業計画・予算案審議
●来賓あいさつ、教弘保険・損害保険等の情報提供　
●「会員作品展」の開催（6月7日～9日）
　支部総会は会員の皆様のご協力により、滞りなく終了すること

ができました。また、総会当日まで開催された「会員作品展」
は、例年に比べ若干少なめでしたが、出品作品は力作が揃いま
した。

●平成30年度事業報告・
　決算報告・監査報告
●平成31年度支部役員紹介・あいさつ
●平成31年度事業計画・予算案
●来賓あいさつ及び情報提供　
●アトラクション
　総会終了後、川田 誠作 氏リードによる合唱、フラダンス部ココ

ナッツによる情感こもったフラダンス披露により楽しい時間を
共有するとともに会員の親睦が深まりました。

●平成30年度事業報告
●平成31年度事業計画（案）審議
　・研修会（10/9）　・親睦旅行（11/8）
●平成31年度支部役員紹介
●日教弘埼玉支部情報提供（損保等）
●アトラクション
　公演会「南京玉すだれ公演 ～大道芸の世界へようこそ～」
　出　演　なごみの会
　日本生まれで日本育ちの「南京玉すだれ」は北陸地方の旅芸人

の観客動員口上で始まったと伝えられ、現在各地の大道芸として好評です。
　8名の愛好者による、どじょう掬い、日舞、童謡アラカルト、そして南京玉すだれと多彩な演出に感

動です。後半は、高齢者健康づくり（誤嚥肺炎）体験のおまけつきで時間を忘れるひと時でした。

●平成30年度事業報告・会計報告
●平成31年度支部役員紹介と世話人への委嘱状交付
●平成31年度事業計画・予算案について
●講演会「江戸一番の力持ち」
　講師　元さいたま市岩槻区長 花野井 均 氏
　資料をもとにした実話の講演で分かりやすい話でした。小中

学生にも、ぜひ聞かせたいお話でした。

●平成30年度事業報告、平成31年度支部組織と事業計画
●親睦旅行計画〈10月23日（水）栃木・那珂川方面〉
●講演会「健康で自分らしい暮らしを続けるために」
　講師　管理栄養士　遠藤 登喜子 氏
　資料と画像で分かりやすく視聴しました。初めに、フレイルセ

ルフチェックをし、心当たりの不安を感じながら、栄養と運動
の大切さを認識しました。また、低栄養は、フレイルや寿命に
影響するということも。

　食事は、主菜と副菜などに多彩な食材を取り入れ、「さあ、に
ぎやかにいただく」の合言葉で楽しい時間となるように。等。
食事をしながら健康になるありがたい講演でした。

6月5日（水）　13：30～
埼玉教育会館
4階弘済会分室

北 足 立 中

5月25日（土）　13：30～
さいたま市立高鼻
コミュニティーセンター

大 宮

6月5日（水）　9：50～
吹上生涯学習センター
視聴覚室

北 足 立 北

6月1日（土）　14：00～
クラッセ川越
6階多目的ホール

入 間 東

6月6日（木）　13：30～
飯能市
富士見地区行政センター

入 間 西

6月3日（月）　14：00～
松山市民活動センター
大会議室
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5月25日（土）　10：00～
秩父市福祉女性会館

秩 父

6月1日（土）　13：30～
本庄市民文化会館

児 玉

6月9日（日）　13：30～
熊谷市立
江南総合文化会館

（ピピア）

大 里 東

5月18日（土）　14：00～
深谷市男女共同参画
推進センター　

（Lフォルテ）

大 里 西

6月5日（水）　9：15～
ワークヒルズ羽生

北 埼 玉

6月6日（木）　13：00～
春日部市民文化会館

埼 葛 南

6月5日（水）　10：00～　
久喜市鷲宮東
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　　豊かな生き方を目指して̶ 各支部総会開かれる 　友の会14支部の平成31年度支部総会が5月18日（土）から6月9日（日）にかけて

開催されました。その概要をお知らせします。
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　私達の支部は、上尾・桶川・伊奈・北本・鴻巣・旧吹上の６地区の会員
877名（平成31年２月28日現在）から成り、74班の編成で運営されている。
　年２回の世話人会の他、日帰りバス旅行・支部総会・名簿作成会議・支部
だよりの発行等をとおして、親睦と交流を深めている。
　主な活動は次のとおりである。
１．定期総会とアトラクションの充実
　６月５日（水）吹上生涯学習センターにて行われた。事業報告・計画の
承認、新年度役員の紹介・承認等の後、地元在住の能村達也・陽子ご
夫妻による「琵琶がたり―耳なし芳一」に感動の一時を共有した。

２．日帰りバス旅行の実施
　昨年は秩父へ。今年は川口・戸田・蕨等の古跡を巡る旅を計画。アンケート等により、充実した旅行と親睦
を目指している。

３．支部だよりの発行
　年４回の編集会議により発行。大変な作業ではあるが、発行にこぎつけた時の喜びは大きい。

４．支部会員名簿の作成
　長い間一部の人に委ねられていたが、昨年から代表世話人も参加し、作業効率と軽減を図っている。

　当支部は、秩父市・横瀬町・小鹿野町・皆野町・長瀞町・東秩父村の６地
区から成り、会員数471名（内準会員27名）支部役員14名、世話人43名で組
織されています。
　支部の円滑な運営を図るため、支部役員14名で運営委員会を組織して、
友の会の目的、事業をもとに企画運営をしています。
【主な活動】
１　定期総会・講演会の開催 
　総会終了後、講演会を行いました。「老いて生き生き」＝百名山と短歌
そしてハーモニカ＝と題した講演でした。日本百名山登頂にまつわるお話
や短歌の披露、ハーモニカサークルの皆さんによる演奏に元気と勇気をいただきました。

２　親睦旅行の開催（隔年）
　昨年度は、星野富弘美術館と日光東照宮を見学し、会員相互の懇親を深めました。
３　役員会の開催（年３回） 
　県常任幹事会の報告や、研修旅行等の検討、会の運営に関する意見交換、広報等の配付依頼等を行います。
４　親睦ゴルフコンペの開催 
　会員相互の親睦と健康増進を兼ねて実施しています。
５　支部会報の発行（年２回）

より充実した支部活動をめざして
北足立北支部長　武

たけ

村
むら

 修
しゅう

二
じ

支部活動の充実をめざして
秩父支部長　勅

て

使
し

河
が は ら

原 一
いち

郎
ろう

平成30年度　日帰りバス旅行
（秩父神社にて）

連携と喜びの支部活動

平成30年度　親睦旅行
（日光東照宮にて）
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クラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだより

　ゴルフ愛好会は北埼玉地区に関係する小・中の退職教職員で構成さ
れ、現在58名の会員を有しています。
　例会は年間２回（４月・10月）実施しています。また、チャリティー
ゴルフ（６月）を開催し、会員からの寄付金は恵まれない子を支援す
る「ユニセフ」に贈らせていただいています。近郊でフラットの渡良
瀬ゴルフ場を会場として、年齢に合わせたルールを設定し、ゴルフを
楽しむとともに親交を深めています。
　なによりも有り難いことは、現職時代にお世話になった先輩、疎遠
になりがちな同僚に会える機会となることです。健康であることがゴ
ルフを楽しめることになり、会員の皆様との出会いが退職後の人生に
潤いを与えてくれます。
　これからも、和やかな活動になるように進めていきたいと思いますので、入会していただけることをお願い致
します。

いつまでも若々しく・人生を豊かに
代表幹事　岡

おか

田
だ

 正
まさ

信
のぶ

北埼玉地区退職教職員 ゴルフ愛好会

　健康クラブでは、年３回のウォーキングを計画、実施しています。今年度は ①宮沢湖畔を歩く ②高麗神社・
巾着田散策 ③大宮第２公園の観桜ウォークを計画しています。
　ウォーキングは、いつでもどこでも手軽にできる運動です。仲間と
歩けば交流と楽しさが倍加します。その上、ストレス発散と解消、
持久力アップ、腰痛予防、減量効果、転倒予防、認知症予防など良い
ことが沢山あります。
　健康クラブのウォーキングに参加し、ひいては、自分自身の歩く習
慣を身につけてください。お奨めします。
　ウォーキングの発祥の地はオランダのナイメーヘンです。母国に帰
還した兵隊さんをたたえたのが始まりと聞きます。
　以来、健康、平和、友好のために世界に広まっていきました。
　今や日本にも浸透し、各地で行われています。人生100年時代を
迎え、健康ウォークは的を射た活動と言えます。
　背すじを伸ばし、手を軽く握り、自分の体調と相談しながら、会話が続くくらいの速さでリズミカルに歩きま
しょう。
　皆さんも、ウォーキングの楽しさを味わってみましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　（安野 利代 記）

ウォーキングを楽しむ

ウォーキングの会「吹上・元荒川の桜」

代表　多
た

比
ひ

羅
ら

 進
しん

三
ぞう

健康クラブ

〇 「旅行クラブ」は、平成 30 年度末をもって解散しました。
〇 友の会クラブへの入会・参加については、各クラブの代表者にお問い合わせください。
 友の会クラブは他にもあります。詳しくは、下記あてにお問い合わせください。
　・問い合せ先　公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部　友の会担当

　〒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

チャリティーゴルフ開会式
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土曜日と
休日の前日となる日

12月29日～1月3日

有効期間：2019年10月1日～2020年3月31日

◆「宿泊施設の一覧」の送付を希望する方は、教育振興・福祉課までお申し出ください。

利用方法
1．弘済会へハガキまたはFAXで申し込んでください。
　＊スペシャルプランをご予約の場合は、「スペシャルプラン」と
　　記入してください。
2．弘済会で予約を取り、結果を通知いたします。
3．弘済会から「利用券」をご自宅宛に送付いたしますので、
　 チェックインの際に、フロントへ提出してください。
4．チェックアウトの際に、宿泊料および諸雑費をお支払いください。

＊ 利用日の70日前から受付いたします。
＊ 利用日は第3希望まで受付いたします。
＊ キャンセルはすみやかに弘済会へご連絡ください。
  （利用規定によりキャンセル料がかかる場合があります。）

〒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　教育振興・福祉課　TEL048-822-7554（直通）

申込先

「スペシャルプラン」
●施設名
●利用日（　月　日～　泊）
　※第３希望まで記入可
●代表者　氏名（フリガナ）

〒自宅住所
自宅TEL
友の会（退職者）

●同行者全員
氏名（フリガナ）/年齢/続柄

●合計利用人数

ハガキ・FAX 記載事項

FAX 0120-68-7558

◇◇読者のページへの投稿をお待ちしています。◇◇
　日常生活の中のちょっといい話や体験談、旅の思い出や心に残った本、私の健康づくり、趣味・特技などを 400 字程度に
まとめて顔写真とともにお寄せください。掲載された場合は、粗品を贈呈します。

　〇送付先　公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部 広報係
　　　　　　〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24　　TEL：048-822-7551　FAX：048-834-0550

読者のページ読者のページ

小さな工夫で、楽しい散策を！

橘の由来

北足立南支部 　八
や

ツ
つ

田
だ

 茂
しげる

大里西支部　持
も ち

田
だ

 義
よ し

男
お

　支部の旅行・散策等の担当をしています。
入会後数年間、散策後の昼食は『飛び込み』

で飲食店に入っていました。参加人数が多くなり入店に
長い時間がかかったことがあります。
　前任者から引き継ぎ、極力 ①短時間で入店でき、②皆
様に喜ばれるお店を探すよう心がけています。ですから
下見をする場合が多く、出来なかった時は、当日通行人
や交番で即聞いたり、スマホ等で検索したりしています。
　次に心がけているのは、同じような散策場所が連続し
ないこと。私なりに場所は、ⓐ神社仏閣関係 ⓑ公園・遊
歩道関係 ⓒ博物館関係 ⓓ街歩き（例、築地）関係 ⓔａ～ｄ
の複合型と考えています。
　結果的にⓔからⓐに変更した実例で、豪徳寺→世田谷
神社は雨が止まず、次の資料館は中止にして、下見した

「蕎麦店Ｍ」に早めに入りました（某駅近く）。麺類も美味
しく、お肴も豊富でした。
　他の工夫として ㋐集合時間を 30 分繰り下げた。㋑先
輩等の助言もあり、雨天時は「食事会」に変更した。
㋒食事時間は長めに！
　今後も皆様に喜んで頂けるよう小さな工夫（改善）や多
様な散策場所を考えていく所存です。

　諏訪神社は、渋沢栄一翁の郷里として知
られる深谷市血洗島に鎮座している。

　神社は冬陽を浴び、橘の実がたわわである。
　その橘の由来を知りたく訪ねた。碑を見つけた。

　諏訪神社　橘の由来
　これは京都御所　紫

し

宸
しん

殿
でん

、右近の橘の実から育った由緒
ある木であります。
　大正四年、大正天皇御即位式に勲一等法学博士、穂

ほ

積
づみ

 陳
のぶ

重
しげ

夫妻は揃って参列の光栄に浴しました。夫人、歌子は血
洗島に生まれ幼時育てられた縁故があるので其時下賜され
た橘の実を記念として育苗、大正五年九月父渋沢青淵翁が
喜寿報恩の為造営奉納せられた本拝殿の前に植えられたの
であります。
　皆さん、この木を永く大事にしましょう
　　　昭和三十八年十月
　　　　　　　日本学士院会員　　　渋沢 元治書
　樹齢 103 年になる。謎が解けた思いである。碑文を写し
ていると祖母と小二の少女が散歩していたので尋ねた。

「宮司さんのお住まいはどちらですか。」
「いいえ、私の家の神社はちがうのでわからないです。」
　たわわに実ったレモンを五個もいで、おみやげにどうぞ
と渡してくれた。

雀の子

蜜蜂と自然の恵み

比企支部　小
こ

久
く

保
ぼ

 文
ふ み

子
こ

埼葛南支部　小
こ

林
ばやし

　卓
たかし

　地区の高齢者交流会で、民生委員である
夫が、毎月出しているシルバー川柳の、「眼

科にて『パチパチして』で手をたたく」で思わず笑い転
げ、「淋しくて砂糖ばらまき蟻を呼ぶ」この川柳に、ふと
俳人一茶を思いうかべた。私の住んでいる所は、ヒバリ
のさえずりや時には鶯の声も聞こえるのどかな所である。
散歩しながら犬や猫に声をかけ、カラスを呼ぶことがあ
る。「一茶はこんな生活をしていたのかな。」と思うこと
があった。小林一茶といえば「雀の子そこのけそこのけ
お馬が通る」という句がある。雀への優しさにほっとす
る句である。この句は「おらが春」という俳句集のひと
つだ。また、「我と来て遊べや親のない雀」は有名である。
一茶は３才で生母と死別し、継母に育てられたその淋し
さをずっと抱えていたようである。一茶とはまた違うが、
一人暮しの高齢者の方がふえている。その方々の心境は
いかばかりかと思う。私自身も体の不調が現れてきてい
るが、地域のお年寄や、子どもたちを守るために微力な
がら、尽していきたいと思う。

　３月に蜜蜂の巣箱が届
いた。田には菜の花、畑には梅が開花し、桜、

桃と続いた。初夏になり柑橘類の甘い香りに、蜂たちは
せっせと採蜜に勤しむ。７月になると花が減り心配した
が、蜂は見知らぬ小さな雑草に群がっていた。
　人間から見るとバラや百合など豪華な花を好むが、蜂
から見れば目立たなくも蜜の多い花に価値を見出す。視
点の転換を教えられた。
　巣箱は１匹の女王蜂とその娘の数万の働き蜂、数十の
雄蜂から成り、春開花が始まると、女王蜂は毎日数千個
の卵を産卵し始める。
　３日で幼虫になると、働き蜂は蜜や花粉を与え世話を
する者、排泄物等の掃除をする者…等々一糸乱れぬ働き
をする。箱の中での「内勤」を終えた働き蜂は、飛翔力
もつき、「外勤」・採蜜に出かけ、蜜を集めながら受粉を
助ける。女王蜂を中心とした完璧な分掌組織体制（造巣、
産卵、育児、清掃、採蜜、濃縮、貯蜜、外敵対応・危機
管理等）は見事なものである。
　蜜蜂を飼うと自然の不思議さや恵みに驚かされる。新
しい視点に気付き、環境の大切さや自然の奥深さを実感
した。

（敬称略）
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土曜日と
休日の前日となる日

12月29日～1月3日

有効期間：2019年10月1日～2020年3月31日

◆「宿泊施設の一覧」の送付を希望する方は、教育振興・福祉課までお申し出ください。

利用方法
1．弘済会へハガキまたはFAXで申し込んでください。
　＊スペシャルプランをご予約の場合は、「スペシャルプラン」と
　　記入してください。
2．弘済会で予約を取り、結果を通知いたします。
3．弘済会から「利用券」をご自宅宛に送付いたしますので、
　 チェックインの際に、フロントへ提出してください。
4．チェックアウトの際に、宿泊料および諸雑費をお支払いください。

＊ 利用日の70日前から受付いたします。
＊ 利用日は第3希望まで受付いたします。
＊ キャンセルはすみやかに弘済会へご連絡ください。
  （利用規定によりキャンセル料がかかる場合があります。）

〒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　教育振興・福祉課　TEL048-822-7554（直通）

申込先

「スペシャルプラン」
●施設名
●利用日（　月　日～　泊）
　※第３希望まで記入可
●代表者　氏名（フリガナ）

〒自宅住所
自宅TEL
友の会（退職者）

●同行者全員
氏名（フリガナ）/年齢/続柄

●合計利用人数

ハガキ・FAX 記載事項

FAX 0120-68-7558

読者のページ読者のページ
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代理店　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　048-650-8381

お申し込み・
お問い合わせは

　このご案内は団体扱自動車保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず各社商品パンフレットおよび「重要事項説明書」または「重要事
項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（約款または普通保険約款・特約）」を
ご用意しておりますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や
団体扱特約失効時の取扱い、その他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。 2019 年 2 月承認

募文 No.18-TC03883
B18-104856

ホームページからもお見積り受付中！
埼 玉 教 弘 検　索

引受保険会社

〒330-0063　さいたま市浦和区高砂 3-12-24
URL https://www.kyoko.co.jp/
TEL 048-822-7553（直通）

埼玉教弘 損害保険課
お問合わせ／取扱代理店 引受保険会社

（総合自動車保険）

個人総合自動車保険

　埼玉県での「新・教弘自動車保険」のご契約対象者は、埼玉県、または埼玉
県内の市町村から給与の支払いを受けている教育関係職員（教育委員会、ま
たは教育委員会が所管するその他教育機関に勤務されている方も含みま
す）およびその退職者の方となります。ご契約者が上記の方であれば、その同
居の親族および別居の扶養親族がお乗りのお車でも割引適用が出来ます。

ホームページからもお見積り受付中！
埼 玉 教 弘 検　索 　埼玉県での「新・教弘自動車保険」のご契約対象者は、埼玉県、または埼玉

県内の市町村から給与の支払いを受けている教育関係職員（教育委員会、ま

＊団体扱（一時払）の場合、一般契約（一時払）に比較して、保険
料が5%割安です。

　団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからないので
約5%割安となります。

＊当団体では上記を適用後、団体扱割引13.2％を連乗します。
この割引率は教職員のご契約台数・損害率によって毎年見直
されます。また2019年3月1日から2020年2月29日までの
間に保険期間の初日を有するご契約に適用されます。

お見積りのご依頼をいただいた方全員に

※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
　お車、過去に見積りのご依頼をいただいたお車は除きます。

高級
ボールペン プレゼント!1,000円

相
当 

QRコードから
カンタン見積り
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宿泊補助
（敬称略）

　山やスキーに行った帰りによく
利用してます。リニューアルオープ
ンし、内装もバイキングもより充
実したように思います。弘済会の
宿泊補助券の利用はお得感があ
ります。
　ありがとうございました。

水上ホテルジュラク

比企郡小川町　大沢　健作
おおさわ けんさく

群馬県

1月泊

　90才の母と60代の私の２人旅でし
たが、宿の皆さんにはいろいろと気を
遣って頂き、久しぶりにのんびりと過ご
すことができました。
　地元の素材を使ったお料理は身体に
優しく、老母もたいへん喜んでおりまし
た。めずらしいイワナの塩焼きや具材
豊かな釜めしは大いに気に入ったよう
です。食事の内容もですが、頃合を見
ながら配膳をしてくださる心遣いも嬉
しかったです。ありがとうございました。
　お風呂も前回お世話になった時と比
べて、すっかりきれいにリニューアルさ
れ、衛生的で気持ちよく湯加減なども
適温に保たれたいへん満足しました。
とりわけ土俵露天風呂の迫力には、感
動すら覚えました。
　ぜひまた利用させて頂きたいと思い
ます。

宮本の湯 行田市　森　郁子

埼玉県

1月泊

もり いくこ

　食事内容、サービスも良く、割
引してもらうとかなりリーズナブ
ルな値段で宿泊できました。
　特におフロが塩泉でツルツルと
してゆっくり浸かり日頃のつかれ
がとれました。

妙義グリーンホテル

長野県上田市　平野双三郎・光世

群馬県

12月泊

ひらのそうざぶろう みつよ

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 ご 逝 去 ご 尊 名 所 属 等

平成27年 ３月 宮田　敏一 友の会（県　外）
平成29年 ３月 岡野　久子 友の会（ときがわ町）
 11月 小出　清子 友の会（さいたま市）
平成30年 ４月 柿沼　民子 友の会（羽生市）
 ５月 田島百合子 友の会（入間市）
 ７月 肥留川久米子 友の会（鴻巣市）
  茂木　悦子 友の会（さいたま市）
 ９月 駒崎　高造 友の会（川口市）
  斎藤　　勝 友の会（蓮田市）
  関口　雄康 友の会（さいたま市）
  増田　立見 友の会（川越市）
 10月 荒井　秀夫 友の会（さいたま市）
  伊藤久美子 友の会（さいたま市）
  遠藤　英一 友の会（加須市）
  島谷　文仁 友の会（川口市）
  三友　史朗 友の会（本庄市）
 11月 池田喜代司 友の会（小川町）
  植竹　久代 友の会（加須市）
  大野　實雄 友の会（飯能市）
  斉藤　一美 友の会（県　外）
  高宮　　哲 友の会（熊谷市）
  田口　末乃 友の会（狭山市）
  松村美代子 友の会（さいたま市）
  山田　國夫 友の会（久喜市）
  吉田　ソウ 友の会（毛呂山町）
 12月 小鹿野芳壽 友の会（坂戸市）
  木田シズ子 友の会（さいたま市）
  齋藤かの子 友の会（県　外）
  志田　道雄 友の会（さいたま市）
  菅原　　一 友の会（川口市）
  鈴木　美子 友の会（久喜市）
  西柳美代子 友の会（草加市）
  日向野邦人 友の会（所沢市）

平成31年 １月 五十嵐佳子 友の会（さいたま市）
  市川　史子 友の会（さいたま市）
  内野　節子 友の会（所沢市）
  鹿ノ戸正雄 友の会（坂戸市）
  鎌田　治美 友の会（加須市）
  斎藤　慎一 友の会（さいたま市）
  鈴木　憲三 友の会（志木市）
  関根　正義 友の会（鴻巣市）
  高須　總子 友の会（所沢市）
  嶽本　海承 友の会（熊谷市）
  塚本　俊行 さいたま市立大宮小学校
  野津　益実 友の会（本庄市）
  真野　民夫 友の会（越谷市）
  宮﨑　　修 狭山市立新狭山小学校
  茂木　典二 友の会（さいたま市）
  義煎　利信 友の会（所沢市）
  吉場武治郎 友の会（鶴ヶ島市）
 ２月 磯部　文子 友の会（久喜市）
  金子　繁雄 友の会（さいたま市）
  鯨井　昭次 友の会（熊谷市）
  黒澤　彦治 友の会（鴻巣市）
  小峰　　節 友の会（毛呂山町）
  須賀　照子 友の会（吉川市）
  武井　恒夫 友の会（久喜市）
  西澤　静代 友の会（県　外）
  日吉　昌和 埼玉県立志木高等学校
  森　　恒雄 友の会（行田市）
  森山　寛幸 友の会（さいたま市）
  山川　誠一 友の会（入間市）
 ３月 伊藤　和子 友の会（毛呂山町）
  井上　康仁 友の会（川越市）
  坂井　有信 友の会（さいたま市）
  田島　行雄 友の会（行田市）

平成31年 ３月 田中　知之 友 の 会（ 県 外 ）
  土屋　鈴子 友の会（狭山市）
  福本　尚一 友の会（本庄市）
  持田　芳江 友の会（越谷市）
 ４月 石渡　順子 友の会（県　外）
  磯部　君江 友の会（熊谷市）
  伊藤百合子 友の会（川口市）
  幸田　　清 友の会（小川町）
  清水　和一 友の会（飯能市）
  竹内弥太郎 友の会（秩父市）
  田島美恵子 友の会（飯能市）
  中島　義光 友 の 会（ 県 外 ）
  西山　新一 友の会（さいたま市）
  広松　　守 友の会（春日部市）
  宮田　　武 友 の 会（ 県 外 ）
  茂木　康二 友の会（本庄市）
  茂木　澄子 友の会（深谷市）
令和元年 ５月 相原千枝子 友の会（入間市）
  小岩井昭三 友の会（松伏町）
  須田　久治 友の会（東松山市）
  保坂　　正 友の会（熊谷市）
 ６月 樫村　亜也 熊谷市立妻沼西中学校
  久保　恵子 友の会（秩父市）
  中野　武史 蕨市立蕨第二中学校
  西野　明光 友の会（越生町）
  吉澤　　敏 友の会（越生町）
 ７月 石井　正夫 友の会（上里町）
  小俣　　智 さいたま市立つばさ小学校
  重盛　千尋 友の会（さいたま市）
  内藤　　茂 友の会（さいたま市）
  福田　禮吉 友の会（皆野町）
 ８月 澤田　和夫 友の会（鴻巣市）

（敬称略）
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この内容は2019年9月現在のものです

ミ ナ キョウイク

　詳細は、弘済会またはジブラルタ生命のＬＣ（ライフプラン・コンサルタント）にお問い合わせのうえ、「保険設計書（契約概要）」「ご契約のしおり・
約款」を必ずご覧ください。
　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式会社　教職員専用ダイヤル0120-37-9419 
　公益財団法人　日本教育公務員弘済会埼玉支部　教弘保険課　048-822-7552（直通）

①新教弘保険 K 型
②教弘終身保険
③教弘年金保険
④第 1 種教弘保険
⑤教弘年金受給中又一時払退職後終身保険
　（平成 13 年 4 月迄に加入している事が条件）
　に加入中の契約
⑥新教弘終身保険及び Rタイプ
⑦新教弘医療保険及び Rタイプ
⑧新教弘介護保険
⑨新教弘介護保障付終身保険
⑩新教弘医療保険α
⑪新教弘米国ドル建個人年金保険

最近､「教弘保険の満期・解約等で友の会を退会扱いになっていたため､人間ドック等の補助金を申請できない。」
というお電話が増えております。ご加入いただいている保険が､友の会会員資格を有しているか､ご確認下さい｡

「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度」」」」」（無料（無料（無料（無料（無料（無料（無料））））のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？「ご家族登録制度」（無料）のお申込みは済まされていますか？「ご家族登録制度」（無料）のお申込みは済まされていますか？
　提携会社ジブラルタ生命のご契約者が「指定代理請求特約」を付加することによって、受取人（被保険者）が
保険金・給付金等を請求できない状態でも、指定代理人（ご家族）が代わりに請求できるサービスがあります。
　また 、「ご家族登録制度」が、2016 年 12 月 22 日から新設されていることをご存知でしょうか？
　これは、あらかじめご登録いただいたご家族が、ご契約者に代わって「保険内容のお問い合わせをすること」、「請
求書を取り寄せること（ご契約者様宛の送付依頼）」を行うことができるサービスです。これからは、高齢化の進
展に伴い、認知症になったり、要介護認定を受ける方々が増加することが予想されます。

　例えば、ご高齢で
認知症や要介護状態
等になった場合や震
災等でご契約者が行
方不明になってしま
った場合でも、安心
してサービスを受け
ることができます。
　登録する時に必要
な書類は、①ご家族登
録・変更申込書、②請
求人様の本人確認書
類となります。内容、
手続き方法のお問い
合 わ せ は、担 当ＬＣ
が丁寧にご説明しま
すので、お気軽にご
相談ください。

Q：現在加入している教弘保険はいつ満期になりますか？
　A：65歳で保障期間満了となります｡
Q：そのあとの保障はどうなりますか？
　A：新教弘保険K型（集団契約特約付勤労保険）にご加入になれます｡
Q：医師の診査を受けるのですか？
　A：診査等を受ける必要はありませんが、加入プランにより保険金額の上限があります｡
　　   詳細は、ジブラルタ生命のLCにお問い合わせください｡
Q：友の会の会員資格は継続できますか？
　A：右記の保険のいずれかに加入していれば、会員資格は継続できます｡
Q：友の会の会員特典はどうなりますか？
　A：協定宿泊施設利用時の補助金、人間ドック補助金等の特典も継続します｡
　　  さらに、日教弘ライフサポート倶楽部のサービスも継続利用できます｡

65歳を迎えられる皆様へのご案内65歳を迎えられる皆様へのご案内
弘済会埼玉友の会　～65歳は分かれ道～　会員継続をお忘れなく！ 非会員会 員

ご家族登録制度のご案内
大切なご契約を
お伝えする
ために

契約者様の保険契約内容について、情報の提供を受けることができます。
当社へ、各種請求書類の契約者様宛の送付依頼をすることができます。

契約者ご本人だけで
保険契約の内容を
把握しておくのが不安だ

契約者ご本人が
連絡できない

契約者ご本人の代わりに
請求書類を取り寄せてほしい

契約者ご本人が
保険契約の内容を
確認できない

ご家族登録サービスなら、こんな時でも安心

登録ご家族へのサービス内容
1
2

登録可能なご親族の範囲
契約者様の配偶者または
3親等内のご親族

登録可能な人数

1名（1契約につき）

ご登録いただくご家族情報

氏名・性別・生年月日・続柄・
住所・電話番号（メールアドレス）※契約ごとの登録となります

あらかじめご登録いただいたご家族が、契約者様に代わって
「保険契約内容のお問い合わせ」などを行うことができます。
あらかじめご登録いただいたご家族が、契約者様に代わって
「保険契約内容のお問い合わせ」などを行うことができます。

新制度開始！

※指定代理請求人を優先的にご指定ください
※未成年者は登録できません

〒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　望月印刷株式会社　TEL：048-840-2111（代表）
（この会報は、環境に配慮して古紙を配合した用紙を使用しております）◆次号 友の会だより No.64は2020（令和2年）.2 . 1発行予定です。
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