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「萩の寺」（秩父郡長瀞町・洞
とう

昌
しょう

院
いん

）　
　長瀞町にある洞昌院は、西暦1100年頃、平安時代末期に開かれた古刹である。「萩の寺」としても有名で、秋には赤や白
の萩が咲き誇り、訪れる人々の目を楽しませてくれる。開花期は、７月から９月だが、満開になるのは９月。境内には約一万本の
萩があり、大きなものは高さ３mにもなる。しだれるように仕立てられているため、あたかも花の滝のような風情である。

（行き方：秩父鉄道・野上駅下車・徒歩約20分）（洞昌院より）

（写真提供：黒澤写真館）
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　埼玉教育会館７階の書庫に保存されてい
る『教育研究のあゆみ』（昭和 57 年度）には、
小学校１年生を担任する先生の「歌で学級づ
くり」、子どもたちの体力低下の指摘を受け
ての「持久走における児童の健康管理の方法」
が最優秀賞として掲載されています。
　この冊子は、事業名の違いはありますが、
昭和 47（1972）年度から始まって、今年度
50 周年を迎える「教育実践報告」の募集にお
いて優れた実践をまとめたものです。まさに、
それぞれの時代に、目の前にいる子どもたち
の成長に向けての教育活動の課題等に真摯に
取り組む先達たちの貴重な実践の数々を知る
ことができます。
　当支部では 50 年の節目に当たり、これま
での「一般部門」及び「学校部門」に加えて、

今年度から 35 歳未満の教職員を対象とした
「ヤング部門」を新設いたしました。本県教
職員の年齢構成も変化する中で、若い方々が
普段の教育実践をまとめ、振り返っていただ
く機会を応援したいと考えました。
　そして、この記念の事業の実施に当たり、
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の
各校長会に加えて、埼玉県教育委員会及びさ
いたま市教育委員会からもご後援をいただく
ことができました。
　当支部の理念である「最終受益者は子ども
たち」に沿って、教科指導等に関する日頃の
実践をまとめていただくことが、今後の 50
年先の後輩たちの応援にもなると考えてお
り、多くの教職員の皆様のご応募を期待して
おります。

「これまで」と「これから」の５０年間を思う
〜教育実践報告の募集に「ヤング部門」を新設〜

会　長　　細
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昭和57年度発行
「教育研究のあゆみ」

左記冊子掲載の手書きの楽譜
「元気な行進」

元 気 な 行 進

生徒とのやりとりを大切にした授業を通して
生徒の発想力や考える力を育てる若手教員

（写真提供：越谷市立西中学校）

深谷大河ドラマ館入場券プレゼント
総計 50名（各２枚１組）の皆様に抽選により贈呈

　日頃のご支援に感謝を込めて、友の会
会員の皆様に渋沢栄一「青天を衝け」深
谷大河ドラマ館入場券（令和４年１月
10日まで利用可）を抽選により贈呈い
たします。大人気の NHK 大河ドラマ「青
天を衝け」ロケセットなどが展示されて
おります。ぜひご応募ください。
　なお、入場券の応募方法等は右記のと
おりです。

１、応募方法
　郵便ハガキで、右上の様式により直接、弘済会埼玉支部へご応募ください。（ファックス不可）
　⑴ 申込宛先 〒 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　深谷大河ドラマ館入場券応募係
　⑵ 申込締切 11 月１日（月）必着
	 （応募により得た個人情報については、この事業にのみ利用します）
２、申込上の注意

　同じ方が２枚以上応募された場合は、無効となりますので、ご注意ください。
３、抽選結果の発表

　当選者への入場券送付（11 月中旬）をもって、抽選結果の発表とします。

・深谷大河ドラマ館
　入場券希望
・郵便番号
　自宅住所
　電話番号
・氏名　
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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。

人間ドック（脳ドックを含む）の補助について
（１）	弘済会協定の健診機関での受診及び補助
 戸田中央総合健康管理センター（戸田市）・藤間病院（熊谷市）・イムス八重洲クリニック（東京都）

で割引料金にて受診できます。さらに補助が受けられますので、予約後、弘済会にご連絡ください。
利用券を送付します。なお、補助金額は 5,000 円となります。

（２）	人間ドック等を実施している医療機関等での受診者への補助等
 人間ドック（原則、協定健診機関もしくは人間ドック受診可能な健診機関等）を受診された会員には、

申請により、5,000 円の補助があります。但し、申請は受診日より１年以内となりますのでご注意願
います。また「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。

【準会員】準会員への補助はありませんが、損害保険加入（年間保険料２万円以上）の方には、申請により記念品を贈呈いたします。
※ 詳細やご不明な点は弘済会までお問い合わせください。

大腸がん予防検診等のお知らせ (９月初旬に案内を発送 )
　一般財団法人　日本健康増進財団と提携して従来から利用いただいている「大腸がん検診」と併せて、今
年度は「前立腺がん検査」、「ピロリ菌抗体検査」、「ペプシノゲン検査（胃）」を実施いたします。なお、詳細
なご案内は９月初旬に発送いたします。ご不明な点は、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）

コロナ禍における友の会事業の実施状況コロナ禍における友の会事業の実施状況
　収束の見通しがまだまだ不透明な新型コロナウイルス感染症の影響で、世界的に様々な活動が中止・縮小を余儀
なくされております。このような状況において、弘済会埼玉友の会では、昨年度に引き続き多くの事業を中止いた
しましたが、感染防止を徹底し、規模を縮小する等の工夫により実施した事業もあります。今後、ワクチン接種の
加速化や特効薬の開発が待たれるところです。

　５月 20日（木）に大宮ソニックシティ小ホールで開催を予定していた「令和３年度　弘済会埼玉友の会　全県世話
人会」を中止し、全県世話人会要項、役員委嘱状、図書カード等を各支部に送付して、支部ごとに郵送等により役員及
び世話人の皆様にお届けいただきました。

　５月 22日（土）から６月 13日（日）に県内 14 会場で開催を予定していた「令和３年度　支部総会」は、２支部が
実施し、12 支部は中止しました。実施した支部では、マスク着用・手指消毒・換気・短時間開催等、新型コロナウイ
ルス感染防止対策を徹底して開催していただきました。準備や当日の運営に従事してくださった役員の皆様、そして、
当日感染防止にご協力くださった会員の皆様に感謝申し上げます。また、中止した支部では、世話人をはじめ、関係の
皆様への総会資料や事業案内等の送付により対応していただきました。各支部長をはじめとする役員の皆様やご協力く
ださった皆様に感謝申し上げます。なお、各支部の対応状況は、本紙４〜５ページに掲載してあります。

　例年６月に実施していた「巡回健康診断」を今年度も中止といたしました。新型コロナウイルス感染拡大収束の見通
しが不透明であり、かつ、受診者数の減少が続く現状を鑑み、当面の間「休止」といたします。当支部といたしましては、
人間ドック（脳ドックを含む）の補助について下記のとおりご案内しておりますので、ぜひご利用ください。

　７月 19日（月）に埼玉教育会館で規模を縮小して開催いたしました。今年度は、各支部から１名の参加とし、例年
同日に開催していた「退任役員を囲む会」を中止といたしました。当日は、今年度の事業について、実施したもの、今
後予定されているものを含め、ご協議いただきました。また、入間西支部と埼葛北支部の代表者から、支部活動の概要
についてご発表いただきました。出席された皆様は、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しつつ、積極的に意見交
換をされておりました。

全県
世話人会

支部
総会

巡回
健康診断

幹事会
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支部総会実施報告及び中止に伴う対応令和3年度

支部名 実施／中止 内　　　　　　容

1

北 足 立 南 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　世話人名簿・これからの支部行事予定
◉資料の送付　役員と世話人へ全県世話人会要項・図書カード・世話人名簿・
　　　　　　　これからの支部行事予定を送付、役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　支部長・総務委員
◉会合の開催　1回開催（役員会・川口リリア）10人出席
◉会合の内容　全県世話人会要項の確認・これからの日程・教弘文庫について
◉そ　の　他　これからの日程と「新型コロナウイルス」への対応

2

北 足 立 中 ６月 2日（水）
13：30〜

コムナーレ
浦和コミュニティーセンター
10階
第７集会室

１開 会 行 事
２議　　　事　⑴令和２年度事業報告
　　　　　　　⑵令和３年度事業計画
　　　　　　　⑶研修親睦旅行について
　　　　　　　⑷新役員・世話人・新組織について
３講　演　会　講師　杉浦健治　氏
　　　　　　　演題「わが町と埼玉の歴史」について

3

大 宮 ５月29日（土）
14：00〜

さいたま市
高鼻コミュニティーセンター
第 ５ 会議室

１開 会 行 事
２議　　　事　⑴令和２年度事業報告
　　　　　　　⑵令和３・４年度の支部役員について
　　　　　　　⑶令和３年度事業計画
３アトラクション
　　　　　　　ギター演奏
　　　　　　　「デュオギターユニット　一蓮托生」
　　　　　　　高橋幸夫　氏・飯島徹夫　氏

4

北 足 立 北 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料
◉資料の送付　役員・代表世話人・世話人へ総会資料・全県世話人会要項・
　　　　　　　生涯学習実践作文募集案内を送付、役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　支部長・副支部長
◉会合の開催　２回開催（役員会・桶川市民活動センター）のべ８人出席
◉会合の内容　・令和２年度会計監査・今後の活動の展望と対策
　　　　　　　・総会開催について・総会資料等の発送準備

5

入 間 東 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料・健康クラブ案内
◉資料の送付　役員・代表世話人・世話人へ総会資料・全県世話人会要項・
　　　　　　　図書カード・健康クラブ案内・生涯学習実践作文募集案内を
　　　　　　　送付、役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　支部長・副支部長・代表世話人
◉会合の開催　３回開催（役員会・川越南公民館）のべ20人出席
　　　　　　　◉会合の内容　総会可否の検討・資料作成・発送作業等
　　　　　　　

6

入 間 西	 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料・新役員並びに令和３年度事業計画一覧
◉資料の送付　役員・代表世話人・世話人・その他へ全県世話人会要項・
　　　　　　　図書カードを送付
◉作業担当者　支部長・副支部長・代表世話人
◉会合の開催　２回開催（役員会・飯能市富士見地区センター）のべ９人出席
◉会合の内容　総会資料作成・各資料仕分け・令和３年度事業等の検討

7

比 企 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料・資料送付文書・親睦旅行案内
◉資料の送付　役員・代表世話人・世話人へ総会資料・全県世話人会要項・
　　　　　　　図書カード・教弘文庫及び本年度の募集案内状を送付、
　　　　　　　役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　支部長・副支部長
◉会合の開催　５回開催（役員会５回・大岡市民活動センター・下岡公会堂）
　　　　　　　のべ24人出席　※そのほかに電話会合２回
◉会合の内容　資料作成・印刷・郵送・電話連絡
◉そ　の　他　①総会等資料配布は郵送を原則としたが、手配りできるところは
　　　　　　　　実施
　　　　　　　②総会中止に伴い、内容への質問や意見は支部長が電話で受理
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　令和３年度の支部総会は、5 月 22 日（土）から 6 月13 日（日）にかけて開催が予定されており
ましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催は２支部にとどまりました。支部総会の実施報
告及び中止の対応についてお知らせします。

支部名 実施／中止 内　　　　　　容

8

秩 父 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料
◉資料の送付　役員・代表世話人・世話人へ総会資料・全県世話人会要項・
　　　　　　　図書カードを送付、役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　支部長・副支部長・代表世話人
◉会合の開催　１回開催（役員会・秩父市福祉女性会館）８人出席
◉会合の内容　資料送付作業・本年度の活動について具体的検討

9

児 玉 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料
◉資料の送付　役員・世話人へ総会資料・全県世話人会要項・図書カードを
　　　　　　　送付、役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　支部長・副支部長
◉会合の開催　５回開催（役員会・はにぽんプラザ・副支部長自宅）
　　　　　　　のべ20人出席
◉会合の内容　発送作業・資料作成（支部長自宅）

10

大 里 東 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料
◉資料の送付　役員・代表世話人・世話人へ総会資料・全県世話人会要項・
　　　　　　　図書カードを送付、役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　支部長・副支部長・代表世話人
◉会合の開催　４回開催（役員会３回・世話人会１回・江南総合文化会館・
　　　　　　　妻沼中央公民館）のべ55人出席
◉会合の内容　総会資料の印刷・綴じ込み・仕分け
◉そ　の　他　夫婦で会員になっている方には、会報などは封筒に宛名シールを

２人分貼り、資料を２部入れて郵送または配付。教弘文庫は２部
にすると送料が変わるため１人分ずつ用意

11

大 里 西 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料
◉資料の送付　世話人へ総会資料・全県世話人会要項・図書カードを送付
　　　　　　　※支部総会開催予定会場で来た人へ資料を手渡し
◉作業担当者　支部長・副支部長
◉会合の開催　１回開催（役員会・花園道の駅）４人出席
◉会合の内容　総会期日決め、場所決め、支部活動計画検討

12

北 埼 玉 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料・新型コロナウイルス感染拡大防止用及び総会中止文書
◉資料の送付　役員・世話人・支部総会出席予定者・昨年度支部総会出席者へ
　　　　　　　総会資料・全県世話人会要項・図書カードを送付、役員へ委嘱状

送付
◉作業担当者　支部長・副支部長・代表世話人
◉会合の開催　５回開催（役員会３回・代表世話人会２回・市民プラザかぞ）
　　　　　　　のべ33人出席　※そのほかに電話相談６回
◉会合の内容　事業報告・事業計画・役割分担等の協議
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埼 葛 南 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料・世話人名簿・埼葛みなみ通信
◉資料の送付　役員・代表世話人・世話人へ総会資料・全県世話人会要項・
　　　　　　　図書カードを送付、役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　事務局・世話人
◉会合の開催　２回開催（役員会２回〈含代表世話人会〉・春日部市民文化会館）
　　　　　　　のべ42人出席
　　　　　　　※そのほか電話・Fax・郵便等を利用した相談・資料作成・発送
　　　　　　　　作業を10回実施
◉会合の内容　総会議案の検討・役割の確認・総会中止の対応等

14

埼 葛 北 ◎支部総会中止 ◉作 成 資 料　総会資料・総会要項の概要・埼玉支部からの配付物・
　　　　　　　親睦旅行等案内
◉資料の送付　役員・代表世話人・世話人へ総会資料・全県世話人会要項・
　　　　　　　図書カード・総会要項の概要等を送付、役員へ委嘱状送付
◉作業担当者　支部長・副支部長
◉会合の開催　３回開催（役員会・鷲宮東コミュニティセンター・役員宅）
　　　　　　　のべ12人出席
◉会合の内容　総会開催可否の検討・資料作成検討・資料印刷と製本・袋詰め・

発送準備等
◉そ　の　他　集まることの難しさから、メールやファックス・郵便等のやり

取りでも対処した。

5
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連携と喜びの支部活動

　埼葛北支部は、久喜市（久喜、菖蒲、栗橋、鷲宮）、蓮田市、白岡市、
宮代町、幸手市、杉戸町の９地区で構成され、今年度の会員数は、973
名（準会員 38 名）。役員は、支部長・副支部長・代表世話人・世話人の
94 名で組織されています。
　今まで築かれた伝統を継承し、会員相互の親睦と交流を深め、健康で
潤いのある生活に繋がるよう活動しています。しかし、今年度もコロナ
禍で、計画を立てつつも実施に至らない事業が出てきました。ここに、
令和３年度の主な事業計画を掲載いたします。
○役員会は、正副支部長会３回、代表世話人会２回、世話人会２回を計

画しましたが、三密回避もあり、会場の確保が難しくなってきました。
○総会・講演会（利根川の洪水対策）は、コロナの収束の兆しも見えず、中止としました。
○親睦旅行は、埼玉の３偉人巡りを企画し準備しましたが、種々な状況を鑑みて、実施しない旨を会員や関係業

者に伝えました。
○世話人会や保険説明会は、10 月に計画しています。今後、社会の動向から判断していきたいと思っています。
　このような非常時に、役員の皆様には、会員との連携を献身的に進めていただいており、日々のお力添えに心
から感謝しております。

会員相互の連携に感謝し
　　更なる支部活動の充実を

埼葛北支部長　赤
あか

川
がわ

 昌
まさ

行
ゆき

令和元年度　親睦旅行
「栃木・ましこ悠和館」にて

　私たちの支部は、所沢市・狭山市・飯能市・入間市・日高市の５地区から成り、会員数は 1,191 名（内準会員
24 名）、うち、正副支部長４名、代表世話人５名、世話人 48 名で組織されています。
　支部の円滑な運営を図るために、支部役員９名で役員会を組織し、親睦と交流を深めるため活動を行っています。
主な活動
１	定期総会

　新型コロナウイルスの感染がなかなか収まらず、埼玉県にまん延
防止等重点措置が出されていたため、５月 31 日（月）に予定してい
た定期総会は中止とさせていただきました。残念ながら、予定され
ていた講演会とアトラクションも中止しました。

２	役員会（代表世話人会）
　定期的に年間５回の役員会を開催し、各事業の企画運営、世話人
会の準備、次年度の計画などを行っています。

３	日帰り親睦バス旅行
　会員相互の親睦や交流を目的に、11 月２日（火）に今年は群馬県沼田市方面を予定しています。例年ですと
30 名位が参加していただき、交流親睦を深めています。今年も状況によっては中止を含め検討しています。

支部活動の充実をめざして

入間西支部長　江
え

田
だ

 宏
ひろ

樹
き

令和元年度親睦バス旅行（参加者22名）
「予科練平和記念公園」にて

（敬称略）6
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○北埼玉地区退職教職員ゴルフ愛好会は、令和２年度から活動を休止しています。
　友の会クラブは、他にもございますので、詳しくは、下記あてにお問い合わせください。
　・お問い合わせ先　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

クラブだよりクラブだよりクラブだよりクラブだより

　当クラブでは年３回「歩く会」を実施しております。１回目はコロナ禍により中止。２回目は10月26日（火）
川越市内の名所旧跡を巡ります。島崎藤村の妻が眠る中院からどろぼう橋を渡って喜多院、そして浮島神社、富
士見櫓を経て「通りゃんせ」の三芳野神社、本丸御殿までの約６kmのコースです。３回目は令和４年２月24日
（木）、宝登山の蝋梅鑑賞を主とした約５kmの低山歩きです。山頂までのロー
プウェイもありますが、蝋梅の甘い香りに春の訪れを楽しみながら歩きます。
　「歩く会」ですが、毎回参加された皆さんと歩きながらおしゃべりをし、楽
しい時間を過ごす、というのが主な会です。道を間違え遠回りをしていたこと
に気付き、皆で大笑いをしたこともありました。疲れが吹き飛んだ思いでした
が、「会員相互の親睦を深め〜」という会の目的がかなったのではないかとも
思いました。
　コロナ禍で外出を控え、歩くことも減り、体調を崩した、という話を聞きま
す。感染防止対策をしっかりし、緑豊かな自然や歴史ある町並を歩きながら、
心も体もリフレッシュしてみませんか。参加お待ちしております。

ウオーキングで心も体もリフレッシュ

日高市・高麗神社にて（令和元年9月）

代表　佐
さ

々
さ

木
き

 光
みつ

子
こ

健康クラブ

ささやかな日々 の喜び
北足立南支部 　今

い ま

堀
ほ り

 健
け ん

次
じ

　定年退職後、５年間の再任用を終え、市
のアシスタント・ティーチャーを勤めて今

年度で２年目になる。２校の中学校で週４日間半日だけ
の勤務であるが、少しでも自分の経験を生かすことがで
きればありがたい限りである。学校現場は、社会の変化
と共に日々進化し続けている。GIGA スクール構想が進
められ、全ての学校で１人１台端末が整備され活用され
つつある。その中で若い先生方の授業に触れ合えること
は、今の私にとって大きな刺激である。今までの教育実
践を、様々な形で少しでもプラスしていけることはささ
やかな喜びである。求められる限り、自分のできること
を精一杯続けていきたい。
　仕事以外では、健康の為に毎日１時間程度のウオーキ
ングをここ何年か続けている。できることを継続する。
決まったコースを毎日朝か夕方に歩いているだけだが、
季節の変化と共に自然や動植物の移り変わりを目にし、
ささやかな出来事を再発見することができた。
　今日のコロナ禍で、ささやかな日常に大きな喜びを見
い出せた。早急なコロナ収束を日々願うばかりである。

ちょうど良い
比企支部 　矢

や

島
じ ま

 兼
と も

之
ゆ き

　朝 5 時に起き、身支度をして畑に行く。
野菜に水をやり、雑草を抜き取り、害虫を

見つけ駆除する。7 時には家に戻り、シャワーを浴び、
朝食をとる。そして新聞やテレビ等の情報を見て、しば
し横になって休息する。
　その後、私の至福・自由な暇潰しの時間が始まる。10
時頃に散歩に出かけ、天気が良ければ、バイクに乗って
外の風景を楽しむ。
　昼食を済ませた午後は、毎日ではないが、地区公民館
のボランティア活動で、祭典の山車を飾る武者絵の墨彩
画を描く。この絵は、地元秋祭りに披露し、奉納される。
　それから図書館やホームセンターに寄り、頼まれた買
い物をして帰宅する。雨が降らない日は、また畑で水や
りをする。6 時に夕食の手伝いと風呂を沸かし、7 時過ぎ
に入浴と夕食を済ませ、後は横になって情報番組等で寛
ぐ。そして寝る前に庭先に降り、望遠鏡で趣味の星座を
見て、悠久の世界を覗き見る。
　午後 10 時には絵日記を書き、床に就く。
　この様な平凡な毎日の繰り返しと、何気ない暇潰しの
ひと時が、私にはちょうど良い。

（敬称略）

（敬称略）

7



下記施設では、お客様に安心して旅をしていただけるよう「パブリックスペースでの取り組み」や「従業員に対する取り組み」等
数々の新型コロナウイルス感染症予防対策を実施しております。安心してご利用ください。

新型コロナウイルス
感染症対策について

10/24～11/30、3/27～31

10月の水曜日、
11/4・10・17・24、12/13～17

70

利用方法
１．紀州鉄道予約センターに電話をしてご予約ください。
　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。
【会員No.】1-1772

紀州鉄道予約センター
TEL 03-3262-8166 【予約センター】　月～金曜日　9：00～17：00　　営業時間　　　土曜・日曜・祝日・年末年始休み

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。
　（房総白浜ウミサトホテルを除く３施設をご予約の場合は、予約センターから「宿泊確認票」をお送りします）
３．予約が取れましたら、弘済会に右によりハガキまたは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。後程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」をチェックインの際、フロントに提出してください。
　（房総白浜ウミサトホテルを除く３施設をご利用の場合は、「宿泊ご利用券」と併せ、「宿泊確認票」をご提出ください）
５．宿泊料は現地にてご精算ください。

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）　048－822－7551（代表）

申込先

埼玉支部協定施設の「民宿　はまだ（秩父市）」は、令和２年度に廃業しております。
また、日教弘指定宿泊施設の「大町山荘（大町市）」は、令和３年３月末営業終了。「ラッセルホール（兵庫教育会館・
神戸市）」は、令和３年８月１０日営業終了。「鹿児島東急ＲＥＩホテル」は、令和３年９月３０日営業終了となります。

埼玉支部協定施設の「民宿　はまだ（秩父市）」は、令和２年度に廃業しております。
また、日教弘指定宿泊施設の「大町山荘（大町市）」は、令和３年３月末営業終了。「ラッセルホール（兵庫教育会館・
神戸市）」は、令和３年８月１０日営業終了。「鹿児島東急ＲＥＩホテル」は、令和３年９月３０日営業終了となります。

お知らせ

「スペシャルプラン」
●施設名
●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
友の会（退職者）

●ご利用人数合計

ハガキ・FAX記載事項

FAX 0120-68-7558
（申込専用FAX番号）

◇◇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、郵送または E メールで顔写真とともにお寄せください。掲載させていただいた場合は、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 広報担当
　　　　　　〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24　　TEL：048-822-7551　FAX：048-834-0550 Eメールは

こちらから

読者のページ読者のページ

珈琲が呼ぶ

まるで夢のような話ですね！

大里東支部 　山
や ま

下
し た

 義
よ し

晴
は る

入間東支部 　武
た け

山
や ま

 正
ま さ

伸
の ぶ

　「珈琲が呼ぶ」、片岡義男の本です。軽井沢
の丸山珈琲ハルニレテラス店に約 1,000 冊の古

本が並んでいます。コーヒーを待つ間に棚の中からこの本を見
つけました。コーヒーを飲みながら樹々の葉に囲まれて本を読
むのは最高の幸せです。
　定年後、京都へ毎年出かけました。コロナ禍で今は行けませ
んが、好きな珈琲店を紹介します。寺町四条「御多福珈琲」で
す。大人の隠れ家、レトロで落ち着いた雰囲気の心地の良い喫
茶店です。「進々堂京大北門前」、人間国宝の黒田辰秋による長
テーブルと長椅子が見事です。57 歳の時、明治大学大学院で
公共政策を学び、第二の青春を過ごしました。御茶ノ水駅から
神保町にかけて数多くの喫茶店があります。「画廊ミロ」は先
代が妻沼出身で、奥様は熊谷の八木橋の近くに住んで居たとの
ことです。レトロの雰囲気で創業は昭和 30 年です。三島由紀
夫が常連だったお店です。神田神保町の「さぼうる」は古本街
の一角で店内のレンガにサインがぎっしり書いてあって、本を
読んだり、おしゃべりを楽しんだり最高の場所です。熊谷の「カ
フェ BJ」では熊谷探検団の米山実さんとギターでカントリー
の曲を練習しました。「喫茶ちゃよりあい」は長島記念館の近
く元小学校教員の堀夫妻が経営している店です。昔、元県教育
長竹内克好さんと川嶋良治さんがハーモニカのコンサートをし
ました。
　コロナが収束したら珈琲店巡りを再開したいものです。いつ
も珈琲が呼んでいます。

　今日 6 月 15 日（火）川越市オリンピッ
ク準備室から電話をいただきました。

「武山さん、すごいことになりましたよ。うれしくなりま
した」

「えっ、何があったんですか」
「実は、武山さんの五輪博物館の取材をしたいので取り次
いでほしいと、テレビ局から電話があったんです。それが、
日本ではなく、外国のテレビ局から」
　2020 東京五輪、何とか、あの 1964 年東京五輪のよう
に盛り上げたい、そんな思いで、自宅で開いた日本一小
さな五輪博物館、まさか、まさか外国からとは。“涙”“涙”
　私…英語、まったくだめ…で。親友の M 氏（元高校英
語教師）に助けを求めたら、「大丈夫、まかせとけ」ホッ
としました。
　さてさて、取材まで１週間しかありません。日本の恥
にならない様。五輪馬鹿は必死になって徹夜で、1964 年
東京五輪の勉強をします！

でも…まるで夢のような話ですね！

コロナ禍の自粛生活

56年前の聖火ランナーが再び！

埼葛南支部 　能
の

登
と

 克
か つ

己
み

入間西支部 　鈴
す ず

木
き

 眞
ま

澄
す み

　新型コロナウイルスの感染拡大。1 年半
が過ぎてもまだまだ安心して外出できる状

況ではありません。そんな中、世の中ではコロナ禍にど
んどん対応してきています。
　社会教育指導員として市ＰＴＡ連合会の事務局を担っ
ています。少人数での縮小会議と書面議決、スマホ議決
を組み合わせたり、またリモート会議を設定したり、若
い会長さん方は工夫して取り組んでいます。
　また、社会の各種催しがライブ配信やオンライン講座
になり、私もその恩恵を受けています。例えば朝日教育
会議。その一つ、二松学舎大学のライブ配信は、「渋沢栄
一『論語と算盤』から生まれる未来」。早稲田大学のライ
ブ配信は、「ポストコロナ時代の日本社会の未来」と題し
て早稲田大学総長の基調講演、「ポストコロナに向けて社
会変革を駆動する大学」と題して東京大学学長を招いて
の講演。有料の動画配信も経験。居ながらにして京都・
奈良のお寺巡り。「京都非公開文化財特別公開〜下京古寺
探訪編〜」、「国宝・法隆寺金堂の謎に迫る」等コロナ禍
の自粛生活をそこそこに楽しんでいます。

　今をさかのぼること 42 年。当時私は中学生
で陸上競技部に所属していた。顧問の先生は

1964 年東京オリンピックの聖火ランナーの一員だった。トー
チを手に日の丸のユニフォームで走る颯爽とした雄姿を写真で
見て「先生すごい！」と部活のみんなで揃って感動した。家に
帰って母に話すと母のむかし話も弾んだ。生まれて間もない私
を抱いて、沿道でマラソンに声援を送ったことや旧国立競技場
の開会式の話など。私たちは顧問の先生から夢や希望をもらい、
先生のような日の丸のユニフォームに憧れて日々の練習に励ん
だものだ。
　先生は今も現役でスポーツ指導に当たり、スクールソーシャ
ルワーカーとしても次の世代の若者を育成している。そんな先
生が再び「東京 2020 オリンピック聖火ランナー」に選出され
たのだ。知らせを聞いた私たち教え子は心を躍らせた。
　1964 年から 2020 年。昭和、平成、令和。56 年という時を刻
み、先生が再び走る光景を想像すると、そのドラマチックさに
今から胸が熱くなる。この夏、先生が見せてくれるだろう雄姿
は、教え子たちへの教育そのものだ。私も心の中で先生からの
聖火をしっかりと受け取って、現任校の子供たちの心に灯をと
もしていきたい。（令和２年度の投稿）

（敬称略）
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下記施設では、お客様に安心して旅をしていただけるよう「パブリックスペースでの取り組み」や「従業員に対する取り組み」等
数々の新型コロナウイルス感染症予防対策を実施しております。安心してご利用ください。

新型コロナウイルス
感染症対策について

10/24～11/30、3/27～31

10月の水曜日、
11/4・10・17・24、12/13～17

70

利用方法
１．紀州鉄道予約センターに電話をしてご予約ください。
　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。
【会員No.】1-1772

紀州鉄道予約センター
TEL 03-3262-8166 【予約センター】　月～金曜日　9：00～17：00　　営業時間　　　土曜・日曜・祝日・年末年始休み

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。
　（房総白浜ウミサトホテルを除く３施設をご予約の場合は、予約センターから「宿泊確認票」をお送りします）
３．予約が取れましたら、弘済会に右によりハガキまたは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。後程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」をチェックインの際、フロントに提出してください。
　（房総白浜ウミサトホテルを除く３施設をご利用の場合は、「宿泊ご利用券」と併せ、「宿泊確認票」をご提出ください）
５．宿泊料は現地にてご精算ください。

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）　048－822－7551（代表）

申込先

埼玉支部協定施設の「民宿　はまだ（秩父市）」は、令和２年度に廃業しております。
また、日教弘指定宿泊施設の「大町山荘（大町市）」は、令和３年３月末営業終了。「ラッセルホール（兵庫教育会館・
神戸市）」は、令和３年８月１０日営業終了。「鹿児島東急ＲＥＩホテル」は、令和３年９月３０日営業終了となります。

埼玉支部協定施設の「民宿　はまだ（秩父市）」は、令和２年度に廃業しております。
また、日教弘指定宿泊施設の「大町山荘（大町市）」は、令和３年３月末営業終了。「ラッセルホール（兵庫教育会館・
神戸市）」は、令和３年８月１０日営業終了。「鹿児島東急ＲＥＩホテル」は、令和３年９月３０日営業終了となります。

お知らせ

「スペシャルプラン」
●施設名
●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
友の会（退職者）

●ご利用人数合計

ハガキ・FAX記載事項

FAX 0120-68-7558
（申込専用FAX番号）

読者のページ読者のページ
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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

令和２年 11月 佐藤　幸秀 友の会（久喜市）
 12月 堅田　弘子 友の会（川越市）
 〃　 鎌塚　一夫 友の会（熊谷市）
 〃　 常盤　一郎 友の会（蕨　市）
令和３年 1月 岩田　和夫 友の会（本庄市）
 〃　 落合　弘子 （本庄市立本庄東小学校）
 〃　 小林　洋左 友の会（狭山市）
 〃　 杉本八重子 友の会（越谷市）
 〃　 野中　　静 友の会（加須市）
 〃　 服部　幸雄 友の会（滑川町）
 〃　 町田　邦夫 友の会（県　外）
 〃　 宮本　松男 友の会（熊谷市）

令和３年 2月 宇津木敏子 友の会（東松山市）
 〃　 加藤　　操 友の会（さいたま市）
 〃　 田沼　富喜 友の会（鴻巣市）
 〃　 深澤悠紀雄 友の会（さいたま市）
 〃　 山家　基秀 友の会（川越市）
 3月 遠藤　吟子 友の会（春日部市）
 〃　 遠藤　静江 友の会（久喜市）
 〃　 亀田　章江 友の会（本庄市）
 〃　 小島　昭三 友の会（さいたま市）
 〃　 野澤　美春 友の会（小川町）
 〃　 本田　正志 （聖望学園高等学校）
 〃　 八巻　紀男 友の会（深谷市）

令和３年 4月 今井　和司 友の会（坂戸市）
 〃　 栗島　　裕 友の会（東松山市）
 〃　 杉野　真澄 （幸手市立西中学校）
 5月 新井　五郎 友の会（熊谷市）
 〃　 伊古田孝志 友の会（秩父市）
 〃　 小池　慶治 友の会（秩父市）
 〃　 茂木　行雄 友の会（県　外）
 6月 大脇　美江 友の会（越谷市）
 〃　 神山　米作 友の会（滑川町）
 〃　 髙瀬　則子 友の会（羽生市）
 〃　 堤　　昌義 友の会（日高市）
 〃　 吉田　正芳 友の会（飯能市）

（敬称略）

宿泊補助

（敬称略）

　初夏の週末、秩父の小鹿野でのんびり過ごしました。山間の
静かなお宿、元大相撲の幕内力士が経営者である旅館の所々に
は大相撲の写真・資料が展示され、露天風呂も土俵を模したつ
くりで気分満点です。風呂の定員は5人まで、食事処もそれぞ
れのテーブルを離した配置で感染対策も十分でした。
　夕食は季節の食材を使った、炊き合わせ、天ぷら、鮎の塩焼
き等10種の膳が順に運ばれ舌鼓、そこに地酒が加わり初夏の宵
をゆっくり堪能しました。
　翌日は小鹿野、街探索！タイムスリップしたかのような古い
街並み、小鹿野歌舞伎・春まつりの立派な屋台の写真を町の施
設で拝見しました。町が一体となり伝統を大切に守り続けてい
ることに感銘を受けました。街から少し足を伸ばし名産のワイ
ン醸造場に立ち寄り、小鹿野を後にしました。
　小鹿野町の1泊2日の旅、彩の国、また一つ埼玉の素晴らしさ
を発見しました。有意義な機会を与えていただいた弘済会埼玉
支部様のご配慮に感謝です。

秩父西谷津温泉 宮本の湯
埼玉県 5月泊

東京都荒川区　小野寺 宏
ひろしお の でら

　友人４名で、緊急事態宣言明けに磐梯熱
海温泉に行きました。白河南湖・湖畔の翠
楽苑にて抹茶をいただきながら、しばし普
段の慌しさを忘れゆったりした気分を味わ
いました。ホテル到着し好きな浴衣を選び
即入浴し、露天風呂から桜が見られ最高で
した。朝・夕食共に地元の食材をふんだん
に取り入れたメニューで、また地酒も美味
しく福島の味を堪能しました。ホテルのス
タッフもとても親切丁寧で親しみ深かった
です。翌日は喜多方の日中線のしだれ桜・
鶴ヶ城から見た桜・修学旅行の引率では目
に入りませんでした。宮川の千本桜を見物
して、心身共にリフレッシュして、次回の
約束をして帰途につきました。ゆとりろ磐
梯熱海の皆様ありがとうございました。

ゆとりろ磐梯熱海
福島県 4月泊

蓮田市　萩原 久美子
みく こはぎわら

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！！

日教弘のしくみ

教弘保険加入と
保険金の支払い
教弘保険加入と
保険金の支払い

60年以上に亘る
提携関係

各種の公益事業各種の公益事業
●教育振興事業
●福祉事業
●教育振興事業
●福祉事業

最終受益者は子どもたち

安心を支える
「たすけあいの輪」

公益性

参事
弘済会

教職員の皆様教職員の皆様
学校学校

LC（ライフプラン・コンサルタント）
ジブラルタ生命
LC（ライフプラン・コンサルタント）
ジブラルタ生命

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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★土地活用・アパート経営・相続対策セミナー
　建物メンテナンス相談会も随時開催中！

あおり運転対策に！ 又、スピーディーな事故解決に！

※1 本サービスは事故時の責任割合が必ず有利になることをお約束す
るものではありません。

※2 AIによる動画解析は大きな衝撃を検知した場合に、提供できる
サービスです。

※3 AIが解析した相手車両の速度等のデータ（参考値）は通信環境・天
候・事故の状況等により事故対応に活用できない場合があります。

（注1）本商品にセットされる「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」
の特約保険料（保険期間1年の場合の口座振替12回払の保険料）です。なお、保険期間
が1年を超える場合や払込方法が異なる場合は、上記の特約保険料と異なります。ま
た、大口団体割引は適用されません。

（注２）本商品は、「タフ・クルマの保険」と異なる保険料水準を適用しているため、上記の特
約保険料が本商品と「タフ・クルマの保険」の保険料差額になりません。

タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）

安全運転で
得する

安全運転を
楽しむ

※当社で行った衝突実験の画像です

事故映像をAIで解析し、
相手車両の速度等の事故状況を把握！

事故時には事故映像を当社へ自動送信!
ドライブレコーダーを通じて専任オペレータと通話が可能!

詳しくは動画を
ご覧ください

万が一の
事故も
　安心

夜間・休日も平日と
変わらない対応で、
24時間365日安心

当社オリジナルのドライブレ
コーダーだからこそ実現できる、
高度な事故対応

をご覧ください。

運転診断レポート
川島隆太教授の
いきいき脳体操
ADテレマイレージ

事故緊急自動通報サービス
見守りサービス
安全運転支援アラート

運転特性割引

安全運転を
見守る

タフ・見守るクルマの保険プラス
スタッファー オモテ面
210×100mm

月々
+850円

（注1）(注2）

※1 本サービスは事故時の責任割合が必ず有利になることをお約束す
るものではありません。

※2 AIによる動画解析は大きな衝撃を検知した場合に、提供できる
サービスです。

※3 AIが解析した相手車両の速度等のデータ（参考値）は通信環境・天
候・事故の状況等により事故対応に活用できない場合があります。

（注1）本商品にセットされる「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」
の特約保険料（保険期間1年の場合の口座振替12回払の保険料）です。なお、保険期間
が1年を超える場合や払込方法が異なる場合は、上記の特約保険料と異なります。ま
た、大口団体割引は適用されません。

（注２）本商品は、「タフ・クルマの保険」と異なる保険料水準を適用しているため、上記の特
約保険料が本商品と「タフ・クルマの保険」の保険料差額になりません。

タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型）

安全運転で
得する

安全運転を
楽しむ

※当社で行った衝突実験の画像です

事故映像をAIで解析し、
相手車両の速度等の事故状況を把握！

事故時には事故映像を当社へ自動送信!
ドライブレコーダーを通じて専任オペレータと通話が可能!

詳しくは動画を
ご覧ください

万が一の
事故も
　安心

夜間・休日も平日と
変わらない対応で、
24時間365日安心

当社オリジナルのドライブレ
コーダーだからこそ実現できる、
高度な事故対応

をご覧ください。

運転診断レポート
川島隆太教授の
いきいき脳体操
ADテレマイレージ

事故緊急自動通報サービス
見守りサービス
安全運転支援アラート

運転特性割引

安全運転を
見守る

タフ・見守るクルマの保険プラス
スタッファー オモテ面
210×100mm

月々
+850円

（注1）(注2）

安全運転で
得する

安全運転を
楽しむ

万が一の
事故も
　安心

夜間・休日も平日と
変わらない対応で、
24時間365日安心

運転診断レポート
川島隆太教授の
いきいき脳体操
ADテレマイレージ

事故緊急自動通報
サービス
見守りサービス

運転特性割引

●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・クルマの保険パンフレット」「タフ・見守るクルマの保険プラスパンフレット」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、必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。　●「タフ・クルマの保険」は個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険プラス」は「運転特性情報による保険料
算出に関する特約」に加え、「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」（タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型））または「事故発生の通知等に関する特約」（タフ・見守るク
ルマの保険プラスＳ）のいずれかの特約がセットされた個人総合自動車保険のそれぞれのペットネームです。       （201001）　(2020年12月承認）　GB20A010768　(16-744)　[QS25]

（注１）本商品にセットされる「事故発生の通知等に関する特約」の特約保険料（保険期間1年の
場合の口座振替12回払の保険料）です。なお、保険期間が1年を超える場合や払込方法
が異なる場合は、上記の特約保険料と異なります。また、大口団体割引は適用されません。

（注２）本商品は、「タフ・クルマの保険」と異なる保険料水準を適用しているため、上記の特
約保険料が本商品と「タフ・クルマの保険」の保険料差額になりません。

（注３）タフ・見守るクルマの保険プラスＳが提供するテレマティクス損害サービスの詳細は、
「タフ・見守るクルマの保険プラスパンフレット」をご覧ください。

（注4）安全運転スコアの区分がCの場合と比較した割引率です（割引率は現時点での内容で
あり、将来変更となる場合があります）。なお、一部の特約には割引が適用されないた
め、保険料全体に対する割引率とは一致しません。

※1 本商品は、ご契約のお車の安全運転スコアによっては、当社が販売している他の自動車
保険と比べて保険料が割高となる場合があります。当社がご提供する運転診断レポート
や安全運転アドバイスをご活用いただき、安全運転を心がけてください。

※2 運転特性割引の適用には条件があります。詳しくは「タフ・見守るクルマの保険プラスパ
ンフレット」をご確認ください。

タフ・見守るクルマの保険プラスS
安全運転で保険料が割引に!

詳しくは動画を
ご覧ください

タフ・見守るクルマの保険プラス
スタッファー ウラ面
210×100mm

月々
+100円

（注1）(注2）

（注3）

安全運転を
見守る

安全運転スコア
A 区分 B 区分 C 区分

運転特性割引

80点以上 59点以下
8%割引 4%割引 割引なし

60～79点
（注4） （注4）

安全運転スコアに応じ
て継続後のご契約の
保険料が決まります。

安全運転で
得する

安全運転を
楽しむ

万が一の
事故も
　安心

夜間・休日も平日と
変わらない対応で、
24時間365日安心

運転診断レポート
川島隆太教授の
いきいき脳体操
ADテレマイレージ

事故緊急自動通報
サービス
見守りサービス

運転特性割引

●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・クルマの保険パンフレット」「タフ・見守るクルマの保険プラスパンフレット」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、必要に応じて当社ホームページでご参照ください。もしくは、代理店・扱者または当社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。　●「タフ・クルマの保険」は個人総合自動車保険、「タフ・見守るクルマの保険プラス」は「運転特性情報による保険料
算出に関する特約」に加え、「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」（タフ・見守るクルマの保険プラス（ドラレコ型））または「事故発生の通知等に関する特約」（タフ・見守るク
ルマの保険プラスＳ）のいずれかの特約がセットされた個人総合自動車保険のそれぞれのペットネームです。       （201001）　(2020年12月承認）　GB20A010768　(16-744)　[QS25]

（注１）本商品にセットされる「事故発生の通知等に関する特約」の特約保険料（保険期間1年の
場合の口座振替12回払の保険料）です。なお、保険期間が1年を超える場合や払込方法
が異なる場合は、上記の特約保険料と異なります。また、大口団体割引は適用されません。

（注２）本商品は、「タフ・クルマの保険」と異なる保険料水準を適用しているため、上記の特
約保険料が本商品と「タフ・クルマの保険」の保険料差額になりません。

（注３）タフ・見守るクルマの保険プラスＳが提供するテレマティクス損害サービスの詳細は、
「タフ・見守るクルマの保険プラスパンフレット」をご覧ください。

（注4）安全運転スコアの区分がCの場合と比較した割引率です（割引率は現時点での内容で
あり、将来変更となる場合があります）。なお、一部の特約には割引が適用されないた
め、保険料全体に対する割引率とは一致しません。

※1 本商品は、ご契約のお車の安全運転スコアによっては、当社が販売している他の自動車
保険と比べて保険料が割高となる場合があります。当社がご提供する運転診断レポート
や安全運転アドバイスをご活用いただき、安全運転を心がけてください。

※2 運転特性割引の適用には条件があります。詳しくは「タフ・見守るクルマの保険プラスパ
ンフレット」をご確認ください。

タフ・見守るクルマの保険プラスS
安全運転で保険料が割引に!

詳しくは動画を
ご覧ください

タフ・見守るクルマの保険プラス
スタッファー ウラ面
210×100mm

月々
+100円

（注1）(注2）

（注3）

安全運転を
見守る

安全運転スコア
A 区分 B 区分 C 区分

運転特性割引

80点以上 59点以下
8%割引 4%割引 割引なし

60～79点
（注4） （注4）

安全運転スコアに応じ
て継続後のご契約の
保険料が決まります。

〒 150-8488 東京都渋谷区恵比寿 1-28-1
https://www.aioinissaydowa.co.jp/

ご相談・お問合せ先
代理店：株式会社埼玉教弘
住　所：埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-12-24
電　話： 048-822-7553（直通）
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この内容は2021年8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

「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
お問い合わせがあります。ご自身の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｡

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｡（満了とならない保険もあります。）
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｡
　　  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

〒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.68は令和4（2022）年2月1日発行予定です。

令和3（2021）年
9月1日発行

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/

相続についてご存知でしたか？
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