
−退職後の生きがいと温かい交流に−

弘 済 会 埼 玉

「燃えよ！ 商工会青年部！！ 第19回こうのす花火大会」 　
　鴻巣市商工会青年部がボランティアで地域商工業の発展と子どもたちに夢や希望を与えたいと願い、平成14（2002）年から主催す
る花火大会。地元の事業所を一軒一軒まわって協賛金を集めることからスタートし、企画・運営・終了後の清掃まですべてを約50人の青
年部員がこなす100％手作りの花火大会。今では、多くの子どもや団体などのボランティアスタッフが市内から集まる市民参加型の花火
大会。2014年には、世界一の4尺玉を打ち上げギネス記録に認定。今年は、10月1日（土）午後6時開催予定。場所は、鴻巣市糠田（ぬ
かた）運動場および荒川河川敷。約15,000発を打ち上げる予定。（こうのす花火大会実行委員会ホームページから抜粋）

（写真提供：こうのす花火大会実行委員会）
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　弘済会が、今年度創立 70 周年を迎えたか
らではありませんが、「70 歳が老化の分かれ
道」（和田秀樹著・詩想社新書）を読みまし
た。同書には、現在の 70 代の日本人はこれ
までの 70 代とはまったく違い、格段に若々
しく、健康になった人生における「最後の活
動期」として、その 10 年間をどう過ごすか
で老いを遅らせることができると述べられて
います。
　老いを遅らせる生活として、「何事におい
ても『引退』してはいけない」、「運転免許は
返納してはいけない」、「肉を食べることが『老
い』を遠ざける」、「陽の光を浴びることで
人は若々しくなる」、「インプットからアウト
プットに行動を変える」などを、自立した晩
年をもたらすための 70 代の健康術として示
しています。
　長年、高齢者医療に携わってきた著者
は、「困っている友人のために一肌脱いだり、
ちょっとしたボランティアをしたりして誰か

の助けになったりするという他者への優しさ
が、70 代のみならず老後の人間関係を豊かに
して、自らの心も満たしてくれる。」と結ん
でいます。
　コロナ禍で、これまでの経験が通用しない
ことが多く、当たり前にできていたことの大
切さを改めて痛感している中での友の会の各
支部活動ですが、会員同士の親睦を図り、心
温まる交流や感動と
の出会いの時を共
有することで、人生
100 年時代を前向き
に生きていきたいも
のです。

人生１００年時代、
 カギとなるのは「70代の10年間」！

会　長　　細
ほそ

田
だ

 　宏
ひろし

「70歳が老化の分かれ道」
和田秀樹 著　詩想社新書

福利厚生サービスが新しくなりました！
「日教弘ライフサポート倶楽部」から

「日教弘クラブオフ」へ
「日教弘ライフサポート倶楽部」から

「日教弘クラブオフ」へ

◉日教弘クラブオフの特典◉

＼他にも暮らしに役立つメニューやプレゼント企画など／

ホテルや旅館
国内約20,000施設

最大80%OFF

グルメ
全国40,000店以上

最大50%OFF

スポーツクラブ
全国約2,500カ所以上
会員優待価格

映画館
全国約300館
会員優待価格

重要なお知らせ

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。

※「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。

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！

①専用アプリ

GooglePlay AppStore から「クラブオフ」で検索

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！

②専用コールセンター

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！

③会員サイト
対象店舗で会員証
提示で特典利用！

④会員証提示

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。

「日教弘クラブオフ」　
パソコンでアクセス

http://www.club-off.com/nikkyoko/
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退職後の生きがい
友の会

　5月 17 日（火）、埼玉会館小ホールで約 170 名の友の会役員・
世話人等が出席して、令和 4年度弘済会埼玉友の会全県世話人会
が開催されました。あいさつに立った細田会長からは、3年ぶり
の開催を参加者とともに喜びたいという話があり、参加者も笑顔
でうなずいていました。続く来賓祝辞では、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、友の会活動の広がりや今後の友の会の
組織・運営について説明の後、質疑応答もありました。また、関
連事業の案内では、健康保持増進事業、福祉事業、教育文化事業、
提携保険事業、損害保険事業についての説明がありました。議事

の後には、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、前半の部を終了しました。
　休憩後の講演会では、身も心も元気になる講演を聞き、楽しくそして、有意義な時間を過ごしました。初めての
埼玉会館、初めての午後開催でしたが、皆様のご協力で滞りなく実施することができました。

あいさつする細田会長

　看護師のユニフォームで登場した森山さんの快活で
ユーモアたっぷりの関西弁に、会場は一瞬で虜になりま
した。
　現役の看護師としての経験を踏まえて、「転倒予防」や
「生活習慣病予防」、「認知症予防」のための効果的な方法
を、軽妙なおしゃべりとパワーポイントでの映像を通し
て、わかりやすくお話しくださいました。
　森山さんは、「心を健康にするには『自分を大切に思う』
ことが必要で、『自分は価値がある』『自分は有能だ』
『自分は愛されている』と自尊心を味方につけながら生活
して心を楽にしよう。」ともお話しされました。毎朝「私は幸せだ！」と声に出して言うのだそうです。
そうすると不思議とやる気が起きてきて前向きに生活できるとのことです。
　聴衆を巻き込むユーモアで参加者全員が元気と希望とパワーをいただきました。

講演会

【講師】　生活習慣研究所 所長　森
もりやま

山　佐
さ え

恵 氏

「60. 70. 80 代？まだまだ若い！もっともっと元気になりまっせ」

森山さんのパワーに魅了された講演会

　今年度は、各支部からの参加者を 3名以内として、7月 20 日（水）に埼玉教育会館で開催
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。併せて、今後の友の会の組織・運営の基本的な方向性も示
され、継続して協議していくこととされました。また、比企支部と埼
葛南支部の支部長様から、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。

幹事会
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「映画鑑賞券」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

２、申込上の注意

３、抽選結果の発表

１、応募方法
郵便ハガキで、下記様式により直接、弘済会へ応募ください。（ファックス不可）

・同じ方が鑑賞券①、②に応募できますが、当選はいずれか１つです。
・同じ鑑賞券番号に２枚以上応募された場合は、応募を無効とさせていただきます。
・１枚の応募ハガキには、希望する鑑賞券番号を１つお書きください。
　複数の鑑賞券番号を記入された場合には、応募を無効とさせていただきます。

・同じ方が鑑賞券①、②に応募できますが、当選はいずれか１つです。
・同じ鑑賞券番号に２枚以上応募された場合は、応募を無効とさせていただきます。
・１枚の応募ハガキには、希望する鑑賞券番号を１つお書きください。
　複数の鑑賞券番号を記入された場合には、応募を無効とさせていただきます。

当選者への映画鑑賞券送付（11月中旬）をもって、抽選結果の発表とします。当選者への映画鑑賞券送付（11月中旬）をもって、抽選結果の発表とします。

（１）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
　　　　　　　　映画鑑賞券応募係

（２）申込締切　11月７日㈪　弘済会必着
（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）
　

・映画鑑賞券申込
（とお書きください）
・映画鑑賞券の希望番号
（①、②の番号を１つ
　お書きください）
・郵便番号
　自宅住所
　電話番号　　　　　　　　
・氏名　

（ハガキ記載内容）

　友の会の皆様に日頃のご支援に感謝を込めて、ユナイテッド・シネマ（全国の劇場で利用可、県内は９劇場）
及びイオンシネマ（全国の劇場で利用可、県内は８劇場）の映画鑑賞券を抽選により贈呈いたします。お近くの
映画館でお好きな映画をお楽しみください。

「ユナイテッド・シネマ　映画鑑賞券」
（令和4年12月1日～令和5年5月31日まで使用可能）

25
名様

TICKET

鑑賞券①
「イオンシネマ　映画鑑賞券」
（令和4年12月1日～令和5年5月31日まで使用可能）

25
名様

TICKET

鑑賞券②

＊クラブ入会、お問い合わせ等は各クラブ代表まで

令和4（2022）年度 友の会会員はどなたでも参加できます。
多数のご参加をお待ちしています。

ゴルフクラブ
南部　OPG倶楽部
代表　越

こし
田
だ

 和
かず

夫
お

　☎048-478-4540（新座市）
いつまでも元気で、楽しく
　OPGは、Old Principal Golfの略称で、原則として小・中・高・特の
退職校長で組織されています。
　健康で「明るく、元気に、楽しく」をモットーに、今年は、女性会員

３名を含む30名の会員をA〜Dの４班編成でスタートしました。年６回の月例会と年４回
の競技会を実施しています（１月と８月は休み）。発足当時のメンバーは高齢化に伴い、
車の免許証返納など様々な状況により残念ながら退会者も出てきております。ゴルフ好き
の新規会員の入会を楽しみにしております。
　月例会は、幹事長と会計幹事のきめ細かい配慮のもと、荒川の河川敷のゴルフ場を会場
に、健康でゴルフができることに喜びと感謝をしながら楽しいひと時を過ごしています。
　競技会は、気持ちも新たに河川敷を離れ、県内及び関東近辺のゴルフ場を会場とし、A〜D班の持ち回り幹事で実施していま
す。それぞれの担当班が企画し、競技の開催場所の選定、協議内容などを工夫し実施しています。毎回参加者も多く、とても楽し
みな競技会になっています。
　お互いのプレーを認め合い、称え合いながらいつまでも元気にゴルフを楽しみたいと思っています。

オリンピック・スタッフ
足利ゴルフクラブでの競技会

（4.4.22）

〇 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。
〇 友の会クラブは他にもあります。詳しくは、下記あてお問い合わせください。
　・問合わせ先　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
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　埼葛南支部は春日部市、越谷市、さいたま市（岩槻
区）、八潮市、三郷市、吉川市及び松伏町の７市区町
で構成されています。会員数は、1,226 名（内準会員
36 名）、世話人 64 名。役員は正副支部長、代表世話人
の 11 名で更に監事、旅行委員、事務局を置いています。
◇令和４年度の主な事業
　○支部総会

　令和３年度事業報告と決算報告、役員の一部改
選、令和４年度事業計画と予算案を議題とし、そ
の後講演会を実施しました。

　○支部役員会
　年３回開催。総会や世話人会の準備と支部の運
営について協議します。

　○支部世話人会
　年２回開催し会員名簿の確認、「友の会だより」
配付のための仕分けを行います。

　○親睦旅行
　会員の相互交流と親睦を目的に旅行委員が企画
し実施します。

　○事務局会議
　総会、役員会、世話人会の資料作成と広報紙「さ
いかつ・みなみ」を発行します。

「支部活動の更なる充実を目指して」

埼葛南支部長　羽
は

角
すみ

 行
ゆき

雄
お

令和元年度　親睦旅行　秩父市において

　本支部は、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、
ときがわ町、鳩山町、川島町、吉見町の８市町で構
成され、会員数（準会員も含む）908 名、世話人 60
名、支部役員５名で組織され会員の生涯福祉と親睦
を図ることを目的に諸活動に取り組んでいます。
　コロナ禍の中、諸行事がスムーズに進まない状況
ですが、昨年度の様子を紹介いたします。
⑴コロナ禍で実施出来なかった事
　・支部総会
　・親睦研修旅行（草津・軽井沢方面）
　・郷土研修視察会（渋沢栄一記念館等）　
　・ジブラルタ生命保険説明会（相続関係）
⑵コロナ禍でも実施した事
　・世話人会（県や支部のたより等の配付）　
　・比企支部だより No.16 の発行
⑶比企支部だよりを発行する中で
　・支部でも殆ど活動らしい事が出来ない中、「支

部だより」を会員の交流の場と位置づけ世話人
の方々を中心に原稿を依頼。その結果、「みん

なの広場」で会員の方々の日常生活が豊かに醸
し出された玉稿が多数寄せられました。また、
会員の「趣味」の紹介で、写真やスケッチ・絵
画等の作品、短歌集出版の紹介をおこないまし
た。「不易」である会員の親睦を図る事を基礎に、
コロナ禍でも「流行」として、支部だよりの内
容を会員みんなで工夫する事の大切さを今後も
継続していきたいと思います。

「コロナ禍でも『支部だより』で
                        交流の場を推進」

比企支部長　小
こ

久
く

保
ぼ

 勝
かつ

昭
あき

役員による「友の会だより」仕分け作業風景

連携と喜びの支部活動
（敬称略）
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令和4年度令和4年度令和4年度 支部総会実施報告及び中止の対応
支部名 実施・中止 内　　　　　　容

1

北 足 立 南 6 月 2 日（木）
13：30〜
ジブラルタ生命保険㈱
川口営業所

◉令和３年度事業報告
◉令和４年度事業計画
◉支部親睦旅行について
◉諸連絡
◉講演会　「健康づくり」ウオーキング教室初級編
　講　師　日本ウオーキング協会公認指導委員
　　　　　　　　　　　　　　　　宇治 仁子 氏

2

北 足 立 中 6 月 1 日（水）
13：30〜
埼玉教育会館 4 階
弘済会分室

◉令和３年度事業報告
◉令和４年度事業計画（案）
◉研修親睦旅行について
◉新世話人・組織について
◉その他
◉講演会
　演題　「歌って笑って１０得ライブ」
　講師　歌謡漫談家　上松 市子 氏

3

大 宮 5 月28日（土）
14：00〜
さいたま市
高鼻コミュニティー
センター

◉令和３年度事業報告
◉令和４年度の世話人について
◉令和４年度事業計画
◉会員研修会（旅行）について
◉会員親睦会について
◉アトラクション「ギター演奏」　鶴見　明 氏
　映画音楽など　みんなで歌おう

4

北 足 立 北 6 月 6 日（月）
9：50〜

上尾市文化センター

◉令和３年度事業報告
◉令和４年度事業計画（案）
◉親睦バス旅行の計画について
◉新世話人等紹介
◉アトラクション　「落語」
　演目　「どんなお話か？お・た・の・し・み」
　講師　三遊亭 萬丸 氏（鴻巣市出身）

5

入 間 東 6 月 4 日（土）
10：00〜
クラッセ川越

◉事業報告と計画
◉役員紹介・新世話人紹介
◉親睦バスの旅について
◉健康クラブ
◉保険説明会
◉講演会
　演題　「生涯青春で地域貢献」
　講師　元川越市内中学校教諭
　　　　ボランティア活動で地域でラジオ体操指導　緑川 加寿子 氏

6

入 間 西 中　　止 ◉役員会に変更

7

比 企 6 月 6 日（月）
14：00〜
松山市民活動センター

◉令和３年度事業報告・決算報告
◉役員・代表世話人・新世話人の紹介
◉令和４年度事業計画案・予算案
◉予算執行に関わる細則について
◉親睦旅行について

6



　友の会14 支部のうち 9 支部で支部総会が 3 年ぶりに開催されました。新型コロナウイルス感染
予防対策を講じながらの開催でした。また、中止した 5 支部では、総会資料等を送付する等の対応を
お取りいただきました。関係の皆様に感謝しつつその概要をお知らせします。

支部名 実施・中止 内　　　　　　容

8

秩 父 中　　止 ◉書面評決

9

児 玉 中　　止 ◉紙上総会

10

大 里 東 中　　止 ◉世話人会に変更し資料配付

11

大 里 西 5 月27日（金）
14：00〜
深谷市男女共同参画推進
センター L・フォルテ
中会議室

◉令和３年度事業報告・決算報告・監査報告
◉令和４年度支部役員紹介
◉新支部長あいさつ
◉令和４年度事業計画案・予算案

12

北 埼 玉 中　　止 ◉紙上審議

13

埼 葛 南 6 月23日（木）
13：30〜
春日部市民文化会館

◉令和３年度事業報告・会計報告・監査報告
◉世話人委嘱状伝達
◉令和４年度支部役員紹介・代表あいさつ
◉令和４年度事業計画（案）
◉令和４年度予算（案）
◉令和４年度親睦旅行の案内
◉講演会
　演題「これからも人生のギアはドライブで！
　　　　〜在外教育施設勤務を通して〜
　講師　元越谷市立城ノ上小学校長
　　　　在外教育施設シニア派遣　佐藤 良明 氏

14

埼 葛 北 6 月10日（金）
14：00〜
久喜総合文化会館

◉令和３年度事業報告
◉令和４年度支部組織承認・新世話人等紹介
◉令和４年度事業計画
◉その他　親睦事業等
◉教弘保険・損害保険について

「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。
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（タワー館洋室利用の場合）

テルメテルメ休館日：10/4・5、11/8・9

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（1）草津温泉ホテルヴィレッジについては、「予約番号」及び「宿泊ご利用券」の枚数をお伝え
　し、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ござい
　ます。（2）ヴィラ北軽井沢エルウィングについては、「宿泊ご利用券」の枚数をお伝えし、予約センターから「宿泊確認票」を
　お送りします。（3）房総白浜ウミサトホテルについては、「予約番号」及び「宿泊ご利用券」の枚数をお伝えします。
３．ご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「宿泊ご利用券」の枚数、「予約番号（房総
　白浜ウミサトホテル・草津温泉ホテルヴィレッジのみ）」をご記入ください。後日弘済会から「宿泊ご利用券」を郵送します。
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。（予約センターから「宿泊確認票」をお送りしている
　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「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。
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

「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
（敬称略）

◇◇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

庭の四季

成人した卒業生に会えるタイムカプセル開封式

北足立北支部 　森
も り

田
た

 美
み

智
ち

子
こ

秩父支部 　山
や ま

口
ぐ ち

 榮
え い

子
こ

　先日、運転免許証更新の「高齢者講習」
の案内が届き、受講した。今年は更新の年

なのだが、この葉書にはビックリした。早いもので、退
職して 10 年余り、この秋には古希を迎える。
　退職後に植えたナニワイバラが、4 月にはたくさんの
白い花を咲かせ、フェンス一面を飾る。6 月はラベンダー
やアガパンサスが、ブルーの帯のように咲き乱れる。そ
の間に、ゴールデンキウィの摘果を何度もする。旧盆が
過ぎるとイチジクの収穫が毎朝の日課だ。10 月初めまで、
よくとれるので処理も忙しい。生が好きな人にはお裾分
けし、残りはジャムやコンポートにする。キウィの収穫
もやってくる。秋が深まって、青空に皇帝ダリアのうす
紫の大輪が広がるさまは圧巻だ。
　我が家の庭や畑の風景を代表するものをあげてみた。
コロナ禍で、好きな旅行ができなくても、マスクを気に
せず過ごせる場である。実際は、雑草との格闘、伸びた
枝の剪定など大変なのだが…四季を楽しめる庭をめざし
て、今日もひととき汗を流す。

　「元気？久しぶり。変わらないね。カッ
コよくなったね…」

　会場のあちこちで歓声があがっています。私が最後に
勤務した小学校では、成人式の午後「タイムカプセル開
封式」に参加するため、成人式を迎えた卒業生が小学校
に集まります。今年で 21 回となりました。
　タイムカプセルは、6 年生が二十歳の自分へ向けた手
紙などを木製の箱に入れ、学校で保管しています。開封
式には、当時の 6 年担任・管理職・PTA 担当職員・PTA
役員と現在の管理職・PTA 担当職員・PTA 役員等も参
加します。
　成人した卒業生に会う機会はあまりないので、タイム
カプセル開封式で会えるのは、とても嬉しいことです。
笑顔で友人と話す子、近況報告する子など、聞いている
私たちも楽しい時間です。笑い声が会場に響き、時間は
あっという間に過ぎてしまいます。
　私はあと 2 回開封式に参加できます。卒業生や懐かし
い方々に会えるこの会が私もとても楽しみです。ああ、
待ち遠しい。

笑顔で

孫と楽しむ仕掛けづくりが私の脳トレ

入間西支部 　田
た

辺
な べ

 珠
た ま

美
み

大里西支部 　関
せ き

根
ね

 正
ま さ

巳
み

　すぐそばにある何気ない日常の喜びや
感動、発見などで、私の一日は過ぎて行

きます。
　青空や夕焼け、富士山がきれいだった。今年も庭の百
合が咲いた。いつもの犬に吠えられなかった。探し物が
みつかった。信号にひっかからなかった。あの人の名前
を思い出した。けっこう歩いた等々。本当に些細な事で
すが、そのたびに心が笑顔になります。
　微助っ人「ビスケット」という言葉を使っている評論
家がいます。私の微助っ人は、高齢の両親が心穏やかな
人生を送れるようにする。家族が毎日健康で元気に過ご
せるようにする。子どもたちと良い関係を保つ。世話人
会で皆さんが和気あいあいと集えるようにする。後補充
に入る新任の先生に年の功で少しでも役立つアドバイス
をする等。まあ私にもまだまだたくさんの微助っ人がで
きるようです。
　日常の何気ない喜びや感動、発見を大切にしながら、
家族や社会に少しでもお手伝いができるようにしていき
たい。そして、私を大切にしてくれる人に囲まれて、い
つも心と顔は笑顔で過ごしていきたいと思う日々です。

　昨年の 9 月、孫が遊びに来ると連絡が
あった。栗拾いや芋掘りをして土産にする

ことは例年通りであるが、今回は流しそうめんで喜んで
もらおうと考えた。流しそうめん機を買うのではつまら
ないし、孟宗竹で作るのは大掛かりすぎる。そこで一計
を案じホームセンターに行ってプラスチック雨樋を買っ
た。短くてはつまらないし、長いのは車に入らない。そ
こで 4 ｍの長尺を買って駐車場で半分に切断した（2 ｍ
×2 より安い）。もちろん接続のパーツも買った。持ち帰っ
て早速組み立てた。大小の脚立を使い雨樋に傾斜をつけ、
のばしたホースで水を流し、たらいで受ける。何度か雨
樋の傾斜、水の流れを試して完成。
　当日の昼食は、流しそうめんだと知らせておいたので
腹を空かせて長男家族が到着。天気もよく、雨樋そうめ
ん機セットは準備万端、そうめん、天ぷら、薬味、一緒
に流す野菜果物をテーブルに並べ、流しそうめん大会ス
タート。みんなの笑顔、孫の箸づかいもよく、おなか一
杯食べて流しそうめん大成功。
　孫の笑顔を想像し、さあ次は何を仕掛けようか。
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（タワー館洋室利用の場合）

テルメテルメ休館日：10/4・5、11/8・9

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（1）草津温泉ホテルヴィレッジについては、「予約番号」及び「宿泊ご利用券」の枚数をお伝え
　し、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ござい
　ます。（2）ヴィラ北軽井沢エルウィングについては、「宿泊ご利用券」の枚数をお伝えし、予約センターから「宿泊確認票」を
　お送りします。（3）房総白浜ウミサトホテルについては、「予約番号」及び「宿泊ご利用券」の枚数をお伝えします。
３．ご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「宿泊ご利用券」の枚数、「予約番号（房総
　白浜ウミサトホテル・草津温泉ホテルヴィレッジのみ）」をご記入ください。後日弘済会から「宿泊ご利用券」を郵送します。
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。（予約センターから「宿泊確認票」をお送りしている
　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「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。
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

「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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宿泊補助 （敬称略）

　とてもすばらしい宿泊施設でした。温泉は、とても心地
よくふだんのつかれをとることが、できました。展望風呂
が8階にあり、こんなに星がたくさんある、というぐらい
きれいでした。
　食事もよかったです。夕食はアルコールが飲み放題だっ
たので、つい飲み過ぎてしまいました。生ビールはとても
おいしかったです。
　部屋は二部屋あり、一部屋は掘りごたつでした。一階も
ソファがたくさん置いてあり、リラックスできました。と
ても思い出に残る旅行でした。

ゆとりろ那須高原
栃木県 5月泊

さいたま市　鈴木 　誠
まことすず き

　ウエ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。お風呂は黄金（おうごん）の
湯と白銀（しらかね）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、また松本楼に泊まり
たいです。

伊香保 松本楼
群馬県 3月泊

ふじみ野市　貝瀬 恒子
つねせ こかい

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３年 11月 大澤多嘉子 友の会（上尾市）

 〃　 髙栁百合子 友の会（本庄市）

 〃　 宮沢　たけ 友の会（小川町）

 12月 石川　久子 友の会（小鹿野町）

 〃　 小山内勇吉 友の会（所沢市）

 〃　 黒田　由実 （所沢市立上山口中学校）

 〃　 小島美和子 （川口市立南鳩ヶ谷小学校）

 〃　 清水　雅代 （本庄市立本庄東小学校）

 〃　 白土　正人 友の会（さいたま市）

 〃　 山中　有子 友の会（秩父市）

令和４年 １月 小川　　緑 友の会（北本市）

 〃　 古峰　昌子 友の会（加須市）

令和４年 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 新井　敏雄 友の会（秩父市）

 〃　 奥　　千加 （県立秩父農工科学高等学校）

 〃　 小澤　嘉一 友の会（幸手市）

 〃　 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）

 〃　 幡谷　順一 友の会（久喜市）

 〃　 毒島　君江 友の会（川口市）

 〃　 森田　長平 友の会（越生町）

 ３月 新井　隆信 友の会（本庄市）

令和４年 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 （県立春日部工業高等学校）

 〃　 大沼　義春 友の会（嵐山町）

 〃　 庄田　路子 友の会（深谷市）

 〃　 水口　雅枝 友の会（川越市）

 ４月 小峯　　賢 友の会（毛呂山町）

 〃　 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）

 ６月 吉田　虎吉 友の会（東松山市）

（敬称略）

那須高原伊香保
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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！

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
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

〒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
TEL 048-822-7553（直通）

株式会社 埼玉教弘 損害保険課 お見積りは
こちらから

お問合わせ
取扱代理店
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ミ ナ キョウイク
　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）

　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）」「注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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｡

この内容は2022年8月現在のものです

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｡
　　  日教弘クラブオフ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.70は令和5（2023）年2月1日発行予定です。

令和4（2022）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/

照会 ○○保険

回答

照会

回答

生命保険協会

親や家族の「死亡」または「認知判断能力の低下」で、
生命保険契約の存在が分からない…

家族で調べる
●保険証券を探す
●保険会社の通知を探す
●通帳を確認する
など、まずは家族で生命
保険契約の存在や内容を
調べ、制度を利用する必
要があるかを判断します。

契約の存在が分からない場
合は、生命保険協会に契約
の有無の照会を行います。
※利用料は1照会当たり3,000 円（税込み）です。加えて、確認書類として「戸籍」
や「協会所定の診断書」等の提出を求めるため、別途ご準備いただく必要があり
ます。なお、災害時は利用料や書類の提出は求めません。

契約内容の確認や保険金・給付金
の請求については、契約している保
険会社に、直接連絡をします。
※契約の存在が判明した場合、契約内容の詳細や具体的な請求手続きについては、
当該契約に基づく権利を有する方から生命保険会社にご照会ください。

制度を利用する

保険会社へ連絡する

そんなときは、生命保険協会の

を、ご利用いただけます

どんなときに制度が利用できるの？

どんな手順で調べたらいいの？

詳しくは、生命保険協会のホームページをご参照ください

生命保険契約照会制度 検索
https://www.seiho.or.jp/

➡ ［平　時］ 親や家族が死亡したとき
親や家族の認知判断能力が低下したとき

➡ ［災害時］ 災害救助法が適用された地域で被災したこと
による死亡または行方不明のとき

次の理由により、
生命保険契約の有無が
分からないとき

お客さまに代わって、生命保険協会が生命保険各社に生命保険契約の有無を確認します

○○保険

連絡

調べても
分からない時

契約の存在が判明した時

証券等が
あった時

照会 ○○保険

回答

照会

回答

生命保険協会

親や家族の「死亡」または「認知判断能力の低下」で、
生命保険契約の存在が分からない…

家族で調べる
●保険証券を探す
●保険会社の通知を探す
●通帳を確認する
など、まずは家族で生命
保険契約の存在や内容を
調べ、制度を利用する必
要があるかを判断します。

契約の存在が分からない場
合は、生命保険協会に契約
の有無の照会を行います。
※利用料は1照会当たり3,000 円（税込み）です。加えて、確認書類として「戸籍」
や「協会所定の診断書」等の提出を求めるため、別途ご準備いただく必要があり
ます。なお、災害時は利用料や書類の提出は求めません。

契約内容の確認や保険金・給付金
の請求については、契約している保
険会社に、直接連絡をします。
※契約の存在が判明した場合、契約内容の詳細や具体的な請求手続きについては、
当該契約に基づく権利を有する方から生命保険会社にご照会ください。

制度を利用する

保険会社へ連絡する

そんなときは、生命保険協会の

を、ご利用いただけます

どんなときに制度が利用できるの？

どんな手順で調べたらいいの？

詳しくは、生命保険協会のホームページをご参照ください

生命保険契約照会制度 検索
https://www.seiho.or.jp/

➡ ［平　時］ 親や家族が死亡したとき
親や家族の認知判断能力が低下したとき

➡ ［災害時］ 災害救助法が適用された地域で被災したこと
による死亡または行方不明のとき

次の理由により、
生命保険契約の有無が
分からないとき

お客さまに代わって、生命保険協会が生命保険各社に生命保険契約の有無を確認します

○○保険

連絡

調べても
分からない時

契約の存在が判明した時

証券等が
あった時

照会 ○○保険

回答

照会

回答

生命保険協会

親や家族の「死亡」または「認知判断能力の低下」で、
生命保険契約の存在が分からない…

家族で調べる
●保険証券を探す
●保険会社の通知を探す
●通帳を確認する
など、まずは家族で生命
保険契約の存在や内容を
調べ、制度を利用する必
要があるかを判断します。

契約の存在が分からない場
合は、生命保険協会に契約
の有無の照会を行います。
※利用料は1照会当たり3,000 円（税込み）です。加えて、確認書類として「戸籍」
や「協会所定の診断書」等の提出を求めるため、別途ご準備いただく必要があり
ます。なお、災害時は利用料や書類の提出は求めません。

契約内容の確認や保険金・給付金
の請求については、契約している保
険会社に、直接連絡をします。
※契約の存在が判明した場合、契約内容の詳細や具体的な請求手続きについては、
当該契約に基づく権利を有する方から生命保険会社にご照会ください。

制度を利用する

保険会社へ連絡する

そんなときは、生命保険協会の

を、ご利用いただけます

どんなときに制度が利用できるの？

どんな手順で調べたらいいの？

詳しくは、生命保険協会のホームページをご参照ください

生命保険契約照会制度 検索
https://www.seiho.or.jp/

➡ ［平　時］ 親や家族が死亡したとき
親や家族の認知判断能力が低下したとき

➡ ［災害時］ 災害救助法が適用された地域で被災したこと
による死亡または行方不明のとき

次の理由により、
生命保険契約の有無が
分からないとき

お客さまに代わって、生命保険協会が生命保険各社に生命保険契約の有無を確認します

○○保険

連絡

調べても
分からない時

契約の存在が判明した時

証券等が
あった時
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