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公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部

副支部長 山
や ま ぐ ち

口 善
よ し こ

子

卒業、進級と、3月は学校現場において大きな節目
の月です。1年間喜び、悩んだ中で指導支援してきた
子どもたちとの区切りになります。どんなに苦労した
子どもにも「おめでとう」「ありがとう」という声に、今
までの苦労も何処かにすっ飛び、教師冥利に尽きる
思いを抱く月かと思います。クシャクシャの顔になって
いる先生の姿を何度見たことか、この思いを味わえ
るから教師は素晴らしい職業と確信しています。
「教師冥利に尽きる。」いつまでも忘れられぬ感慨
です。このことはこれからの教師にもいえるでしょう。
その子どもたちが成長し、再度冥利を感じさせて

くれる時があります。人によって違うのはもちろんで
すが、大人になった教え子が胸を張って生きる姿に
触れた時です。また、職に就き自立し、自分の生き方
を見つけ、その姿を昔の先生に見てくださいと言って
くる教え子に出会えた時などです。

どの子にも教師冥利を味わわせてくれる可能性が
あります。
この春、37年ぶりに昔の教え子から教師冥利を味
わう機会をもらいました。高校卒業後、大学に進学し、
父親と同じ道に進み、県展、親子展と頑張っている
ことは承知していました。彼女が平成19年、20年に
日本工芸会主催の伝統工芸技術の育成と継承を目的
に行われた研修に参加してから10年経ち、それぞれ
の創意工夫を重ねた成果の展覧会に、研修会の指導
者であった北村昭斎氏（重要無形文化財保持者）と
共に出品させていただいたとの案内が届きました。
教え子の一人が日本の伝統工芸の伝承に関わり、
その道で一筋の光明を得ていることは、次代を担う
子どもたちを育む教師としての冥利に尽きる思いを
抱きました。
先生方、日々の冥利だけでなく、ずっと先にも冥
利はありますね。

冥利に尽きる

※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。

是非
アクセ

スして

みて
くださ

い‼

QRコードから
埼玉支部の主な活動
がご覧になれます。

60 年以上にわたる提携関係

最終受益者は子どもたち

安心を支える
「たすけあいの輪」

学校
教職員の皆様

弘済会
参事

ジブラルタ生命
LC（ライフプラン・コンサルタント）

各種の公益事業
●教育振興事業
●福祉事業

教弘保険加入と
保険金の支払い

公益性 共済性

日教弘のしくみ

緊張の中にも喜びがこみ上げる卒業証書授与 卒業生への思いを込めて式辞を述べる校長

写真提供：熊谷市立大麻生中学校 
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ューア

ル予定
プロ
モー
ションビデ

オ



昨年、本校は野球応援で熱く燃え上がりました。ノー
シードから並み居る強豪校を打ち負かし、全国高校野球
選手権南埼玉大会で準優勝した結果はもちろんですが、夢
の甲子園を目指して努力を続け、決勝戦まで上り詰めた姿
は、正に「高く正し」が体現された瞬間でした。一戦ごと

に膨れ上がるスタンド
を紫に染め上げる応援
団は生徒だけでなく保
護者や卒業生も巻き込

　 埼玉県立川口高等学校
（〒333-0826 川口市新井宿諏訪山 963）

生徒数：1010 名 学級数：25 
TEL 048-282-1615　FAX 048-280-1026
http://www.kawaguchi-h.spec.ed.jp/
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校訓碑と桜

正門付近

校訓「高く正し」のもと
チャレンジし続ける高校

挑戦する強い心を育てる部活動

伝統を受け継ぐ学校行事
男子校時代からの伝統を受け継いで、本校の生徒たちは

学校行事にも全力で取り組みます。上級生の一糸乱れぬ行
進が見る者の心を打つ体育祭、目一杯楽しむクラス企画と
日頃の成果を全力で発揮する文化部が大活躍する文化祭等、
地域の方からも楽しみにしていただいている取組です。一方
で男子19km、女子14kmを走る長距離走大会は日頃の体育
の授業での積み重ねと困難に負けない強い気持ちが試され
ます。一人ひとりが精一杯自分の限界に挑むからこそ、終了
後の達成感・充実感もひとしおの伝統行事です。

本校では、県の「進路実現・学力向上重点推進校」（平
成25 ～26年度）に指定されたことを契機とし、大学進学
希望者が自分の可能性を追求し、「行きたい大学」を目標と
して一般受験でチャレンジしていく姿勢を全力でサポート
する体制が年々整備されてきています。
平成28年度入学生からは 2年次から理系・文系クラス

に別れ、早くから重点的に目標に向かっていく教育課程
へと移行しました。少人数指導による個に応じたきめ細か

本校は、昭和16 年の創立以来、77年の歴史を有する県立全日制普通科の伝統校です。平成 9 年に男子校から
男女共学校に移行し21年が経過した現在も、活気ある校風と教職員が一丸となった教育実践を継承し発展を続け、
地域の皆様からも厚い信頼をいただいております。「高い志を持ち、正しく生きよ」という精神を示した、「高く正し」
（たかくただし）の校訓のもと、生徒たちは勉学や部活動、行事などに熱く取り組み、日々自分の可能性を信じて
チャレンジし続けています。

組織的な学力向上策を整備し、生徒の進路目標を高める。

これぞ川高生
体育祭での見事な行進

（校長　柳
やながわ

川  典
の り あ き

昭）

い指導の展開や学年ごと
に進路相談や進学補講に
力を入れ、進路実現に向け
た学力向上、何より生徒の
可能性を引き出す指導を
充実させています。

んで盛り上がり、ネット等でも「応援は川高が優勝だ」という
声も聞かれるほどでした。日頃机を並べ、同じグラウンド
で汗を流す仲間の活躍は他の生徒たちにも「自分たちも
やれる！」という勇気と自信を与えてくれました。おかげで
学校全体に活気があふれ、夏以降、サッカー・ラグビー・吹奏
楽等多くの部活動で例年以上の成績につながっています。
他にもインターハイに複数名出場し、入賞も果たしたウエ
イトリフティング部や、2 つの全国書道展で文部科学大臣
賞を受賞した書道部が、関東・全国大会で活躍しています。
また、吹奏楽部の演奏会、書道部の「川高書展」（表紙
写真参照）、サイエンス部のサイエンスショーなどは地域の
人々・子どもたちにも親しまれ、楽しんでいただいています。

第100回全国高校野球選手権
南埼玉大会決勝 

スタンドを紫に染め上げて
（平成30年7月23日　県営大宮球場）

【未来を拓く「学び」プロジェクト公開授業】
生物基礎「糸

しきゅうたい

球体を探し出せ」
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朝霞営業所は埼玉県南部に位置する朝霞
市・和光市・新座市を担当させていただい
ています。この地域は、東京のベッドタウン
として発展していて人口も増加中です。
朝霞市にはミュージカルスターであった

本田美奈子さんのミュージアムもあり、隣
接している新座市には徳川家所縁の平林寺
があり、紅葉のシーズンは多くの方々が訪
れています。
営業所では1年目のルーキーから20年

以上のベテランLCのメンバーが学校担当と
して活動しております。
学校を訪問の際には、「いつも笑顔で声

をかけてくれてありがとう。」などと、先生

方からの心温まるお言葉に感謝しています。
また、元気にあいさつしてくれる子どもたち
に、私たちも身が引き締まる思いです。
先生方が安心して教育に専念できるよう、

先生方とご家族のためにお役に立てるよう、
学校訪問させていただきますのでよろしく
お願いいたします。

シリーズ  私の読んだ本 ◆No.61

3 年ほど前から機会があって「ポケットいっぱいの宝物」を読んでい
る。一人ひとりの子どもに向き合うこと、その背景（保護者・地域等）
に目を向けることなど当たり前だが、忙しさのなかで疎かになってし
まいそうな大切なことを思い出させてくれる。
また、様々な立場からの話は、自分にはないアイディアや発想、体験

談があり、教養を高めてくれる。忙しい毎日を送っているなかで、教員
を目指していたときの気持ちを思い出し、そして、初心にかえること
ができる。教員だけでなく多くの方々に読んでいただきたい一冊である。

「ポケットいっぱいの宝物６」

川島町立西中学校

教諭　佐
さ

野
の

公
き み

洋
ひ ろ

朝霞市立朝霞第四小学校

教諭 岡
お か

見
み

進
し ん

之
の

介
す け

小学校 国語

「主体的・対話的で深い学び」、「大学入試が変わる」…。これから
の時代を生きる児童に、小学校教諭として何ができるだろうか。私は、
このようなことを考えながら、日々の授業づくりをしています。特に
国語科は、主体性を引き出しやすいジグソー法＊や、書く力を伸ばす
作文指導が実施できる、「未来につながる教科」と考えます。

はじめに

主体的・対話的で深い学びを実現するために、知識構成型ジグ
ソー法はとても有効な手段だと考えます。また、中学校で、ジグソー

法を用いた授業が多く行われているの
を観て、ぜひ小学校のうちから学習ス
タイルに慣れさせたいと考えました。
国語の場合は、単元の終盤に取り入れ
ます。エキスパート活動では登場人物
ごとに心情の変化を理解し、ジグソー
活動で班ごとに集約します。すると、

主体的に、読みを深めるジグソー法

6 年生を担任しているとき「中学で困らないように」と始め
たこれらの実践ですが、児童の成長に毎回驚かされます。そし
て何よりも、児童の「わかった！」「書けた！」の声が最大の活力
です。今後もさらに、伸ばしたい力を見極め、未来につながる
授業が実践できるよう励みたいと思います。

おわりに

中学校に向けて、さらにその先に向けて、書く力を伸ばすこ
とは必須です。そこで私の学級では、毎日の帰りの会で1日の
ふり返りを書きます。ねらいは、書くことへの抵抗をなくすこと
と、書けるという自信をもたせることです。毎年、クラス専用
の200字詰めの原稿用紙を作成し、気分を高めます。時間も
4分間に固定します。すると4月には 2行しか書けなかった児
童も、秋には軽々と200 字が埋まるようになります。自信をも
たせることがねらいなので、評価や直しはしません。月末に、
書き溜めた原稿用紙を返却すると、児童は自分の書ける量がどん
どん増えていることに驚いています。週末は、400 字のテーマ
作文に取り組んでいます。こちらは時間をとってじっくりと添削
します。「自分は書ける」と自信をもてた児童は、どんなテーマ
でもなんとか表現しようとします。そうなると、様々な表現技法
をまるでスポンジのように吸収し、実際に試しています。この
域まで来ると、自然に作文力が伸びていきます。

書く力＝作文力を高めて中学校へ

一人読みでは見落としていた細かな叙述や描写に気づき、物語
の理解がぐっと深まります。班の仲間に伝えるために集中して
文章を読む姿は、とても生き生きしていました。

杉山 剛士 監修
世界通信社

 1,620 円（税込）

杉山 剛士

所長 中
なかじま

島 正
ま さ お

男

ジブラルタ生命保険（株）

朝霞営業所です

こんにちは、

協同学習を促すための方法。たとえば、3人グループを複数編成し、どのグループにも共通の課題を3つに分解して、各グループ1人一分野ず
つ受け持って勉強する。それを各グループの同じ分野を受け持った者同士が持ち寄って互いに紹介しあい、協力してジグソーパズルを解くよう
に全体像を浮かび上がらせる手法。それぞれの分野のエキスパートを養成し、グループ内の他のメンバーに教える必然性が生じるところがミソ。

＊ジグソー法

ジグソー活動で個人の読みを伝え合う児童

川越支社　朝霞営業所 
〒351-0022　朝霞市東弁財1-7-30-7F 

TEL 048-450-1226
意欲に燃える所長と LC一同

いつもお世話になっております。日頃
は弘済会指定職員であるライフプラン
コンサルタント（LC）が大変お世話に
なり、ありがとうございます。
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彩豊かな影絵により、不朽の名作「ピー
ターパン」を新たな世界に創り上げまし
た。子どもたちは、生演奏とのコラボに
より、美しく透き通った物語の世界を全身
で満喫していました。

語り手に合わせて、ファンタスティック
に浮かび出された影絵の世界は子ども
たちの心を鷲掴みにしました。素敵な影絵
人形の映像を観た後、実際に人形を操作
する体験活動もあり、楽しそうでした。

3人のピエロが織りなす様々な曲芸、
そして風船ボールを使って会場内を動き
回るパフォーマンスでは、触れ合う場面
や参観者の飛び入り参加もあり、会場と
一体となった楽しい時間となりました。

埼玉県立深谷はばたき特別支援学校

埼玉県立川口特別支援学校

埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校

Bタイプ

Bタイプ

Bタイプ

Bタイプ

Bタイプ
平成30年11月26日(月)

平成30年11月29日(木)

平成30年12月11日(火)

10:45～11:45

10:05～11:40

10:55～11:55

ハートフル コンサート
弘済会埼玉支部 PRESENTs平成30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、平成 30年度は14 校で実施しました。

ハートフル コンサートとは？

Aタイプ 学校と当支部が契約する企画会社が協議して計画・実施。費用は
原則、当支部が全額助成。

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。費用は申請に基づき、当支部が一定額助成。

事業はそれぞれの学校への事前調査
等を行い、右の二つのタイプで実施
しています。

実施校報告（11月から12月に実施した8校）

勇壮な太鼓の音が会場全体に鳴り響
き、リズム感あふれる雰囲気に包まれま
した。そうした中で児童・生徒が感じる
ままに、飛び跳ねたり、手をたたいたり
して、楽しむ姿が印象的でした。

小気味良いパーカッションのリズムに乗せ、
子どもたち一人ひとりに歌いかけるように会
場を巡るボーカルの歌子さんの姿が印象的で
した。「シャボン玉」の歌では、会場にシャボ
ン玉が漂い、フィナーレでは手話ダンスサー
クルの方々が加わり、盛り上げてくれました。

埼玉大学教育学部附属特別支援学校 さいたま市立さくら草特別支援学校

ハートフル コンサート

Aタイプ

Aタイプ

Aタイプ

平成30年11月8日(木) 10:30～12:00 10:55～12:10

ルネッサンス時代の復元楽器でそれぞ
れの演奏者が創り出す音楽の世界は、お
とぎの国へいざなってくれました。新聞
紙や厚紙の手作り楽器に目を輝かせ挑戦
する子どもの姿がありました。

透き通った歌声の響き、ハーモニーが会場
いっぱいに広がり、演奏と一体となった手拍
子、若手教員のバンブーパンフルートへの
挑戦も見事でした。「花祭り」では子どもたち
がフロアいっぱいに広がって踊り、心の一体
感を感じました。

プロの生演奏を聴くことへの期待感を
込めた生徒代表の挨拶と、校長先生の
素晴らしい音色のバンブーパンフルート
演奏もあり、会場全体がコンサートを心
ゆくまで楽しんでいました。

さいたま市立ひまわり特別支援学校

埼玉県立越谷西特別支援学校

埼玉県立草加かがやき特別支援学校

平成30年11月27日(火)

平成30年12月6日(木)

平成30年12月17日(月)

平成30年11月21日(水)

10:55～11:55

10:25～11:40

9 :55～11:15

事業の種類
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「教育実践報告」募集について平成31年度

教職員の方々から多数のご応募をお待ちしています。

1 趣 旨 埼玉県内各学校・教育機関における個人（グループを含む）または学校を対象として、優れた教育実践報告
に研究助成金を贈り表彰するとともに、教弘文庫「教育実践報告集」として刊行し、県内各学校・教育機関に
配布して、本県教育の振興に寄与する。

2 実践・研究の
分野と
その対象

(1)
(2)
(3)

教科指導を主とするもの・・・個人（グループを含む）または学校
教科指導以外の分野の指導に関するもの・・・個人（グループを含む）または学校
学校運営、学校間連携、保護者・地域社会との連携などに関するもの・・・学校

3 応募要件 (1)

(2)

(3)
(4)

応募は、個人（グループを含む）または学校としての実践に基づくものとし、応募は 1人（1グループ）・
1学校 1編とします。
公的機関等への研究委嘱等に関わる報告書、研究会・市販の図書・教育誌等に既に発表したもの及び他
団体に応募済のものなどは応募できません。
過去 3年以内（平成 28年度から平成 30年度）の優秀賞・優良賞の受賞者は応募できません。
応募された原稿の著作権は当支部に所属し、提出いただいたもの（写真等を含む）は返却しません。

4 応募形式
（厳守くださるよう
お願いします）

(1) 表紙に、（ア）上記 2の（1）、（2）、（3）のいずれであるか、（イ）個人（グループを含む）部門の応募
かまたは学校部門の応募のいずれであるか、（ウ）研究主題（研究副題）、（エ）所属校・職名、氏名（グ
ループの場合は代表者名、学校の場合は校長名）を記入します。

(2) 2 ページ目には 1所属校、2職名、3氏名、4研究主題、5研究副題、6研究の要旨（800 字以内）を
記入します。
当支部HPよりワード文書にて入力可能です。（平成 31年 4月以降）

(3) 3 ページ目は、初めの 6行分を用いて、研究主題、副題、所属校、職名、氏名（グループの場合は代表者名、
学校の場合は校長名）を記入します。本文は、さらに 1行分を空けて 8行目から書き出します。A4判
の用紙を横書き・縦長で使用し、1枚につき、24字× 43行× 2段組（フォント 10.5）のパソコン印
字によるもの 4枚以内（写真、図表等すべての資料を含む。）とし、文章化（日本語による。）すること
とします。パワーポイントは不可とします。
当支部HPよりワード文書にて入力可能です。（平成 31年 4月以降）

(4) 上記 3の（2）及び（3）を確認するための「応募要件確認書」を提出します。
当支部HPよりダウンロード（PDFデータ）にて出力可能です。（平成 31年 4月以降）

(5) これらの形式を大幅に逸脱する場合には、審査の対象とならないことがあります。

5 応募期限 2019 年 9月 5日（木） ［必着］ （簡易書留でお送りください。）

6 審査及び
審査基準

(1)
(2)
実践報告の選考は、（公財）日教弘理事長が委嘱する審査委員が行い、支部長が決定します。
審査基準　① 報告内容が、当面する教育課題に対しての取組、実践であること。
　　　　　② 実践の成果として、児童・生徒や学校、地域社会等の変容が具体的に見えること。
　　　　　③ 実践に傾けるひたむきな努力や熱意が感じられること。

7 表彰等 個人（グループを含む）、学校ごとに下記（1）のとおり表彰します。
(1)
(2)
(3)

「優秀賞」数編に各10万円、「優良賞・佳作」数編に各5～1万円を贈り、入選以外の応募者には記念品を贈呈します。
優れた実践報告は、教弘文庫「教育実践報告集」として刊行し、県内各学校・教育機関に配布します。
「優秀賞」の中から数編を「日教弘教育賞」論文募集に推薦します。

8 応募 ・ 
問い合わせ先

〒 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　教育実践報告係
電話　048-822-7551（代表）　https://www.kyoko.or.jp/

（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

9月 駒崎　高造 友の会（川口市）
〃 斎藤　　勝 友の会（蓮田市）
〃 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）
11月 池田喜代司 友の会（小川町）
〃 植竹　久代 友の会（加須市）

ご逝去 ご尊名 所属等

4月 柿沼　民子 友の会（羽生市）
7月 肥留川久米子 友の会（鴻巣市）
8月 遠藤田鶴子 友の会（桶川市）

平成 30年

平成 31年11月 大野　實雄 友の会（飯能市）
〃 白石　通昭 友の会（東松山市）
〃 鍋田　　泉 友の会（さいたま市）
〃 西澤　敏男 友の会（幸手市）
〃 古郡　範保 友の会（深谷市）
〃 吉田　ソウ 友の会（毛呂山町）
12月 内田　　清 友の会（加須市）
〃 小鹿野芳壽 友の会（坂戸市）
〃 齋藤かの子 友の会（ 県 外 ）

ご逝去 ご尊名 所属等

1月 五十嵐佳子 友の会（さいたま市）
〃 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）
〃 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）



～「転ばぬ先の杖」は 　　　　　　　　　        でもあるのです～～「転ばぬ先の杖」は 　　　　　　　　　        でもあるのです～ご家族の“お守り”

現職中も退職後も『4大リスク』への備えは重要です！

常に備えておきたい
『安心のキホン』

子どもの生活費

配偶者の生活費

相続（争族）対策
子どもの教育費

４大
リスク
とは？

高齢化社会を健やかに生きるために
『自助努力』で安心充実！

死亡 リスク（遺族保障）

介護のリスク（介護保障）

長生きのリスク（老後保障）

病気・ケガのリスク（医療保障）

ユース教弘保険

災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険

新教弘保険

集団契約特約付勤労保険

新教弘医療保険α
（無配当）

医療保険（14）
（保険料払込中無解約返戻金型）

新教弘介護保障付
終身保険
（無配当）

介護保障付終身保険
（低解約返戻金型）

新教弘米国ドル建
個人年金保険
（無配当）
米国ドル建

個人年金保険（19）

『4大リスク』に対応する教職員の皆さまのための教弘保険ラインアップ

いつも子どもたちのために全力投球されている
教職員の皆さま。皆さまが安心して暮らして
いくためには４大リスクへの備えが重要です。
高齢化がますます加速している今、一度立ち
止まって皆さまとご家族の将来について考えて
みませんか？

リスクに 備える      リスクに 備える      

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称：（公財）日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は、
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。

新商品

ジブラルタ生命保険株式会社 本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10 （通話料無料）0120- 37- 9419
ミ    ナ       キョウ　 イ　ク

教職員のお客様

※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。
●記載の内容は2019年1月4日現在のものであり、今後変更されることがあります。

共済事業（提携保険事業）提携会社

新教弘米国ドル建個人年金保険は米国ドル建であり、米国ドルを円に換算するときに為替相場の変動による影響を受けます。
したがいまして、年金受取総額等（米国ドル）を円に換算した場合の金額が、お払込みいただいた円建払込額（円建保険料）を
下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。
為替交換時（外貨⇔円）には為替交換手数料がかかります。また、保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用等が発生します。

◆為替リスクについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆ご契約にかかる費用について・・・・・

⑤日教弘広報誌用広告（W210mm　H198mm）A4の天地2/3
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出産祝をいただき、ありがとうございます。たくさんの方に支えられて娘は健やかに育っているのだと思っています。
娘が誕生してからの生活は、本当に充実しています。疲れて帰宅しても、娘の笑顔をみると元気になります。自分が親になり、保護者の目線で生徒をみることができました。まだまだ未熟な私ですが、これからも埼玉の子どもたちのために、家族のために頑張ってまいります。

東松山市立東中学校
千
ち よ だ

代田 夕
ゆ う き

貴

埼玉の子どもたちのために、家族のために頑張ってまいります。

今回第三子を
出産しました。

毎回お祝いをい
ただき、ありが

とうございます
。三人目になる

と、

お下がりのもの
ばかりになって

し

まいますが、い
ただいたお祝い

は、

三人目の子のた
めに大切に使わ

せていただきた
いと思います。

越谷市立蒲生第
二小学校

石
い し だ

田 恵
え み

美

ご案内
お知らせ

（敬称略）

出産祝
宿泊補助

水上ホテル聚楽（群馬県）
《 平成 30 年 11月泊 》
なじみの宿ですが、レストラン、ロビーがリニューアルということで、両親と期待して泊まりに行きました。目の前で料理をしてくれる形式になっていて、目でも見て料理を楽しむことができました。
温泉、食事、部屋の3つがそろったオススメの宿です。

友の会 小
こ じ ま

島 隆
たかし

弘済会は、皆さまの

サポートしています！

潤いのある生活を

※ ご照会は、弘済会の担当まで　TEL 048-822-7554（直通）
または、提携保険会社ジブラルタ生命の担当 LCにご相談ください。

人間ドック等補助金及び結婚祝・出産祝のお申込みについて
人間ドック等補助金及び結婚祝（記念品）・出産祝（記念品）の申込期限は、受診
（結婚、出産）後、1年以内です。期限内にお申込みの手続きをお願いいたします。

〈日教弘指定宿泊施設営業終了〉
（1） 「浅香荘」（福島県郡山市）は、
 平成 31年 3月 23 日（土）の宿泊にて営業終了となります。
（2） 「ホテルルイズ」（岩手県盛岡市）は、
 平成 31年 2 月 28 日（木）の宿泊にて営業終了となりました。
（3） 「津山国際ホテル」（岡山県津山市）は、
 平成 31年 2 月16 日（土）の宿泊にて営業終了となりました。

お知らせお知らせ

オススメの宿です。

荻原館（長野県）

《 平成 30年 8月
泊 》

お風呂は源泉かけ
流しで、非常

に良かったです。誕
生日を迎えた

娘にプレゼントをい
ただきました。

利用券のお願いが
直前になって

しまいすみませんで
した。迅速に

対応していただき
、ありがとうご

ざいました。
草加市立西町小学

校

真
ま か べ

壁 克
かつのり

典

皆さま
からいただいたお葉書をご紹介します



下記優良住宅メーカーをご紹介いたします。
建物本体価格、リフォーム工事価格が５％割引となります。
紹介希望の場合は、必ず埼玉教弘へご連絡ください。
電話・インターネットでお申込みいただけます。

埼玉りそな銀行、武蔵野銀行の各銀行でお得な住宅ローンをご利用いただけます。
新規での住宅購入、または借りかえをお考えの方は是非ご検討ください。
最新の金利等詳細については、埼玉教弘のホームページに各銀行のバナーが
ございますので、そちらからご覧ください。ID、パスワードは下記の通りです。

住宅メーカーへ直接連絡されたり、すでに商談が進んでいる場合は
割引が受けられません。展示場へ行く前に、必ずご連絡ください。

※1 旭化成ホームズは新築のみ

埼玉教弘　損害保険課 048-822-7553（直通）お問合わせ

5％割引

● 大成建設ハウジング（株）
● パナソニックホームズ（株）

● ミサワホーム（株）
● 住友林業（株）　

● 旭化成ホームズ（株）
● 大和ハウス工業（株）

提携住宅
メーカー

※住宅ローンのお申込みに際しては、各行所定の条件並びに審査がございます。審査結果によりましてはご要望に沿いかねる場合もございますのでご了承ください。

ID            ： srp0141
パスワード ： 97a1a0d3

ID ： mbk6340
パスワード ： 306340

埼玉教弘 検索検索埼玉教弘 検索

ご注意

★土
地活用

・アパート経営・

相続
対策セミナー随時開催中！

お得な
住宅ローン

8

2019（平成31 年）.
3.11発行

◆ 次号 教弘会報埼玉No.237 は
 2019（平成 31年）.4.22
 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

2019 年 2 月承認

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」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い合わせください。

引受保険会社

（総合自動車保険）

お問い合わせ／取扱代理店

埼玉教弘 損害保険課 URL https://www.kyoko.co.jp/
〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24

TEL 048-822-7553（直通）

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。

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。

QRコードから
カンタン見積り

ホームページからも
お見積り受付中！

埼玉教弘 検索検索埼玉教弘 検索

※さいたま市教職員の方に
はさいたま市職員団体
扱割引が適用されます。

プレゼント！高級ボールペン 1,000 円相当

募文 No. 18‒TC03883
B18‒104856

＊ 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。
＊ 当団体では上記の他に、さらに、団体扱割引13．2％を適用します。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。

新築・リフォームをお考えの方へ朗報です！

住宅ローンをご検討の方にお得な情報です！


