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「全校児童が紅白に分かれて思いきり声を出し合う運動会での応援合戦」さいたま市立美園小学校 （本文 3 ページ）



目の市立小学校として市立美園小学
校から分離し、開校しました。12月
3日（火）、お話朝会に引き続き、
全校児童を前に記念品贈呈式を行
い、細田支部長から石川校長先生
に『懸垂幕』を贈呈しました。
さいたま市立大宮国際中等教育
学校は、さいたま市立大宮西高等
学校の再編により創立。県公立学
校初の完全一貫教育の中等教育学
校として開校しました。12月19日
（木）に記念品贈呈式を行い、細田
支部長から関田校長先生に『ビデ
オカメラ一式』を贈呈しました。

平成最後の月となった昨年 4月、さいたま
市に新設校 3 校が開校しました。さいたま
市立美園南中学校は、市内 58番目の市立中
学校として市立美園中学校から分離し、開校

しました。11月7日（木）に記念品贈呈式を
行い細田支部長から長岡校長先生に『学校
名看板及び武道場名看板』を贈呈しました。
さいたま市立美園北小学校は、市内104番
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昨年11月24日、ローマ教皇フランシスコが日本
を訪問し、長崎・広島でメッセージを発表されました。
その一節に「憎しみのあるところに愛を、いさかいの
あるところにゆるしを、疑いのあるところに信仰を、
絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあ
るところに喜びをもたらすものとしてください」とあり
ます。相互の信頼関係を説いたメッセージは世界中
に深い共感を呼びました。
また、昨年は自然災害で埼玉も含め全国に大きな

被害をもたらしました。「数十年に一度」というたい
へん危険な状況が各地で起こるようになり、「ただち
に命を守る行動」をとることを呼びかける「特別警報」
が発令されるようになりました。気候変動による要因
と言われています。そのような折に、スウェーデンの
グレタ・トゥーンベリさんによる国連での怒りのスピー
チは、世界の首脳に具体的対応を突きつけました。

2020 年となりました。時は着実に進行しています
が、それに合わせてのさまざまな分野での前進は
どうでしょうか。身近なことやグローバルなことに対

しても心配がつきないのは私の性分からでしょうか。
教職員が笑顔で子どもたちと接し信頼関係を深め
られる。子どもたちは未来に夢を描ける。家庭は安
心して子どもを生み育てられる。差別や暴力がなく
人権が保障され、世界中の人同士が尊重しながらつ
ながり合える。そんな理想を持ち合いたいと思って
います。
すべての教職員と家族の皆様が、健康でご活躍
されることをお祈りします。

2020 年にあたって

新設校記念品贈呈
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美園北小学校
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大宮国際中等教育学校 

懸垂幕を囲んで記念撮影する6 年生 ビデオカメラを手に喜ぶ校長先生（右）看板を受け取る校長先生（左）と剣道部生徒

校長 長
な が お か

岡 有
ゆ み こ

実子
美園南中学校 

 平成 31年 4月、さいたま市に次の3校が開校しました。当支部から、それぞれ記念品を贈呈しました

台風19 号による校庭浸水（県内の小学校）

［住民より写真提供］



毎年11月上旬の土曜日に、PTA 主催による「MISONOフェ
スタ」が盛大に開催されています。
フェスタでは、PTA、地域、教職
員が「One Team（ワンチーム）」
となり、児童に笑顔あふれる時間
を提供できるよう、PTAや地域
関係団体による模擬店やバザー、
教職員によるゲーム、本校金管
バンドによる演奏など、毎年催し
物を工夫しています。
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上空より校舎を望む  
埼玉スタジアム2◯◯2が見える（左上）

本校は、今年度よりさいたま市教育委員会から「基礎
学力向上」の研究指定を受け、算数科の研究に取り組ん
でいます。研究の推進においては、教育委員会、近隣
の大学、家庭・地域と連携を図りながら、授業研究やアン
ケート調査を通じて、近年増加してきた若い教員の授業
力や指導力の向上に努めるとともに、児童の学習意欲と
基礎学力の向上を目指しています。令和3年度には市内
の学校に向けて、研究の成果と課題を発信する予定です。

昨年度、埼玉県交通安全優良学校表彰を受賞しまし
た。交通量の激しい道路に囲まれている本校は、児童
が巻き込まれる交通事故の根絶を目指し、地域の交通
安全協会や民間の運送会社と連携を図りながら、全て
の学年において、交通安全教室を実施しています。

本市では、「サッカーのまち さいたま市」のキャッチフレーズ
の下、さいたま市小学校体育連盟浦和支部主催のサッカー大
会が毎年開催されています。昨年度は、校内及び区内の大会
を勝ち抜いた 6年生の代表クラスが男女とも中央大会に出場し、
見事にアベック優勝しました。

さいたま市では令和3年度から、全ての市立学校において、
学校運営協議会を設置することになっています。本校では地域
と共にある学校づくりを目指すため、他の学校より一足先に、
今年度新設された美園南中学校と合同で、学校運営協議会の
準備委員会を設立し、「地域で育てたい子どもの姿」を議論す
るなど、本格的な推進に向けて準備を始めました。

本校は、さいたま市の東部に位置し、急速に開発が進む地域に平成 24 年 4月に市内103 番目の市立小学校と
して児童数 539 名で開校しました。昨年は児童数が1,450 名を超え、報道等によると、全国 2位の大規模校にな
りました。開校 8 年目を迎えた今年度は、埼玉スタジアム 2○○2の南側に美園北小学校が新たに開校したことに
より、児童数が1,000 名になりましたが、依然として大きな規模の学校です。日々発展する美園地区の学校として、
保護者や地域の皆様のご理解・ご協力をいただきながら、元気なあいさつが飛び交い、児童と教職員が共に清掃に
励む学校づくりに取り組んでいます。

基礎学力の向上

交通安全教育の充実

PTAと連携した「MISONOフェスタ」の開催

市の「サッカー中央大会」で男女アベック優勝

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の推進

　 さいたま市立美園小学校
（〒336-0967 さいたま市緑区美園 5-33）

児童数：1,000名 学級数：32
 (特別支援学級 3､ 通級指導教室 1)
TEL 048-812-6611　FAX 048-878-6660
http://misono-e.saitama-city.ed.jp

（校長　柳
やぎぬま

沼  勉
つとむ

）

合言葉は『笑顔かがやく きれいな学校』

基礎学力向上に向け取り組んでいる「算数の研究」

交通事故防止のために「自転車教室」を開催

昨年度は
男女揃って優勝

熱戦を
繰り広げる男子

「MISONOフェスタ」での
金管バンドの演奏

市の「サッカー中央大会」に進出
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越谷市立北陽中学校

教諭 風
か ざ ま

間 俊
と し き

樹

中学校 道徳

本校は越谷市の北東部に位置する、静かな田園に囲まれた生徒
数402名、学級数12学級の中規模校です。中学校で今年度から
道徳科の全面実施を迎えたことを機に、本校では学年集会による
道徳科の授業びらきや、学年職員によるローテーション授業の展開
など、新たな取組を始めました。全教職員で生徒に寄り添う道徳
授業を目指し、どの教員も個性豊かな授業を実践し、情報交換を
行っています。私もその中で多くの刺激を受けながら、次の2つの
重点の下、心を耕せるような授業づくりに取り組んでいます。

1 はじめに

1つ目の重点として、「生徒の考えや意見が、授業のねらいに、どこ
まで迫ることができているか」を念頭に置きながら、授業を進めて
います。その中で生徒一人ひとりの成長を認め、励ます機会を探し
ています。その一つが、授業の導入と終末に取り入れている、「書く」
活動です。導入では、授業で扱う道徳的諸価値に関する生活の振
り返りやアンケートを行い、本時の授業への意識付けを行います。
終末では、授業の振り返りや今後の自分の生活に活かせることをま
とめます。この前後の記述内容の比較を通して、ねらいに即した一単
位時間の伸び具合を把握することができます。生徒の評価に活用

2 生徒の成長が見つかる授業

道徳科は正解が一つではない教科だからこそ、教材や他者
の考えを通して新たな発見が生まれる面白さがあります。現在
の社会は多くの情報や選択肢に溢れ、明確な正解のない環境
になっています。そのような社会の中を主体的に行動し、他者
とより良く生きていこうとする意欲を生徒たちに持ってもらい
たいと考えています。その思いに少しでも近づけるような授業
の実践を目指し、これからも精進していこうと思います。

4 おわりに

2 つ目の重点として、「生徒
が安心して、本音で話し合え
る」授業を心がけています。
学級の中では、自分の考えを
台本も見ずに発表することに
対して消極的な生徒もいます。
そこで、授業の展開後半で
10 分程度、4人グループで
課題について話し合う場面を
設定しています。ホワイトボードを活用し、『他者の意見を認め
ること・自分と他者の意見を比較すること・他者の意見をつな
げること』の3点を約束に、多面的・多角的に考えながらグルー
プ内で意見をまとめていきます。問題意識を持たせたり、課題
解決について考えたりする少人数の話し合い活動の方が、生徒
は本音で話し合おうとする意欲が沸くようです。話し合いが目
的にならないよう配慮する難しさもありますが、生徒が本音で
話し合った結果、教師が予想しないような考えが生まれ、全員
で驚いたり感心したりする時もあります。

3 本音で話し合える場面がある授業

するだけでなく、授業における発問や課題の設定が適切であっ
たかどうかを振り返り、授業改善に役立てることができます。

特別支援学校の先生方にアンケート調査がなされ、「対人関係に関する
指導」に困難さを感じているとの回答が多かったことから、この本が作られ
ました。対人関係における子どもの課題を「生活適応支援チェックリスト」
で明らかにし、「対人関係トレーニングサポート集」の 83 に及ぶ実践事例
を活用して指導を行い、克服することができます。実際にセットで使って
みると、効果的に対人関係の力が身につくことを実感でき、とても使いやす
いものでした。「対人関係に関する指導」に困っている小、中、高、特別支援
学校、全ての学校の先生方におすすめしたいと思います。

教師のための対人関係トレーニングサポート集
TTST

発達障害のある子供への対人関係トレーニングに取り組む教師を支援埼玉県立
秩父特別支援学校

教諭　持
も ち だ

田 美
み ほ

穂

宮田　愛 著
ジアース教育新社
1,900 円（税別）

シリーズ  私の読んだ本 ◆No.67

※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。

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

ぜひ
アクセス

して

みて
ください‼

視聴
できます。プロ

モーシ
ョンビデオを

４人グループによる話し合い活動の様子
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「ピエロのスーパーサーカス」で3人
のピエロによる様々な曲芸や楽しい
パントマイムにハラハラ・ドキドキ
の子どもたち。カラーコーン投げや
大きな風船を使って会場内を動き
回るパフォーマンスに、一緒に参加
し、子どもたちは大喜びでした。

チーム「絆」によるプロのアカペラ
の透き通った歌声、ハーモニーに引
き込まれるように始まったコンサート。
馴染みのある曲、とりわけ「パプリカ」
「世界に一つだけの花」では、子ども
たちが総立ちのダンスや合唱となり、
体育館が熱気に包まれました。

チーム「絆」によるプロのアカペラ
の歌声に子どもたちも徐々に盛り上
がり、「パプリカ」「花まつり」では、
体育館全体が熱い熱気とともに笑顔
でいっぱいになりました。クリスマス
も近いということで、サンタクロース
も登場し大喜びの子どもたちでした。

埼玉県立川越特別支援学校

埼玉県立大宮北特別支援学校

埼玉県立上尾特別支援学校

Aタイプ

Bタイプ

Aタイプ

Aタイプ

Bタイプ

令和元年11月13日(水)

令和元年11月19日(火)

令和元年12月20日(金)

10:30～11:30

10:30～11:30

10:55～11:55

ハートフル コンサート
弘済会埼玉支部 PRESENTs令和元年度

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、令和元年度は14 校で
開催し、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。

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。費用は原則、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、
下の2つのタイプで実施しています。

実施校報告（令和元年10月から12月に実施した7校）

チーム「絆」のアカペラの「勇気
100％」で始まったコンサート。馴
染みのある曲が演奏されると生徒
が徐々にリズムに乗って踊り出し、
最後は、ステージと参加者が一体と
なって、大盛況のコンサートになり
ました。

日本ろう者劇団による手話狂言
（演目：附

ぶ す
子）を鑑賞しました。ゆっ

たりとした動きで演じられる中、子ど
もたちは、リアルタイムで理解し笑い
声が度々出るなど楽しんでいました。
終了後にワークショップがあり、狂言
の歩き方等を楽しく学びました。

埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校

埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園

ハートフル コンサート

Bタイプ

Bタイプ

令和元年10月29日(火) 13:20～1420

10:50～12:00

「クラウンサーカス」で3人のクラ
ウン（ピエロ）による曲芸や楽しい
パントマイムに大喜びの子どもたち。
クライマックスは、子どもたちを交
えての皿回しリレー。間近に見たり、
実際に体験したりと体育館が笑顔で
一杯になりました。

「ピエロのスーパーサーカス」で4人
のピエロが織りなす様々な曲芸やパ
ントマイム。教職員の飛び入り参加に
大喜びの子どもたち。触れ合う場面で、
ピエロに抱かれた子どもたちは、担任
の先生も驚くほどの飛びっきりの笑顔
を見せるなど楽しい時間となりました。

埼玉県立日高特別支援学校

埼玉県立宮代特別支援学校

令和元年11月19日(火)

令和元年12月17日(火)

令和元年11月5日(火)

10:30～11:10

10:40～11:40

事業の種類
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教職員の皆様から多数のご応募をお待ちしています。教職員の皆様から多数のご応募をお待ちしています。教職員の皆様から多数のご応募をお待ちしています。教職員の皆様から多数のご応募をお待ちしています。教職員の皆様から多数のご応募をお待ちしています。教職員の皆様から多数のご応募をお待ちしています。教職員の皆様から多数のご応募をお待ちしています。教職員の皆様から多数のご応募をお待ちしています。教職員の皆様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、個人部門の場合は、個人1人
（1グループ）につき1編、学校部門の場合は、学校1校につき1編の応募とします。
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 29年度から令和元年度）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。

(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。

※（1）～（3）は当支部HPよりワード文書にて入力可能です。（令和 2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。（令和 2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 令和 2年 9月 4日（金） ［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（後援：文部科学省）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/

「教育実践報告」募集について令和2年度

「優秀賞」の中から数編を「日教弘教育賞」論文募集（後援：文部科学省）に推薦します。

（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

8 月 小久保光江 友の会（ 県 外 ）
11月 加藤　　茂 友の会（桶川市）
〃 中島　久榮 友の会（美里町）
12月 篠崎　　康 鶴ヶ島市立藤中学校

安野由貴子 友の会（白岡市）

1 月 小久保雪彌 友の会（ 県 外 ）

令和元年

令和 2年
※ 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。
なお、人間ドック等については、令和 2 年 4月受付分より、「受診
機関の領収書のコピー」がない場合は補助できませんので、領収書
は紛失しないようにご注意ください。

人間ドック等補助金及び
ご案内

結婚祝・出産祝のお申込みについて
サポートしています！

潤いのある生活を

弘済会は、皆様の



川越支社　東松山営業所 
〒355-0063 東松山市元宿1-14-5シャブラン榎本 2F 

TEL 049-331-0865

いつもお世話になっております！私ども東松
山営業所は埼玉県のほぼ中央に位置する東松
山市を中心とした比企郡を担当させていただ
いております。当営業所のあるここ高坂は、
車で10 分ほど行けば、山道のドライブを楽
しめる土地柄です。大昔は、このあたりが海
岸線だったようで、ご近所の「化石と自然の
体験館」では誰でも気軽に太古のサメの歯の
化石発掘体験が楽しめます。
現在 3 名の LC で1市 4 町 1村の学校を

担当させていただいています。先生方もこの
地域で長くお勤めされている方が多く、担当
LC もベテランぞろいです。長く温かくお付

き合いをいただい
ているのが本当に
ありがたく感じます。
特に昨年は台風
で被害の大きかっ
た当地域です。子
どもたちや地域の
方を支え、頑張って
いる先生方の姿を
見て、私たちも少
しでも長く先生方に寄り添い、助けになれれ
ばと、気持ちを新たにしております。
本年もよろしくお願いいたします。

ベテラン揃いで少数精鋭の
営業所です。

所長 増
ます だ

田 亨
きょうた

太

ジブラルタ生命保険（株）

東松山営業所です

こんにちは、

～「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

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

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

。いさだく認確ごを」款約・りおしの約契ご「」報情起喚意注「」要概約契「てじ通をトンタルサンコ・ンラプフイラの命生タルラブジは際の約契ご※
●記載の内容は2020年2月現在のものであり、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・・・・・

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？

！

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

常に備えておきたい
『安心のキホン』

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）
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！

7

妻の陣痛が始まったのは、教え子
たち

の大切な卒業式の前日でした。

運良く春分の日だったということも
あり、

出産に立ち会うことができました。
4時間

という時間が、あっというまに感じ
るほど

の時が流れましたが、子どもが生
まれた

瞬間は、今までに感じたことのない
嬉しさ

と妻への感謝の気持ちでいっぱい
になりま

した。子どものいる生活はたいへん
ですが、

最高に幸せです！

八潮市立八條小学校 宇
う な い

内 貴
たかひろ

弘

出産祝
荻原館（長野県）《令和元年９月泊 》

宿に向かう途中、上田市郊外にある無言館に寄りました。戦没した画学生の絵が展示されています。その絵の前に立つと無言になります。いろんな思いが湧いてきました。萩原館は、女将さんが迎えてくれました。スタッフの方も親切にもてなしてくれました。よかったのは、5F展望風呂の眺望が抜群。1Fの浴場もゆっくり、源泉かけ流しのとてもよいお湯でした。湯上がり処に置いてあった麦茶のサービス。これがとてもおいしかったです（たいていは冷水です）。夕食も一つひとつのお料理をよく説明してくれて、おいしくいただきました。完食しました。よい旅になりま
おいしくいただきました。完食しました。よい旅になりました。本当にお世話になりました。

友の会 𠮷
よ し だ

田 きよ子

宿泊補助

（敬称略）

皆様からいただいた
お葉書を
ご紹介いたします 



2020 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）

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. 19 ‒TC06541
B19-150602

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。

＊ 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2020年3月1日から2021年2月28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。

8

2020（令和 2年）.
2.20 発行

◆ 次号 教弘会報埼玉No.244 は
 2020（令和 2年）.4.23
 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

★
土
地

活用
・ア
パー
ト経営

相

続
対策
セミ
ナー

下記優良住宅メーカーをご紹介いたします。※1
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。

● 他のキャンペーン等との併用割引は受けられません。

※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）お問い合わせ

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

お得な
住宅ローン

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！

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！

随時
開催
中！

建
物
メン

テナ
ンス
相談も


