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「いつもと違う」夏休み ～当たり前に感謝～

教弘会報
埼 玉

この度の「新型コロナウイルス」感染拡大防止に向けた国民全体での一丸となった取組では、
私たちにかつてない大きな不安とストレスを感じさせる日々が続いています。太陽が東から

昇り西へ沈み、休みの日には家族や友人と出かけるという何気ない日常がいかに尊いことかを実感したのは、
私だけではないでしょう。
季節は巡り、夏休みが近づいてきました。例年のように暑い日が続いても、「いつもと違う」夏休みである

と思います。当たり前の生活ができるありがたさに感謝しつつ、計画を立て、毎日を有意義に過ごし、様々
なことに前向きに挑戦しようではありませんか。

教弘で、安心・安全・助け合い
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川口市立岸川中学校

教諭 阿
あ べ

部 憲
の り み ち

道

中学校 保健体育

「先生自身が『歴史ってこんなにも面白いんだよ！』と思って授業
をしなかったら、生徒には絶対に伝わらないよ」教育実習で指導者
の先生からいただいた言葉を今でも決して忘れていない。この一言
のお陰で、私は数年後に保健体育の免許を取得し、現在に至る。

1 はじめに

①子ども目線
大人目線を前提とした “子ども目線” を心掛けている。自分が生

徒なら「この授業を受けたい」と思うか？「次の授業も楽しみ」と思
う授業だったか？といつも考えている。年々生徒との年齢差は開く
が、精神年齢は近くありたい。少年のような遊び心を持ち続けるた
めに、積極的に子どもと遊び（子どもは遊びの天才）、趣味の時間
を大切にしている。自分の思い描いた授業を完結させる “自己満足
な授業” ではなく、“生徒満足度の高い授業” を目指している。
そのため私は、ウォームアップ時にかける音楽を生徒からリクエ

ストしてもらい、スマートフォンからBluetooth スピーカーを通じて

2 授業で大切にしていること

教員は、生徒にとって『憧れの大人』でなければならないと思っている。
教員は生徒が親や親族以外に初めて身近に接する大人であり、与える影響
は大きい。授業中に着るものや履く靴、使う筆記用具、立ち居振る舞いの
すべてに見られている意識を持ち、大人として生徒の前に立つ責任を果たし
たい。

3 おわりに

流したり、剣道の授業で面に紙風船を
つけ、打ち込む箇所を分かりやすくし
つつ、楽しみながら試合を行えるよう
にしたりしている。
②手本を見せる
初任校で出会った先輩教員はどの単

元でも手本を示すことができ、私の憧
れである。現代の子は動画で見ること
には慣れているが、本物を見る機会が少ないので、私も手本を示すことに
こだわって授業に取り組んでいる。2006 年に “マサカリ投法”で有名な村田
兆治さんのボールを受ける機会に恵まれた。村田さんは当時 56 歳だったが、
ストレートの球速は140 ㎞/h を記録し、フォークのキレも凄く感動した。
心身を鍛え続けることで不可能を可能にする姿を目の当たりにし、私も年齢
を言い訳にせず、可能性を求めプロとして格好良く居続けようと思う。
そこで私は、どの単元でも行う補強運動の腕立て伏せ、腹筋、背筋や、マッ

ト運動で側方倒立回転、倒立前転、前方倒立回転跳びなどの手本を見せて
いる。ダンスでは実際にダンスをしている方から教えてもらい指導を行った。
手本を見せると生徒は「おお～！」と歓声を上げ、話を聞く姿勢が変わり、

練習時間になると我先にと走って活動場所に向かう。「自分にもできるはず!」
とキラキラした目で課題に取り組むようになる。手本を見せることで「自分
にできるかな ?」と不安を抱く生徒もいるので、その子には丁寧にスモール
ステップを示して対応している。

真剣に保健の授業を受ける生徒

※ 　今後の「新型コロナウイルス」感染状況等に応じて、随時、対応を見直すことになりますので、
あらかじめご了承ください。

当支部では、「新型コロナウイルス」感染拡大防止対策として、
学校を支援したいと考え、埼玉県教育委員会へ「サージカルマ
スク」を1万枚贈呈しました。
5月27日（水）、細田 宏 支部長が教育長室を訪問し、「新し
い生活様式を目指す学校の教育活動再開の後押しの一つになれ
ば。」と、髙田 直芳 教育長へ目録と100 枚入りのマスクのサン
プルを贈呈しました。教育長からは、「マスクの贈呈に感謝します。
新型コロナウイルス感染防止に向けて、障害のある子どもたちに
様々な配慮をしながら教育活動を展開している特別支援学校で
有効に活用させていただきます。」とのお言葉がありました。

「新型コロナウイルス」感染拡大による会報配布の遅
れに伴い、「教弘会報埼玉 No.244」P5 掲載の「私の読
んだ本」読者プレゼントの応募期限を次のとおり変更
いたします。奮ってご応募ください。詳細は掲載号参照。

◎「教室はまちがうところだ」子どもの未来社　3名様

『緊急事態宣言』が解除され、学校が再開しました。しかしながら、未だ終息の見
えない「新型コロナウイルス」に不安な日々が続き、感染対策と新しい生活様式
が求められています。このような状況の中でも、多くの学校から「教育研究助成
金」や「給付奨学金」の申請が届き、教育活動の充実や児童生徒の支援に取り組
む様子が窺えます。当支部並びに当社では、「最終受益者は子どもたち」の理念の
下、学校のご期待に応えてまいります。つきましては、学校への訪問活動に際し
ては、次のように対応してまいりますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

髙田教育長（左）へ「サージカルマスク」
を贈呈する細田支部長（右）

100枚入りのマスクを100セット贈呈

「新型コロナウイルス」
感染拡大に伴う臨時休業が
長く続いた学校では、夏休
みを短縮して授業を行うこ
とになりました。当支部で
は、暑い時期に「新型コロ

ナウイルス」感染防止と熱中症対策に神経を使って授
業をすることになる学校のお役に立てればと、県内す
べての公立小中学校並びに県立高校・特別支援学校に
「ミストシャワー」を贈呈させていただいております。

すべての学校に「ミストシャワー」を贈呈

シリーズ「私の読んだ本」読者プレゼント
応募期間延長のお知らせ

「新型コロナウイルス」感染防止に関する当支部・当社の対応について

◆ 各市町村の教育活動の現状を把握し、登校再開後の様々な対応に追われる学校
の状況を理解した上で、教育活動への支障や「新型コロナウイルス」感染のリスク
のないように、十分に配慮した上で業務を遂行します。

◆ 当支部参事並びに指定職員のジブラルタ生命 LC（ライフプラン・コンサルタント）
や埼玉教弘社員が学校を訪問する場合は、必ず管理職等の了解を得た上で訪問し、
必要最小限の人数、時間で用務を済ませるようにします。

◆ 学校への訪問の際は、訪問前の検温や訪問時の手指の消毒、マスクの着用、ソー
シャルディスタンスの確保等、感染防止対策に努め、発熱等、感染の疑われる症
状がある場合は訪問を控えます。

◆ 来校記録簿等が設置してある学校では、入室・退室時刻、訪問者名、用務等を
必ず記録し、用務終了後は、管理職等に報告してから退出します。

埼玉県教育委員会へ「サージカルマスク」を1万枚贈呈＋＋＋＋＋＋ ＋＋＋＋＋＋

応募締切・・・令和2年8月31日（月）必着
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地域の施設（公民館、近隣県立学校
等）の清掃活動や作業製品の地域での
展示及び頒布会を年間10回程実施し
ています。たくさんのお客様とのふれあ
いは、生徒にとって貴重な機会であり、
大きな励みとなっています。

本校は、全国の特別支援学校で唯一ポニー
を飼育している学校です。愛称は「メロン」
です。児童生徒、教職員全員で協力し、様々な
専門家のサポートやアドバイスを受けながら、
飼育をしています。授業で、ブラッシング、水
替え、ボロとり、引き馬、エサやり等の世話
を行っています。また、「メロン」を教材に自
立活動や図画工作・美術の授業を行うことも
あります。さらに、休日になると地域の方か
らニンジンやリンゴといった「メロン」の好き
なものをいただくこともあります。「メロン」は
学校だけでなく地域のアイドルとなっています。

正門から校舎を望む

本校のマスコット
「メロリン」

支援籍学習では、約70名の児童生
徒が居住する地域の小中学校にも籍を
置いて、共に学習したり、手紙の交換
をしたりしています。昨年度は、小学校
の卒業式に出席した児童もいました。
地域の同年齢の児童生徒たちとの交流
を通して学びの幅を広げています。

各学部のステージ発表、作業製品の
頒布会をはじめ、「メロン」とのふれあい
や地域のボランティア団体や関係団体に
協力をいただき、郷土芸能（重忠太鼓）
や人形劇の上演等を行っています。昨年
度は、500名以上の地域の方に来校い
ただき大盛況でした。

児童生徒や地域から愛される存在

作業学習（高等部）支援籍学習（小、中学部） 文化祭（メロンフェスティバル）

埼玉県立深谷はばたき特別支援学校
（〒369-1105 深谷市本田 50）

児童生徒数 :278 名 学級数 :54
TEL 048-578-1701　FAX 048-578-1703
https://www.habataki-sh.ed.jp/

社会的自立を目指して、
児童生徒の主体的に生きる力を育む学校

乗馬体験をする児童

地域の児童と「メロン」
とのふれあい「メロン」の体

を洗う様子

小学校の卒業式に出席した児童

作業製品を地域の道の駅で販売

地域の伝統芸能「重忠太鼓」

本校は、平成 23 年 4月に開校し、今年度創立10 周年を迎えます。学区を深谷市、熊谷市、
寄居町の2市 1町とし、小学部 80 名、中学部 69 名、高等部129 名、合計 278 名の児童生
徒が在籍する知的障害特別支援学校です。目指す学校像に「社会的自立を目指して、児童生徒
の主体的に生きる力を育む学校」を掲げ、児童生徒が社会生活の中で、自信や生きがいを感じ、
主体的に生活できる力を育む教育と社会や地域に対して積極的に関わることのできる人間の育
成を目指しています。たくさんの可能性を持った児童生徒への教育の充実を目指し、教職員が
「チームはばたき」として一体となって教育活動に取り組んでいます。 （校長　矢

や じ ま

島 誠
まこと

）

地域とともに歩む学校

ポニーのいる学校
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川越市

熊谷市

川口市

行田市

秩父市

飯能市

加須市

本庄市

東松山市

春日部市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

越谷市

蕨市
戸田市入間市 朝霞市

志木市

桶川市

久喜市

北本市

八潮市

富士見市
三郷市

蓮田市
坂戸市

幸手市

鶴ヶ島市

日高市

伊奈町

ふじみ野市

三芳町

毛呂山町

越生町

滑川町
嵐山町小川町

ときがわ町
川島町

吉見町

鳩山町
横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町
東秩父村

美里町

神川町

上里町

寄居町

宮代町
白岡市 杉戸町

松伏町

吉川市

岩槻区

緑区

見沼区
大宮区西区

桜区
中央区

浦和区

南区

北区

川越市

熊谷市

川口市

行田市

秩父市

所沢市

飯能市

加須市

本庄市

東松山市

岩槻区

春日部市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

越谷市

蕨市
戸田市入間市 朝霞市

志木市

和光市新座市

桶川市

久喜市

北本市

八潮市

富士見市
三郷市

蓮田市
坂戸市

幸手市

鶴ヶ島市

日高市

伊奈町

ふじみ野市

三芳町

毛呂山町

越生町

滑川町
嵐山町小川町

川島町

吉見町

鳩山町
横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

東秩父村

美里町

神川町

上里町

寄居町

宮代町白岡市 杉戸町

松伏町

吉川市
緑区

見沼区
大宮区西区

桜区
中央区

浦和区

南区

北区

ときがわ町

◇ 　運営委員会は、幹事及び監査の選任を行います。運営委員は、幹事会の付託に応じ、支部長に対し、必要と認められる事項について意見を述べることが
できます。退職校長（再任用を含む）、事務・養護等の退職教職員、教職員組合の役員等の代表の方々により構成され、今年度は43 名の委員がおります。

◇　参事は、教育の振興・発展と教職員の福祉の向上・充実のために、教育関係諸機関等に対し、弘済会の諸事業を説明して周知を図り、その理解を深め
て協力体制を作ることを任務としています。このため、学校、地区校長会等に対して「弘済会事業説明会」を可能な限り多く設定・実施することに努めて
います。また、ジブラルタ生命保険株式会社の教弘担当営業職員 LC（ライフプラン・コンサルタント）と連携しながら学校への訪問を通して、奨学金の
給付や研究助成金の申請と贈呈、昇任祝い等に関する業務を行っています。退職した校長経験者の中から任命され、現在15 名の参事が活動しています。

「教弘会報埼玉№．244」P2 掲載の『令和 2（2020）年度 幹事・監査』下部の説明にある幹事・監査選出の構成団体に「埼玉県公立小・
中学校女性校長会」と「埼玉教職員組合」の記載がありませんでした。謹んでお詫び申し上げます。お詫び

峯岸　宜久

※森　幹雄

前野　浩二

髙野　和夫

小林　成行

鈴木　寿一

※半谷　伸治
※谷部　貴一

※山田　明

小河原　勝

村田　進

小島　浩司

平岡　健

田中　則雄

田村　直樹

（以上の委員の他に、就任 2 年目の運営委員が 22 名おります）

（※は新任）

（敬称略）

新運営委員

参　事

令和2年度 新運営委員・参事のご紹介

小学校・中学校
担当参事

高等学校・特別支援学校
担当参事

氏　名 経　　歴

1 石田　耕一 前さいたま市立大宮東小学校校長
2 加藤　明良 さいたま市立本太中学校校長
3 山田　晋治 前川口市立元郷南小学校校長
4 西倉　　剛 上尾市立太平中学校校長
5 宮﨑　　厚 前川越市立新宿小学校校長
6 小林　　晃 前川越市立初雁中学校校長
7 堀越由喜子 前上里町立賀美小学校校長
8 井深　道子 秩父市立秩父第一小学校校長
9 長谷川雄一 前熊谷市立大原中学校校長
10 小川　聖子 前行田市立南小学校校長
11 安田　公紀 前久喜市立栗橋東中学校校長

氏　名 経　　歴

12 小島　克也 前埼玉県立浦和高等学校校長
13 大谷　礼子 前埼玉県立大宮南高等学校校長
14 武内　道郎 前埼玉県立熊谷高等学校校長
15 井上　　隆 前埼玉県立上尾特別支援学校校長
16 内田　裕子 前埼玉県立熊谷特別支援学校校長
17 櫻井恵美子 幸手市立さくら小学校事務主幹
18 浅見　芳明 前埼玉県立本庄高等学校事務部長
19 青木　美子 前加須市立加須平成中学校養護教諭

20 井上　　毅 埼玉県教職員組合副委員長
三郷市立高州東小学校教諭

21 原田　　浩 埼玉県高等学校教職員組合中央副執行委員長

前秩父市立
秩父第一中学校校長

前埼玉県立東松山
特別支援学校校長 前埼玉県立

桶川高等学校校長

元埼玉県立
川口高等学校校長

元埼玉県立和光高等学校校長

前熊谷市立市田小学校校長

前春日部市立幸松小学校校長

元鴻巣市立鴻巣東小学校校長

元さいたま市立
岩槻中学校校長

前越谷市立
北中学校校長

元川口市立
戸塚中学校校長

前さいたま市立
三室小学校校長

前川越市立
月越小学校校長

元小川町立
みどりが丘小学校校長

元所沢市立
北野中学校校長
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※ 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。

どなたでも簡単に短時間で当支部への
理解を深めていただけるようにとの願い
を込め「QRコード」を作成しました。

60 年以上にわたる
提携関係

最終受益者は子どもたち

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

弘済会埼玉支部 HPのご案内
（https://www.kyoko.or.jp）

当支部の主な事業の成果をまとめた「プロ
モーションビデオ」を制作しました。クリック
すると映像がご覧になれます（約 4分）。

「教育研究助成事業」の申請書や報告書の
各様式を掲載していますので、作成に便利です。

ご確認いただくことができます。
の各事業の情報を

奨 学 教育研究助成 教育文化・ ・ ・

福 祉 共済（提携保険事業）
損害保険

・ ・

弘済会の6大事業

リニューアルした
プロモーションビデオ
ご覧になりましたか？

ver.3

是非アクセスして
みてください‼

この度は、給付奨学生に採用していただき誠にあり
がとうございます。この奨学金は、大学の学費として大
切に使わせていただきます。大学では、看護師になる
ために、1日 1日の講義や実習等を真剣に受け、人一
倍努力してまいります。
私がこの職種を目指した理由は、高校 1年生のとき

に父が病気で亡くなり、その時担当してくださっていた
看護師さんに憧れを抱いたからです。私も患者様だけ
でなく、家族の皆さんにも寄り添うことができる看護師
になりたいと思うようになりました。高校時代は、商業高校でしたので資格取得に力を入
れておりました。情報処理検定から英語検定まで幅広
い分野での資格を取得しました。この奨学金は、日本中の先生方からいただいた貴重
なお金なので、心から感謝するとともに、1円も無駄に
しないよう学業に励んでいきたいと思っております。最
後になりますが、この奨学金事業に関わってくださった
全ての方々に恩返しができるよう、これからも努力を重
ねてまいります。
   

（県内大学進学）

奨学金を給付した皆さんから
いただいた報告を紹介します。頑張れ！！給付奨学生頑張れ！！給付奨学生

この度は、奨学金を給付していただきありがとうご

ざいます。

中学校では、勉強とソフトボール部の活動に打

ち込み、たくさんの友達ができ、かけがえのない 3

年間を過ごすことができました。先生方には優しく、

時に厳しくご指導いただきました。また、この奨学

金が教職員の方々のおかげでいただけると知り、たい

へん感謝しています。

私は、高校生活では英語の勉強を頑張りたいです。

具体的には、中学時代に英検 2 級を取得したので、

たいと思います。資格の取得や、留学の機会があれ

ば、今回いただいた奨学金を使わせていただきます。

高校生活では、毎日の予習・復習を怠ることなく

続けていきたいです。部活動、学校行事にも全力で

ことができるように努力したいです。

（県内高校進学）

弘済会埼玉支部の給付奨学金事業
本県に所在する国公私立高等学校・中学校に在学する経済的に困
窮している生徒のうち、修学の意欲が旺盛で校長から推薦のあった
者に、選考により返還を要しない奨学金を給付しています（他にも条
件あり）。令和元年度は、508 名に総額 4,360万円を給付しました。

令和元年度奨学金給付実績安心を支える
「たすけあいの輪」 対 象 高校等へ進学する

中学3年生
高校・特別支援学校
高等部2・3年生

大学等へ進学する
高校3年生

人 数 326名 91名 91名
給付額 5万円 10万円 20万円
総 額 1,630万円 910万円 1,820万円
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● 一般料金より20%～最大55%割引!（24時間料金比較）

● Webで簡単予約！
● クレジットカードで安心のネット決済！
● ご出発の最短2時間前までご予約可能！
● 詳しくは埼玉教弘のホームページから
● 専用ページへのID、PASSWORDは下記の通りです

埼玉教弘 損害保険課　TEL 048-822-7553（直通）

ニッポンレンタカーの

がお得！ワンデイスキップ

埼玉教弘 検 索

本社／埼玉県さいたま市大宮区三橋 2-795

W-Aクラス
セレナ

W-Kクラス　シエンタ

OFF!OFF!
一般料金

より

最大55%

ID : 7768 PASSWORD : 38472

サッカーJリーグ（浦和レッズ）／プロ野球（埼玉西武ライオンズ）
贈呈観戦チケット（チケット引換券）の取扱い

サッカーJリーグ（浦和レッズ）／プロ野球（埼玉西武ライオンズ）サッカーJリーグ（浦和レッズ）／プロ野球（埼玉西武ライオンズ）

ALSOK介護株式会社

（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

3 月 加藤美知子 友の会 （寄居町）
〃 中村　美紀 川越市立大東西小学校
〃 増田　義彦 行田市立行田中学校
4 月 浅見　静枝 友の会 （越谷市）
〃 石井惠美子 友の会 （鳩山町）

令和 2年

弘済会は「ツヴァイ」と
法人契約を結んでいます。
法人会員は入会初期費用が
11,000円引 !!

弘済会はALSOK介護株式会社とサービス提供の
法人契約を結んでいます。

　ツヴァイは国際規格 ISO27001と経済産業
省及びサービス産業生産性協議会が定めた「結
婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイ
ドライン」に基づいた認証（いわゆる「マル適
マーク」）を 56 拠点で取得し、業界最高レベ
ルの「情報セキュリティ体制」です。

令和 2 年 3月 24 日（火）厳正な抽選の結果、「サッカーJリーグ（浦和レッズ）
2020 ホームゲーム観戦チケット13 名」、「プロ野球（埼玉西武ライオンズ）2020
シーズン埼玉西武ライオンズ主催公式試合観戦チケット引換券 30 名」の皆様が
当選され、お一人に2枚ずつ贈呈いたしました。しかしながら、この度の「新型コロナ
ウイルス」感染拡大の影響により、2020 年度公式戦の開幕延期、無観客試合の
実施、試合数の減少等が決定しております。そのため、浦和レッズ並びに埼玉西武
ライオンズから本年度の観戦チケット（チケット引換券）の取扱いについて、中止の
連絡がありました。当選された皆様には、たいへん残念な状況となりましたがご了承
ください。なお、来シーズンの内容は未定ですが、決定次第、ご案内申し上げます。

対象 弘済会会員および配偶者の 2 親等以内のご親族

のご案内結婚相手
紹介サービス 介護サービスのご案内

お申込の際には、直接
ALSOK 介護株式会社へ、
お問い合わせください。

※ 月額料金のほか、別途介護保険自己負担金・医療費・
おむつ代などの実費が必要になります。

※ 一部施設はご入居時に敷金 2ヶ月分が必要になります。

　弘済会会員と 3 親等までの
ご家族様は、同社の入居施設
（グループホーム 82 棟、介護付
有料老人ホーム 38 棟、住宅型
有料老人ホーム 2 棟、サービ
ス付き高齢者向け住宅 2 棟／
R2.4.1現在）を右記特典にて
ご利用になれます。
　ご利用の際には、弘済会会
員であることをお伝えください。

種　別 特　典

グループホーム
（月額 131,000 円～）

入居金　無料

入居準備金
5万円分プレゼント

介護付有料老人ホーム
（月額 158,900 円～）

住宅型有料老人ホーム
（月額 139,324 円～）

サービス付き
高齢者向け住宅
（月額 120,924 円～）

法人会員サイト

資料請求等お問い合わせは

http://www.zwei.com/houjin/d361/

0120-374-281フリーコール

※一部対象外のコースがございます。

https://www.wis-net.co.jp

0120-294-772

お知らせ



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

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。

※ 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。

7

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） 埼玉中央支店営業課　TEL 048-650-8381

お申し込み・
お問い合わせは
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令和 2（2020）年
7月20 日発行

◆ 次号 教弘会報埼玉No.246 は
 令和 2（2020）年 9月18 日
 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

検討して
みませんか？

ジブラルタ生命の LCサービスを利用して必要保障額、最適なプランを確認してみましょう。

ご自身･ご家族のライフプランを考えていくと経済的な準備手段として生命保険が必要になります。
「いつ」「どのくらいの期間」「どのくらいの金額」が必要か把握されていますか?

休休夏 み ライフプランに を
ご家族の方もご覧ください

教弘保険は、教育関係職員の皆様だけが加入資格を持つ共済制度で、60 年以上に及ぶ
助け合いの歴史があり、集団契約特約を付加することで、低廉な保険料となっております。
現職中にご加入いただければ、退職後も、現職の方と同じ保障内容、保険料で 65歳迄
ご継続いただけます。
65歳以降もさらに新教弘保険K 型へのご加入ができ、80 歳迄ご継続可能です。
ご退職後は教弘保険に、ご加入いただくことができませんので、未加入の皆様はご在職中
にぜひご加入いただきますようお願いいたします。

未加入の教職員の皆様へ(集団契約特約付勤労保険)

ご退職されると ･･

こんな不安を
抱えていませんか ?

退職後の
医療保険制度は ?

ジブラルタ生命の LCが

お答えします。教弘保険の支払方法変更手続きが必要になるけれど、
いつ、どのような手続きをすればよいのだろう?

住民税の
支払は ?

厚生年金と共済年金の
一元化について

来春ご退職予定の皆様へ

国民年金保険への加入は ?

確定申告の準備は ?

公的年金の支給開始は ?退職後も生命保険は必要?

資産運用は必要?
お金の価値が目減りする?

ジブラルタ生命の LCが

これからの生活資金準備をはじ
め、将来を見据えた生活設計とその
ための準備は不可欠です。
この機会にジブラルタ生命の LC
にご相談ください。

グループ保険の配当金
を、ご登録いただいて
いる指定口座へ 8月中
旬にお振込いたします

教弘保険10 口以上継続ご加入いただいている皆様
に、5年ごとに継続記念品（図書カード）を贈呈してお
ります。これに先立って 7月下旬よりジブラルタ生命の
LCが、記念品｢目録 ｣をご勤務先にお届けいたします。

継続記念品 ｢目録 ｣をお届けいたします

教弘保険に長い間ご加入いただき
ありがとうございます。

※ 継続記念品は9月下旬にご自宅にお送りいたします。

5年継続 2014年4月～2015年3月加入

10年継続 2009年4月～2010年3月加入

15年継続 2004年4月～2005年3月加入

20年継続 1999年4月～2000年3月加入

25年継続 1994年4月～1995年3月加入

30年継続 1989年4月～1990年3月加入

教弘保険に加入した年月

教職員として就
職、そして結婚。
死亡保障とともに
不慮の事故にも対
応する保障 ( 高
度障害等 )を考え
ましょう。

子どもが生まれ家族への責任
が重くなります。子
どもへの教育資金、
住宅購入資金等を
考え始めるこの年
代は必要保障額が
大きくなります。

30 代の時より教育･住宅資金等
更に資金が必要。加齢
に伴い医療保障の充実
を考えなければなりま
せん。その他にも老後
資金についてもそろそ
ろ準備を始めましょう。

子どもへの教育資金がピークを迎
え、老後資金準備も重要な年代です。
加齢に伴う健康不安から、医療保障
の必要性も高まり、
夫婦どちらかの親
の介護に取り組む
場合もあります。

20代 30代 40代 50代

教弘保険

グループ保険の
配当金をお振込
いたします。

ご退職されると ･･
抱えていませんか ?

現職中が

ラスト
チャンス！

この機会
に

ご検
討ください。

20代 30代 40代 50代


