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−退職後の生きがいと温かい交流に−

飯田八幡神社例大祭「奉納歌舞伎上演（上飯田歌舞伎）」
　毎年12月第2日曜日とその前日に開催される秩父路の祭り暦の一年を締めくくる祭りとして知られています。小鹿野歌舞伎は、今から約二百数
十年前の江戸時代中ごろに始められ、明治・大正期に当地域の最盛期を迎えました。昭和30年代以降は衰退の時期を迎えましたが、その後民
俗文化財保護の機運が高まり、旧大和座系の役者と町内各地で地芝居を続けてきた人たちが合同して昭和48年に小鹿野歌舞伎保存会が結
成され、昭和50年には埼玉県文化財の指定を受けています。現在、小鹿野町内では６か所に伝承され、それぞれ地元の神社の祭りで各地の氏
子が中心となって歌舞伎を演じています。
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日教弘のしくみ

教弘保険加入と
保険金の支払い

学校

60年以上に亘る
提携関係

各種の公益事業
●教育振興事業
●福祉事業

参事 LC（ライフプラン・コンサルタント）

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

弘済会

教職員の皆様

ジブラルタ生命

共済性

　弘済会埼玉支部では、今年度新たに「プロ
モーションビデオ（ＰＶ）」を制作し、公開し
ていますので、このことについてお話しします。
　ご案内のとおり、当支部は、会員の皆様がご
加入の教弘保険を扱っているジブラルタ生命
保険株式会社の決算実績により生じた資金を
諸事業の財源に充当して、教育振興事業（奨
学事業・教育研究助成事業・教育文化事業）
及び福祉事業を展開し、本県の教育の振興と
教職員の福祉の向上に大きく貢献しています。
　この度、当支部の主な事業を紹介するＰＶを
制作しました。ＰＶの内容は、貢献活動として
実施している、「教育の振興」、「福祉の向上」、「共
生社会の構築」、「公益財団法人の使命」及び「ジ
ブラルタ社との強力な連携」について、会員の
皆様等から直接いただいた声・感謝の言葉な
どが盛り込まれ、構成されています。
　さらに、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くことができるように

と、ホームページで公開するとともに、「ＱＲ
コード」も作成しました。是非一度ご覧いただ
き、ご意見やご感想などをお寄せいただければ
幸いです。
　この取組によって、お預かりしている会員の
皆様の思いと負託の詰まった事業資金を公益
事業に有効活用し、しっかりと還元しているこ
とについて、より適切に説明責任を果たして、
皆様の本県教育に対するご期待にお応えして
いくことができるものと考えます。
　公益財団法人として本年７年目を迎え、弘済
会埼玉支部は、今後とも「最終受益者は子ど
もたち」という考えに基づき、本県の教育の振
興と教職員の福祉の向上を目指し、会員の皆様
方のお力をいただき、尽力してまいります。引
き続き、ご理解とご支援をいただきますよう
お願い申し上げます。

「プロモーションビデオ」と
「ＱＲコード」

会　長　　細
ほそ

田
だ

 　宏
ひろし

「プロモーションビデオ」の
一場面

NEW!!
QR コードから埼玉支部の主な
活動がご覧になれます。

検　索
CLICK

公益財団法人　日本教育公務員弘済会埼玉支部

ホームページからもご覧になれます。
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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
　　　　　〒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。

準会員規程が平成30年4月1日改正施行となり、主に次の点が変更されました。
　　【旧】㈱埼玉教弘損害保険の加入者は入会金を免除する。（準会員規程２の（３）ただし書き部分）
　　　※改正後は上記の内容が削除され、㈱埼玉教弘損害保険の加入者も入会金として1,000円を当該支部へ
　　　　納入することに変更となりました。

「弘済会埼玉友の会 準会員規程」が改正されました。

　平成 30 年度「弘済会埼玉友の会 全県世話人会」が、去る 5 月 17 日（木）、大宮ソニ
ックシティ小ホールで約 300 名の友の会役員、世話人が出席して開催されました。
　あいさつに立った細田会長からは、平成 30 年度弘済会事業についてのお話がありま
した。その中で、弘済会埼玉支部で制作したプロモーションビデオをホームページで公
開しており、広報物に順次 QR コードを掲載して、手軽に視聴できるようになったこと
が紹介されました。

　ご来賓の皆様からは、弘済会事業への期待と友の会活動への励ましのおことばをいただきました。続いて、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。
　平成 30 年度の事業計画では、支部総会・巡回健康診断の日程、支部活動等への助成、協定宿泊施設の利用など
に関する説明がありました。また、教弘保険では 65 歳保障満了後の会員継続について、損害保険では自動車保険
やお得な住宅紹介についての資料説明がありました。
　午後の講演会では、実技を交えた健康管理のお話をお聞きし、楽しく有意義な時間を過ごすことができました。
　

平成30年度 巡回健康診断 ─894人が受診─平成30年度 巡回健康診断 

大腸がん予防検診のお知らせ ( ９月初旬発送 )大腸がん予防検診のお知らせ

　6 月 8 日（金）～ 6 月 29 日（金）にかけて、
県内 14 会場で、戸田中央総合健康管理セ
ンターによる巡回健康診断が行われ、男性
295 人、女性 599 人が受診されました。
　今年からオプションとして乳がん検査が
加わり、多くの方が受診されました。
●平成 31 年度の実施内容につきましては、2 月 1 日発行予定の友の会だより No.62 に掲載いたします。

　申し込み締切は、平成 30 年 12 月 27 日（木）です。受診を希望される方は、お早めにお申し込みください。
検査料金は 2,800 円（税込み）です。なお、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）

平成30年度 弘済会埼玉友の会 全県世話人会平成30年度 弘済会埼玉友の会 全県世話人会
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－退職後の生きがい 友の会－

　参加者が日頃気になる身近なテーマで、熱心にお話しをしてくださいました。脳の働き
や身体活動についての説明とこれからの健康管理のための脳トレや運動の方法など興味あ
る内容で、皆、真剣に聞いていました。また、血液循環や睡眠、体力アップなどに効果的
な運動の実技指導とともに、同じに見える二枚の絵を見比べての間違い探しや簡単な計算
など、脳トレの実習も行っていただきました。参加者からはたいへん好評で、支部総会で
話題になったり、習った運動を毎日続けているなどの声が、聞かれたりしました。

講演の
内容

【講師】　フリーアナウンサー、健康・防災・安全管理 アドバイザー　小
こ く ぼ

久保 晴
は る よ

代 氏

「６０歳から始める脳トレ」　～物忘れ、気になりませんか？
どんな勉強をすれば脳が活性化されるのか、今一度、楽しく勉強を！～
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内　　　　容期 日 ・ 会 場支　部　名

6月7日（木）　13：30～
ジブラルタ生命保険（株）
川口営業所・会議室

北 足 立 南 ●平成29年度事業報告・平成30年度事業計画
●平成30年度親睦旅行計画・支部役員の紹介
●アトラクション・「フラメンコ」
　講師　山田 好美 氏
　踊り手とギター奏者の息の合った迫力のあるすばらしい「フラ
メンコ」の舞が観られました。フラメンコに関する色々な質問に
答えていただき、楽しいひと時を過ごすことができました。あり
がとうございました。

●平成29年度事業報告
●平成30年度組織・新世話人紹介
●平成30年度事業計画
●研修親睦旅行について
●講演会「平安時代における埼玉県南部の自然環境」
　講師　小荷田 行男 氏
　表層地形図、歴史学文献、気候学データ等から植生図を完成
させたのは興味深かった。

●支部世話人への委嘱状交付
●平成29年度事業報告・決算報告
●平成30年度事業計画・予算
　親睦旅行（11月5～6日伊香保温泉）、保険相談会、懇親会など
●アトラクション「みんなで歌おう」
　講師　古木 隆代 氏（さいたま市在住）
　古木先生のキーボード演奏で先生の推奨する歌、会員の希望
した歌から「月の砂漠」、「黄金虫」、「ここに幸あり」、「愛の
讃歌」など懐かしい曲を弾き語りで参加者も合唱し、2時間に
わたり楽しく過すことができました。

●平成29年度事業報告
●平成30年度事業計画
●親睦バス旅行計画について
●新世話人の紹介
●講演会「皆で楽しくパフォーマンス」
　　　　　―パントマイムと歌と手遊び―
　講師　小林 和美 氏、伴奏　遠藤 敦子 氏
　優雅な衣装のパフォーマンス姿で登場。健康ストレッチや脳ト
レ体操や遠藤　敦子　氏の伴奏による数々の癒し歌で楽しい会
でした。

●平成29年度事業報告・平成30年度事業計画
●平成30年度支部役員の紹介
●保険説明会
　（埼玉教弘損害保険担当・ジブラルタ生命保険川越支社）
●アトラクション「大正琴の演奏と合唱」
　講師　大正琴演者　鈴木 琴順名 氏、他2名
　大正琴の演奏と参加者の合唱を行いました。すばらしい演奏
を通して昭和の時代を偲びました。

●平成29年度事業報告・決算報告
●平成30年度事業計画・予算・新世話人紹介
●親睦旅行についての説明（小田原方面）
●講演会「筆子塚にみる狭山市域の寺子屋」
　講師　中内 丈夫 氏（同支部会員）
　江戸時代の農民が男女を問わず学ぶことによって、明日を展望
する生き方や師を尊び信頼する温かい人間関係があったこと
を学んだ。

●平成29年度事業報告・決算報告
●平成30年度事業計画・予算・新世話人紹介
●親睦旅行計画　9/25（火）～26（水）　銚子・犬吠埼方面
●講演会「豊かな老後あれこれ」（落語の講演を通して）
　演者　中村 知己 氏（すわやま荘デイサービスセンター）
　施設での高齢者との交流の経験を通して、講演者の得意な落
語を一席行っていただきました。日本人の本来持つ豊かな感性
を老後にも生かしていく大切さを演じていただきました。

●平成29年度事業報告・決算報告
●世話人の一部変更
●平成30年度事業計画・補助金予算
●講演会「津軽三味線と私」
　講師　鈴木 哲也 氏
　日本の民族音楽である津軽三味線発祥のお話を中心に、演奏
を織り交ぜながら、心癒される充実したご講演をいただいた。

●平成29年度事業報告
●平成30年度事業計画
●研修会
　演題「相続と介護」
　ジブラルタ生命保険チーフインストラクター・深谷営業所所長・
　LC2名
　所長 小暮 宜洋 氏あいさつ。講師 堀内 園子 氏によるスライド
を使った分かりやすい丁寧な説明で、たいへん有意義な、良い
研修会でした。

●平成29年度事業報告・決算報告・監査報告
●平成30年度支部役員紹介・あいさつ
●平成30年度事業計画・予算案
●教弘保険・損害保険等の情報提供
●会員作品展の開催（6月1日～3日）
　支部総会は会員の皆様のご協力により、滞りなく終了すること
ができました。また、同日まで開催された「会員作品展」は、出
品数が若干少な目でしたが、力作が出揃い、好評でした。

●平成29年度事業報告・決算報告・監査報告
●平成30年度支部役員紹介・あいさつ
●平成30年度事業計画・予算案
●来賓紹介・あいさつ及び情報提供
（専門員 髙杉 雅章 氏、主任 三科 伸之 氏
　ジブラルタ生命保険深谷営業所所長 小暮 宜洋 氏）
●総会終了後　合唱・フラダンス鑑賞
　今年のアトラクションは、ココナッツのフラダンスに加え、会員
の川田　誠作さんが用意してくれた曲とプリントをもとに、「山
小屋の灯」を合唱しました。会がたいへん盛り上がりました。 

●平成29年度事業報告
●平成30年度事業計画
　・研修会（10/10）
　・親睦旅行（11/7）
●平成30年度支部役員紹介
●日教弘埼玉支部情報提供（損保等）
●アトラクション
　ハンドベル演奏会　～ハンドベルの世界へようこそ～
　出演　童謡のふる里おおとねハンドベルリンガーズ
　講座修了生が結束し、誕生して21年目を迎えるクワイアです。
郷土の作曲家 下總 皖一 氏の作品を中心に十数曲を演奏しました。後半はハンドベル演奏
での合唱と演奏体験で、「初めて触ってみましたがいい音色ですね」と好評でした。

●平成29年度事業報告・会計報告
●平成30年度支部役員紹介と世話人への委嘱状交付
●平成30年度事業計画案・親睦旅行案
●アトラクション『琴・尺八の鑑賞』
　春日部市三曲協会による「六段調」等の邦楽古典を鑑賞。途
中、尺八の音出しに数人が挑戦するも爆笑に終わった。最後
に全員で「通りゃんせ」等のわらべ歌を大合唱、童心に返った
総会でした。

●平成29年度事業報告・平成30年度支部組織と事業計画
●親睦旅行〈10月24日（水）筑波・笠間方面〉
●講演会　落語二題「蛇含草」「火焔太鼓」　演者　永尾 勝義 氏
　落語を聞き始めると、江戸時代にタイムスリップしたような気
分になってきます。内容の面白さに加えて、そこでの登場人物
の気質や人柄、また、歯切れの良い口調や会話のやり取り等、

　一人でやりとげる演者の巧みな演技に思わず話の中に引き込
まれ、多くの場面で笑わせていただきました。

　笑いはストレスの解消や病気に対する免疫力を高める効果が
あると言われていますが、それを実感するような晴れやかな気
持ちになれた講演でした。

6月5日（火）　13：30～
埼玉教育会館4階
弘済会分室

北 足 立 中

6月2日（土）　13：30～
さいたま市立大宮図書館
視聴覚室

大 宮

6月1日（金）　9：50～
北本市文化センター3階
第2会議室

北 足 立 北

6月9日（土）　14：00～
クラッセ川越6階
多目的ホール

入 間 東

6月6日（水）　13：30～
飯能市
富士見地区行政センター

入 間 西

6月4日（月）　14：00～
東松山市
松山市民活動センター

比 企

内　　　　容期 日 ・ 会 場支　部　名

5月25日（金）　10：00～
秩父市福祉女性会館

秩 父

6月2日（土）　13：30～
本庄市民文化会館

児 玉

6月3日（日）　13：30～
熊谷市立
江南総合文化会館
（ピピア）

大 里 東

5月19日（土）　14：00～
深谷市男女共同参画推進
センター（Ｌ・フォルテ）
ハナミズキA・B

大 里 西

6月6日（水）　9：15～
ワークヒルズ羽生

北 埼 玉

6月7日（木）　14：00～
春日部市民文化会館

埼 葛 南

6月6日（水）　14：00～
久喜市鷲宮東
コミュニティーセンター
（さくら）

埼 葛 北

̶親睦を深め、
　　豊かな生き方を目指して̶ 各支部総会開かれる 平成30年度弘済会埼玉友の会支部総会が、5月19日（土）から6月9日（土）にかけて

14支部で開催されました。その概要をお知らせします。
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内　　　　容期 日 ・ 会 場支　部　名

6月7日（木）　13：30～
ジブラルタ生命保険（株）
川口営業所・会議室
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　踊り手とギター奏者の息の合った迫力のあるすばらしい「フラ
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●平成29年度事業報告・平成30年度事業計画
●平成30年度支部役員の紹介
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を使った分かりやすい丁寧な説明で、たいへん有意義な、良い
研修会でした。

●平成29年度事業報告・決算報告・監査報告
●平成30年度支部役員紹介・あいさつ
●平成30年度事業計画・予算案
●教弘保険・損害保険等の情報提供
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　支部総会は会員の皆様のご協力により、滞りなく終了すること
ができました。また、同日まで開催された「会員作品展」は、出
品数が若干少な目でしたが、力作が出揃い、好評でした。
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　今年のアトラクションは、ココナッツのフラダンスに加え、会員
の川田　誠作さんが用意してくれた曲とプリントをもとに、「山
小屋の灯」を合唱しました。会がたいへん盛り上がりました。 
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　出演　童謡のふる里おおとねハンドベルリンガーズ
　講座修了生が結束し、誕生して21年目を迎えるクワイアです。
郷土の作曲家 下總 皖一 氏の作品を中心に十数曲を演奏しました。後半はハンドベル演奏
での合唱と演奏体験で、「初めて触ってみましたがいい音色ですね」と好評でした。
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●アトラクション『琴・尺八の鑑賞』
　春日部市三曲協会による「六段調」等の邦楽古典を鑑賞。途
中、尺八の音出しに数人が挑戦するも爆笑に終わった。最後
に全員で「通りゃんせ」等のわらべ歌を大合唱、童心に返った
総会でした。

●平成29年度事業報告・平成30年度支部組織と事業計画
●親睦旅行〈10月24日（水）筑波・笠間方面〉
●講演会　落語二題「蛇含草」「火焔太鼓」　演者　永尾 勝義 氏
　落語を聞き始めると、江戸時代にタイムスリップしたような気
分になってきます。内容の面白さに加えて、そこでの登場人物
の気質や人柄、また、歯切れの良い口調や会話のやり取り等、

　一人でやりとげる演者の巧みな演技に思わず話の中に引き込
まれ、多くの場面で笑わせていただきました。

　笑いはストレスの解消や病気に対する免疫力を高める効果が
あると言われていますが、それを実感するような晴れやかな気
持ちになれた講演でした。

6月5日（火）　13：30～
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14支部で開催されました。その概要をお知らせします。
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　当支部は、さいたま市の旧大宮市全域を範囲とし、本年度当初の会員数は747名（準会員6名含む）で、大宮・
西・北・見沼区の4地区の人口比同様の会員構成です。
　支部の円滑な運営を図るため、支部長他役員と運営委員の13名で運営委員
会を組織して、友の会の目的、事業をもとに、和やかな支部事業を企画運営
しております。
　会報配付のため会員名簿を作成し、運営委員が共有しています。
　現在71班の編成ですが、世話人不在の班があります。
　会報、支部だよりの配付による会員相互の親睦を促進するとともに、支部
事業参加により親睦と交流を深め、支部活動の充実を目指しています。
（主な活動）
 1 定期総会とアトラクションの開催　事業報告、事業計画の承認、そして老後の楽しみ方のひとつとして「みん

なで歌おう」と題して、古木 隆代 氏の指導のもと、懐かしい歌を歌って楽しいひと時を過すことができました。
 2 会員の親睦研修旅行会の開催　今年は群馬県伊香保温泉（１泊バス旅）、水沢観音、グリーン牧場の自然観察
 3 世話人会の開催　友の会だより、支部だよりの配付により、会員との親睦を深めています。また、世話人の

慰労を兼ねた親睦会を開催しています。
 4 支部だよりの発行　事業の報告、計画事業の概要、総会案内などを年2回発行しています。

　私たちの支部は、県内の他の支部と比較して会員数が最も少ない環境の下
にある。そんな環境下をバネとして、小回りの利く支部活動を心がけてい
る。特に、世話人会が会のエンジン役として活動を担っている。
　当支部は、本庄・児玉・上里・美里・神川の5地区からなり、会員数は347
名（内11名準会員）で、33班に各1名ずつの世話人が当たる。支部の役員も
世話人を担当し、年3回世話人会を開く。また、年2回の世話人交流会の開催
は、役員間の絆を深め、会の運営をさらにパワーアップさせている。
 1　会務の分担と会員への伝達
　支部長は、諸連絡と調整、名簿確認等々。副支部長3名は、事務係、会計係、名簿管
理係としてそれぞれ分担し担当する。支部役員会は、事前に議事の内容について打合
せをし、世話人会へ提案し、世話人会の意見を最大限尊重して決定する。決定事項は
世話人による自宅訪問で、手配り配付物等と共に伝達される。他に郵送あり。
 2　世話人会の主な活動内容
　10月　新担当者名簿確認、図書カード、友の会だより配付、来季総会準備・講師選定
　11月　世話人交流会（食事と会員による隠し玉、隠し芸発表）
　 3月　世話人変更確認・4月の世話人交流会出席者確認・5月の全県世話人会出席者確認・友の会だより配付
　 4月　世話人交流研修会（旅行）
　 5月　教弘文庫と支部総会案内配付・定期総会の準備

支部活動の充実をめざして
大宮支部長　國

くに

嶋
しま

　忠
ただ

勝
かつ

みんなで楽しんで、
　　　　それぞれの生きがいを更に目指して
児玉支部長　中

なかばやし

林　 豊
みのる

平成29年度会員親睦旅行 越後湯沢（アルプの里）

連携と喜びの支部活動

平成29年度ほのぼの食事会
併せて鉢形城についてスライド上映

ほのぼの食事会で全員による余興
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　写真クラブ「彩り」は毎月の例会（合評会）を実施し、時には近く
の公園等への撮影会に替えていました。発表の場としては、毎年秋に
「川本写真クラブ」との合同写真展を、３月には、地元の公民館祭り
に作品を展示する他、５、６月には弘済会埼玉友の会の大里西支部・大
里東支部の各総会にも作品を展示し、皆様方のご意見やご批評をいた
だいて技術の向上に努めていました。
　３年前にクラブ設立以来会を運営、指導していただいていた会長さ
んが突然事故で亡くなられてしまいました。また、会員の高齢化も進
んでおりまして存亡の危機ではありましたが、その後、会の組織が整
い、基本的には今までの路線は維持するも、例会を２か月に１回と
し、のんびりと、楽しい集まりにしようと頑張っております。ぜひ若
い会員の方に入会をいただいてクラブの活性化を図っていきたいと思
っております。

連 絡 先：TEL 048-583-2415　新井　幹夫（深谷市）

「見る人に感動を与えるよい写真を目指して」を継承
代表　新

あら

井
い

　幹
みき

夫
お

写真クラブ「彩り」

　緑豊かな「里やま」や「まち」の自然と史跡を訪ねて、約5kmの道
をのんびりと歩く気楽な自然観察ハイキングです。
参加対象：友の会会員はじめ、同行のご家族やお友達も参加できま
す。
　次回のハイキングを紹介しましょう。
◆ 平成31年1月5日（土）9時30分～12時（受付9時～9時30分）
　『隅田川七福神めぐり』≪参加費：無料≫
　【集合】東武スカイツリーライン 鐘ケ淵駅前
　【解散】　　　　　〃　　　　　 とうきょうスカイツリー駅前
　　（解散後、希望者は各自東京スカイツリー見学）
　申込み：12月30日（日）までに、氏名・住所・電話番号を明記し、
　下記の連絡先まで。葉書かFAXでどうぞ。
　〒337-0053　さいたま市見沼区大和田町1-2124-3
　TEL＆FAX（048）683-1764　　小野　達二

自然と史跡を訪ねる爽やかハイキング

楽しい自然観察ハイキング

代表　小
お

野
の

　達
たつ

二
じ

自然観察クラブ

〇 友の会クラブへの入会・参加については、各クラブの代表者にお問い合わせください。
〇 友の会クラブは他にもあります。全クラブの平成31年度活動紹介を平成31年2月1日発行予定の友の会だより

No.62に掲載いたします。詳しくは、下記あて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

　〒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

例会での合評会風景
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・当企画は平日・日曜限定です。土曜日と休日の前日は企画の対象外となります。
　また、平日であってもホテルによっては企画の対象外となる場合や臨時休館
　となる場合もございますので、詳しくは予約時にご確認ください。
・掲載料金は２名以上でご利用の場合の１名料金です。
・掲載料金は2018年8月末現在のものです。事情により予告なく変更する場合
　がございます。

・12月28日㈮～1月3日㈭
・土曜日及び
　休日の前日となる日

※12月10日㈪～12月14日㈮は、プラン除外

イメージ

有効期間：2018年9月2日㈰～2019年3月31日㈰

。

。

◆「宿泊施設の一覧」を希望する方は、教育振興・福祉課までお申し出ください。

利用方法
1．弘済会へハガキまたはFAXで申し込んでください。
　＊スペシャルプランをご予約の場合は、「スペシャルプラン」と
　　記入してください。
2．弘済会で予約を取り、結果を通知いたします。
3．弘済会から「利用券」をご自宅宛に送付いたしますので、
　チェックインの際に、フロントへ提出してください。
4．チェックアウトの際に、宿泊料および諸雑費をお支払いください。

＊ 利用日の70日前から受付いたします。
＊ 施設・利用日は第3希望まで受付いたします。
＊ キャンセルはすみやかに弘済会へご連絡ください。
  （利用規定によりキャンセル料がかかる場合があります。）

〒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　教育振興・福祉課　TEL048-822-7554（直通）

申込先

「スペシャルプラン」
●施設名
●利用日（　月　日～　泊）
●代表者　氏名（フリガナ）
〒自宅住所
自宅TEL
友の会

●同行者全員
氏名（フリガナ）
年齢／続柄

●合計利用人数

ハガキ・FAX記載事項

FAX 0120-68-7558

◇◇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私の体験談、旅の思い出や心に残った本、私の健康づくり、私の趣味・特技などを 400 字程
度にまとめて顔写真とともにお寄せください。掲載された場合は、粗品をお贈りしております。

　〇送付先　公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部 広報係
　　　　　　〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24　　TEL：048-822-7551　FAX：048-834-0550

読者のページ読者のページ

朝の楽しみ

念願の富士山登頂

北足立中支部　遠
え ん

藤
ど う

　　勝
まさる

秩父支部　勅
て し が は ら

使河原　一
い ち

郎
ろ う

　地域の小学校の通学班が毎朝私の家の前
に集合する。現在は 2 班 21 人が集まる。

家のそばの十字路で何となく交通指導を始めて、すでに
10 年以上になる。
　初めは孫が入学した時に孫を送り出したことから始ま
り、その後育成会から腕章や黄色い小旗をもらって、今
では毎朝の仕事のようになっている。時間は 7 時半から
せいぜい 8 時位までであるが、集まってくる子どもたち
に「○○君おはよう。」、「○○ちゃんおはよう。」と声を
かけるとニコッと笑って、「おはようございます。」と返
してくれ、こちらも楽しくなる。班毎の当番のママやパ
パが黄色い小旗を持って信号の所まで引率するが、当番
外でも子どもを連れて集まってくるママやパパが何人も
いて、時にはババさえやってくる。我が家前は毎朝 30 人
近い人だかりとなりランドセルを背負った子たちで賑う。
早く来た子は我が家の庭に入って遊んでいる。また一年
生など学校に慣れなくて毎朝泣いて来る子がいると、上
級生やママたちが手を引いてくれる。何ともほほ笑まし
い光景で、私は子どもたちから元気をもらっている。

　60 歳を過ぎてから日本百名山に登頂され
た先輩の講演を拝聴し、たいへん感動した。

その余韻のあるうちに百名山の一つに挑戦したいと思って
いた矢先、友人から富士登山の誘いを受けた。
　昨年 9 月 8 日夜中の 1 時、雨の降りしきる中、友人 3 人
と待ち合わせて、一路富士宮登山口へと向かった。6 時前
に五合目を出発し、六合目を過ぎた頃から、次第に友人の
姿が遠のいて自分だけの登山が始まった。
　下山する人たちは、ご来光が霧の中で見られなかった無
念さを話していた。霧の合間から時々山頂方面が顔を出し、
その都度歓声が沸き起こった。険しい道を呼吸を整えなが
ら、自分のペースで一歩一歩登っていった。下の方から雷
が鳴り、霰

あられ

が降ってきた。馬の背という最後の難関を登り、
山頂に着いた。一瞬霧が晴れ、雲間から火口付近がくっき
りと見えた。
　登頂の喜びに浸る間もなく、雷の音に恐怖を感じ急ぎ足
で下山した。五合目でやっと友人に会えた。念願の富士山
に登頂できたが、次回は富士山からのご来光と目の前に広
がる絶景を肌で感じてみたい。

ウズベキスタンの旅から

植物とともに

入間東支部　村
む ら

田
た

　剛
た け

徹
と し

埼葛北支部　吉
よ し

住
ず み

　利
と し

夫
お

　先日行ったウズベキスタンの旅は楽しく
満足できる旅ではあったが、考えさせられ

る旅にもなった。中央アジア、シルクロードのオアシス
都市であるサマルカンド等にはブルーのタイルで装飾さ
れた素晴らしいイスラム建築が残っており、青の都と呼
ぶにふさわしい佇まいがある。人々も穏やかで親日的。
行く先々で日本人と分かると大人からも子どもからも日
本語で「こんにちは」「さようなら」と声を掛けられた。
しかし、旅の途中で突然青空が見えなくなり、周りが黄
色の景色に包まれ現地の人も不安げに空を見上げていた。
現地ガイドの説明では砂嵐が発生したためで、このよう
なことは今までになかったことだと言っていた。この国
には世界で４番目に大きかったアラル海があるが、灌漑
用水の取り過ぎで、湖水が減少し消滅の危機にある。そ
のため湖水からの水蒸気量の減少により、周辺の砂漠化
が進んでいる。
　数日前にウズベキスタンの砂漠で見た、川の流れの変
化で消滅した日干し煉瓦の古代都市遺跡と同じように、
美しい青の都も失われないことを願う旅であった。

　植物の栽培が私の趣味です。もう半世紀
以上になります。

　小学校に入るかどうかの頃、近所のお兄さんが草花の
種を蒔いて育てているのを見て、自分もやってみようと
思いました。種を買いミカン箱の中に培養土を入れ、そ
れを蒔いて水をやり、芽が出るのを観察したものです。
双葉が出ているのを見つけると大変感動しました。以来、
各種草花、樹木など色々と育ててきました。なかなか思
い通りには行かず、何本も枯らしてしまいました。
　長くやっているだけで、一向に上達しませんが、植物
栽培は水やり、施肥、用土、慈しみなどいろいろな要素
が組み合わさってできるものだと思います。様々な経験
から言えることは、植物栽培の要諦は人間を育てること
にも通じるものではないかということです。
　常日頃慈しみを以て育てれば、そのように育ち、疎ん
じれば次第に弱っていきます。人間も同様かと思います。
異なるところは、植物はやり直せますが、人生は一度限
りということです。

（敬称略）
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・当企画は平日・日曜限定です。土曜日と休日の前日は企画の対象外となります。
　また、平日であってもホテルによっては企画の対象外となる場合や臨時休館
　となる場合もございますので、詳しくは予約時にご確認ください。
・掲載料金は２名以上でご利用の場合の１名料金です。
・掲載料金は2018年8月末現在のものです。事情により予告なく変更する場合
　がございます。

・12月28日㈮～1月3日㈭
・土曜日及び
　休日の前日となる日

※12月10日㈪～12月14日㈮は、プラン除外

イメージ

有効期間：2018年9月2日㈰～2019年3月31日㈰

。

。

◆「宿泊施設の一覧」を希望する方は、教育振興・福祉課までお申し出ください。

利用方法
1．弘済会へハガキまたはFAXで申し込んでください。
　＊スペシャルプランをご予約の場合は、「スペシャルプラン」と
　　記入してください。
2．弘済会で予約を取り、結果を通知いたします。
3．弘済会から「利用券」をご自宅宛に送付いたしますので、
　チェックインの際に、フロントへ提出してください。
4．チェックアウトの際に、宿泊料および諸雑費をお支払いください。

＊ 利用日の70日前から受付いたします。
＊ 施設・利用日は第3希望まで受付いたします。
＊ キャンセルはすみやかに弘済会へご連絡ください。
  （利用規定によりキャンセル料がかかる場合があります。）

〒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　教育振興・福祉課　TEL048-822-7554（直通）

申込先

「スペシャルプラン」
●施設名
●利用日（　月　日～　泊）
●代表者　氏名（フリガナ）
〒自宅住所
自宅TEL
友の会

●同行者全員
氏名（フリガナ）
年齢／続柄

●合計利用人数

ハガキ・FAX記載事項

FAX 0120-68-7558

読者のページ読者のページ
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　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 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」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合わせください。 平成 30 年 2月承認

募文No.17-T09449
B17-104519

ホームページからもお見積り受付中！
埼 玉 教 弘 検　索

引受保険会社

〒330-0063　さいたま市浦和区高砂3-12-24
URL https://www.kyoko.co.jp/
TEL 048-822-7553（直通）

埼玉教弘 損害保険課
お問合わせ／取扱代理店 引受保険会社

（総合自動車保険）

個人総合自動車保険

お見積りのご依頼をいただいた方全員に

※既に埼玉教弘でご契約のお車、過去に見積りの
　ご依頼をいただいたお車は除きます。

高級
ボールペン プレゼント!1,000円

　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。

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 　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

＊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。

＊当団体では上記を適用後、団体扱割引13.2％を連乗します。
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。また平成30年3月1日から平成31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。

相
当 

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） 担当課　埼玉中央支店営業課　048-650-8381

お申し込み・
お問い合わせは
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宿泊補助
（敬称略）

　夕食で天ぷらの揚げたてが食
べられて良かったです。
　お風呂は清潔感があって良かっ
たです。
　リニューアルしてある部屋は、
スッキリした内装で、天候にも恵
まれ楽しく過ごせました。ありがと
うございました。

妙義グリーンホテル

行田市　吉岡　豊子

群馬県

3月泊

　食事は美味でした。
　お風呂は湯量が多く、気持ちよ
かったです。
　親切に対応してくれました。
　新緑が美しく、自然を満喫しま
した。

民宿はまだ

さいたま市見沼区　門倉　晴子

埼玉県

4月泊

　春の山菜料理が美味しかったです。
　部屋はゆとりと清潔感がありました。
　お風呂は源泉をふんだんに使ってい
て、特に露天風呂は最高でした。
　おもてなしが随所に感じられ、充分
に静養することができました。ありがと
うございました。

湯けむりの里 柏屋

さいたま市岩槻区　鴨居　護彦

よしおか とよこ

かどくら はるこ

かもい もりひこ

栃木県

3月泊

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

平成22年 ７月 番場　悦子 友の会（さいたま市）

平成28年 ３月 石井　　正 友の会（さいたま市）

 11月 岩崎　　祐 友の会（さいたま市）

平成29年 ３月 番場　宏明 友の会（さいたま市）

 ５月 吉田　敏雄 友の会（毛呂山町）

 ８月 大河内喜美子 友の会（さいたま市）

 ９月 石原　　実 友の会（東京都品川区）

 〃　 金谷　俊夫 友の会（熊谷市）

 10月 設楽　明男 友の会（東松山市）

 〃　 砂永　昌洋 友の会（久喜市）

 11月 阿部　　守 川口北高等学校

 〃　 石川　陽一 友の会（さいたま市）

 〃　 田口　清子 友の会（行田市）

 〃　 松本　正明 友の会（行田市）

 12月 渋谷　成夫 友の会（蓮田市）

 〃　 高秀　真一 友の会（越谷市）

 〃　 若林　悦子 友の会（熊谷市）

 〃　 鷲巣　安政 友の会（白岡市）

平成30年 １月 今村　昭明 友の会（行田市）

 〃　 岡田　春子 友の会（草加市）

 〃　 小林　甚内 友の会（東松山市）

 〃　 桧垣　久美 友の会（千葉県君津市）

 〃　 矢那瀬忠作 友の会（熊谷市）

 ２月 秋庭　豊枝 友の会（川越市）

平成30年 ２月 上田　敏輔 友の会（秩父市）

 〃　 小川　順子 友の会（坂戸市）

 〃　 尾沢　富隆 友の会（鴻巣市）

 〃　 木元　　孟 友の会（行田市）

 〃　 黒澤　要二 友の会（秩父市）

 〃　 斎藤　英夫 友の会（久喜市）

 〃　 髙田　　清 友の会（熊谷市）

 〃　 田嶋　英夫 友の会（熊谷市）

 〃　 玉之内　淳 友の会（鶴ヶ島市）

 〃　 西田　雅江 友の会（羽生市）

 〃　 山下　道夫 友の会（川越市）

 〃　 行武　幸子 友の会（久喜市）

 〃　 吉田　光枝 友の会（行田市）

 ３月 石井美智子 友の会（さいたま市）

 〃　 太田　　利 友の会（さいたま市）

 〃　 坂巻　正一 友の会（熊谷市）

 〃　 篠田　隆春 友の会（熊谷市）

 〃　 高橋　　進 友の会（さいたま市）

 〃　 富田　敏子 友の会（東京都杉並区）

 〃　 名倉　幸枝 友の会（越谷市）

 〃　 西村多美治 友の会（鴻巣市）

 〃　 堀越　由紀 友の会（東京都東村山市）

 〃　 宮崎　厚生 友の会（川越市）

 ４月 朝比奈正子 友の会（寄居町）

平成30年 ４月 市川　邦夫 友の会（飯能市）

 〃　 江原　　学 友の会（さいたま市）

 〃　 倉林　静江 友の会（皆野町）

 〃　 柴生田建司 友の会（東松山市）

 〃　 立岡　　弘 友の会（加須市）

 〃　 山崎　茂士 友の会（松伏町）

 ５月 伊藤　治美 友の会（神川町）

 〃　 井上　　一 友の会（春日部市）

 〃　 櫛田　礼次 友の会（上里町）

 〃　 鯨井　義一 友の会（行田市）

 〃　 田村　享子 友の会（秩父市）

 〃　 西沢　　孝 友の会（東京都東久留米市）

 〃　 堀切　　亮 友の会（三郷市）

 〃　 山本　康夫 友の会（本庄市）

 〃　 横川　準一 友の会（春日部市）

 〃　 吉田　敬治 友の会（さいたま市）

 ６月 木村征一郎 友の会（羽生市）

 〃　 佐々木信江 友の会（越谷市）

 〃　 八須ヒサ子 友の会（熊谷市）

 ７月 小川　正一 友の会（川口市）

 〃　 田口　信子 友の会（さいたま市）

 〃　 百瀬　井八 友の会（桶川市）

（敬称略）
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この内容は2018年9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

最近､「知らないうちに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。」というお電話が増えております。
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｡

「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度「ご家族登録制度」」」」」（無料（無料（無料（無料（無料（無料（無料））））のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？のお申込みは済まされていますか？「ご家族登録制度」（無料）のお申込みは済まされていますか？「ご家族登録制度」（無料）のお申込みは済まされていますか？
　提携会社ジブラルタ生命のご契約者が「指定代理請求特約」を付加することによって、受取人（被保険者）が
保険金・給付金等を請求できない状態でも、指定代理人（ご家族）が代わりに請求できるサービスがあります。
　また 、「ご家族登録制度」が、2016 年 12月 22日から新設されていることをご存知でしょうか？
　これは、あらかじめご登録いただいたご家族が、ご契約者に代わって「保険内容のお問い合わせをすること」、「請
求書を取り寄せること（ご契約者様宛の送付依頼）」を行うことができるサービスです。これからは、高齢化の進
展に伴い、認知症になったり、要介護認定を受ける方々が増加することが予想されます。

　例えば、ご高齢で
認知症や要介護状態
等になった場合や震
災等でご契約者が行
方不明になってしま
った場合でも、安心
してサービスを受け
ることができます。
　登録する時に必要
な書類は、①ご家族登
録・変更申込書、②請
求人様の本人確認書
類となります。内容、
手続き方法のお問い
合わせは、担当ＬＣ
が丁寧にご説明しま
すので、お気軽にご
相談ください。

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｡
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にお問合せください｡
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：協定宿泊施設への補助金、人間ドック補助金等の特典も継続します｡
　　  さらに、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

ご家族登録制度のご案内
大切なご契約を
お伝えする
ために

契約者様の保険契約内容について、情報の提供を受けることができます。
当社へ、各種請求書類の契約者様宛の送付依頼をすることができます。

契約者ご本人だけで
保険契約の内容を
把握しておくのが不安だ

契約者ご本人が
連絡できない

契約者ご本人の代わりに
請求書類を取り寄せてほしい

契約者ご本人が
保険契約の内容を
確認できない

ご家族登録サービスなら、こんな時でも安心

登録ご家族へのサービス内容
1
2

登録可能なご親族の範囲
契約者様の配偶者または
3親等内のご親族

登録可能な人数

1名（1契約につき）

ご登録いただくご家族情報

氏名・性別・生年月日・続柄・
住所・電話番号（メールアドレス）※契約ごとの登録となります

あらかじめご登録いただいたご家族が、契約者様に代わって
「保険契約内容のお問い合わせ」などを行うことができます。
あらかじめご登録いただいたご家族が、契約者様に代わって
「保険契約内容のお問い合わせ」などを行うことができます。

新制度開始！

※指定代理請求人を優先的にご指定ください
※未成年者は登録できません

〒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.62は2019（平成31年）.２.１発行予定です。
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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/
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