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各公演は締切後、募集を超える場合は抽選となります。当選者の決定は、当選（選外）通知書を発送し、発表にかえます。
当選者には改めて振込用紙を送付しますので、お手続きください。

公益財団法人  日本教育公務員弘済会大阪支部
〒542-0062
大阪市中央区上本町西5-3-5 上六Fビル11階　TEL.06（6768）0631　URL http://www.kyoukou.or.jp　E-mail kaiin@kyoukou.or.jp　発行人 川俣 徹

「あけましておめでとうございます」
（公財）弘済会大阪支部は、2022年に創立65周年を迎えます。� 弘済会大阪支部「友の会」　会長　川俣 徹
　友の会会員の皆様におかれましては、健やかに新しい年を
お迎えのこととお慶び申しあげます。（公財）弘済会大阪支部
は、2022年に創立65周年を迎えます。こうして65周年を
迎えることができましたのも、何をおいても会員の皆様・教
職員の皆様や教育関係者の皆様のご支援・ご協力の賜物と、
心より感謝いたしています。
　65周年記念事業として、現在行っている「ブックパック
事業」「スポーツパック事業」の一部を改め、大阪府内全て
の国公立小学校に「書籍セット」を、中学校・義務教育学校・
支援学校に「スポーツ用品セット」を贈呈いたします。
　また、「ドリームコンサート」を実施します。現在行って
いる「フレッシュコンサート」の中身を充実させ、会員の皆
様や教育関係者の皆様を招待し、11月23日に開催いたしま

す。友の会会員の皆様には、改めてご案内を差し上げますの
で、是非、ご参加いただきますようお願いいたします。
　一方、友の会事業として、今回新たな企画を立ち上げてい
ます。友の会だより63号をご覧ください。また、2022年
度から会員制度が変更されます。同封の「2022保存版・弘
済会大阪支部ガイドブック65周年記念号」をよくご覧いた
だきますよう、併せてお願いいたします。
　これらの記念事業を通して、「最終受益者は子どもたち」
という日教弘の理念を具現化し、教職員の皆様にとって更に
身近な学校支援団体となれるように努めてまいりたいと考え
ています。
　今後とも、弘済会大阪支部に、より一層のお力添えをいた
だきますようお願いいたします。

温泉！ランチ！

4月13日（水）・20日（水）旅行日

お一人様 3,500 円（一般料金 6,500円）負担額

対　象 友の会会員・
同伴者1名まで 申込締切日 2月 28日（月）

募　集 各40名 両日80名
※旅行取消料は、3月20日以降一般料金に
　一定の料率でかかります。

大江戸温泉箕面（箕面スパーガーデン）場　所

旅行日程

9：00
難波

17：00
難波

9：20
大阪駅前

16：40
大阪駅前

10：00 ／ 16：00

大江戸温泉物語
箕面観光ホテル

貸切バス 貸切バス 貸切バス 貸切バス

1 電話（06-6768-0631）による受付をします。

2 お申込みの際には、①名前②住所③電話番号④同伴者の名前を申し出てください。

3 受付が完了した会員には、後日ご案内させていただきます。

申込方法

特別公演特別公演特別公演剣戟はる駒座 剣戟はる駒座 剣戟はる駒座 

大衆演劇！大衆演劇！

温泉！ランチ！

大江戸温泉箕面で

ランチバイキングと大衆演劇
大江戸温泉箕面で

ランチバイキングと大衆演劇
大江戸温泉箕面で

ランチバイキングと大衆演劇
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場　　所 新歌舞伎座
対　　象 友の会会員・ご家族 1 名まで

募　　集 50名

申込方法 同封の申込ハガキに記入の上、お送りください

会員負担額 1 階席 6,500円（一般料金 10,000円）

申込締切日 2月 28日（月）

日　　時 6月17日（金）　11：00 開演

梅沢富美男劇団

梅沢富美男・研ナオコ
特別公演

芝居と歌と舞踊の豪華三本立て。
� 笑って泣ける珠玉のエンターテイメント！

新型コロナウイルス感染拡大防止および感染予防対策につきましては、各劇場のホームページをご覧ください。！

第1種教弘保険または新教弘保険 K 型の加入
者で、満70歳に達したとき古稀祝金1万円 
が給付されます。
該当される方には事務局より申請書をお送りし
ます。

古稀祝金の申請を

場　　所 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

対　　象 友の会会員・ご家族 1 名まで

募　　集 50名

申込方法 同封の申込ハガキに記入の上、お送りください

会員負担額 指定席 6,900円（一般料金 11,000円）

申込締切日 2月 28日（月）

日　　時 6月11日（土）　12：30 開演

奇跡の人
アニー・サリヴァンとヘレン・ケラー。
二人の闘いは、がむしゃらで、愛に溢れ、
� そしていつしか奇跡を起こす─

第 2 回  大阪教弘友の会運営委員会
 を開催しました

【日　時】　2021年12月15日（水） 10：30
【場　所】　たかつガーデン
【内　容】　 2021年度 事業報告 

2022年度 上半期事業計画

早期発見・早期治療のための予防健診への参加が重要です！
①検査を希望される方は、同封のハガキの「大腸がん検診申込欄」に必要事項を記

入のうえ投函してください。申込者には後日振込用紙をお送りします。
②検査料 会員1,000円 家族1名に限り1,000円（一般料金は 2,630円でその他の

家族は一般料金となります。）
※ 但し、振込後の検査料は返金いたしませんのでご了承ください。

③検査機関から採便容器などが会員に郵送されるのは、事務処理上、振込が確認さ
れてから半月後以降になりますので、あらかじめご了承ください。

申 

込 

方 

法

【自宅でできる検査法】
弘済会が提携している「（一財）日本健康増進財団」の検査は肉や魚、緑黄野菜などに
は反応しないため、食事制限を必要としません（免疫学的便潜血検査）。また、自宅で
簡単に受診できるので、忙しい方でも病院に行かずに手軽に行えるメリットがありま
す。検査方法は検査機関から送られる容器に、2日間にわたり2回便を採取し返信用
封筒で郵送するだけです。

大腸がん検診のおすすめ

作　　ウィリアム・ギブソン
翻訳　常田景子
演出　森 新太郎

高畑充希
平　祐奈
村川絵梨
井上祐貴
山野　海
森山大輔
佐藤　誓
増子倭文江
池田成志
　　　　他
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【西国街道歩き 最終回】
伊丹から西宮へ（12km）

■日　　程　4月21日（木）
　　　　　　〈予備日〉22 日（金）
■集合場所　阪急 伊丹駅
■参 加 費　1,000円（昼食・保険付き）
■集合時間　午前9時 30分
　　　　　　（15時頃 解散）
■定　　員　30名

西国街道歩き 第４回 茨木（豊川）から伊丹へ

往復はがきに　①参加希望コース（複数可）　②参加者名　③返信先住所　④携帯番号　を記入の上、弘済会大阪支部まで申込方法

（注）全コースともに定員を大幅に超えた場合は抽選となります。

南海本線 七道駅 午前10時集合～鉄砲鍛冶屋
敷跡～山口家住宅～堺伝統産業会館～晶子生家
跡～芥子餅（本家小島屋）～昼食～利晶の杜～
利休の屋敷跡～市役所展望台～堺東駅

堺・梅の花で昼食！
南海本線 七道駅から
南海高野線 堺東駅へ（6km）

■日　　程　5月19 日（木）
　　　　　　〈雨天決行〉
■集合場所　南海本線 七道駅
■参 加 費　3,000円
　　　　　　（昼食・入場料・保険付き）
■集合時間　午前10時
　　　　　　（15時頃 解散）
■定　　員　30名 利晶の杜

阪急 伊丹駅 午前9時30分集合～昆陽寺～武庫
川髭の渡し跡～門戸厄神（もんどやくじん）～
西宮神社～阪神西宮駅

（解散後、ご希望の方はオプションで酒蔵見学
もできます。）

てくてく街歩きシリーズ：第1回 堺新企画

場　　所 大阪四季劇場

ミュージカル

オペラ座の怪人
ファントム・オブ・ジ・オペラ

場　　所

妖しい調べが支配する、
� そこは愛の迷宮。

募　　集 各60名　両日120名

申込方法 同封の申込ハガキに記入の上、お送りください

申込締切日 2月 28日（月）

対　　象 友の会会員・ご家族 1 名まで

S席 8,000円 （一般料金 11,000円）

5月20日（金）　13：30 開演 

S席 9,100円 （一般料金 12,100円）

5月21日（土）　13：00 開演 

日　　時
・

会員負担額
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弘済会大阪支部はおかげさまで、2022年に65周年を迎えます！

補助金事業のうち、人間ドック補助、オプションの女性検診補助・男性検診補助を廃止、
新たに「健康サポート事業」を開始します。また、宿泊補助についても変更いたします。

補助金事業が変わります

詳しくは同封のガイドブック保存版をご覧下さい

NEW リニューアル

教弘フルガード
団体総合生活保険（フルガード）

約

ご希望の方は別紙ハガキにて資料請求して下さい

友の会会員の皆様 配偶者、子ども、両親、
兄弟、同居の親族

団体割引等
適用で 45%割引

日常生活をトータルに
サポートする制度

安心・安全をお届けする
3つのポイント!
安心・安全をお届けする
3つのポイント!

1
2

3

日常生活に起因する賠償責任を補償！

新型コロナウイルス等特定感染症による入院・通院も補償！

ご家族もご加入できます!ご家族もご加入できます!

ケガによる入院・通院を1日目から補償！

NEW

教弘フルガードのお申し込み・お問い合わせ・資料請求先は

代理店　株式会社大阪教弘 TEL 06（6768）0632
〒542-0062　大阪市中央区上本町西5-3-5 上六Fビル11F

提携・引受会社：東京海上日動火災保険株式会社
関西公務金融部大阪公務課　TEL 06-6203-0518

※2022年4月1日以降の受診が対象となります。
※ �2022年度の申請は2023年3月31日までに申請書を弘済会大阪支部へ�

お届けください。
（年度がまたがると申請できません。ご注意ください）

健康サポート事業
5,000円以上の治療目的以外の
健康診断で年1回3,000円の補助

　3,000円�補助

資
　格

新教弘保険 A 型・B型・S型・K型、ユース教弘保険、
第1種教弘保険、第4種教弘保険、新第4種教弘保険、
新教弘保険基本型、のいずれかにご加入

手
　続

申請書
＋

受診料5,000円以上の領収書（コピー可）

指定宿泊施設
利用補助

教弘保険加入者会員のみ1人1泊
5,000円の補助（年度内4泊まで）

教弘保険加入者一人

1泊�5,000円�補助

資
　格

新教弘保険 A 型・B型・S型・K型、ユース教弘保険、
第1種教弘保険、第4種教弘保険、新第4種教弘保険、
新教弘保険基本型、のいずれかにご加入

手
　続

指定宿泊施設へ予約
＋

申請書を郵送またはホームページより申請

4月より




