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残暑の候、貴会ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。平素より格別のご高配を賜りますこと、厚く御礼申しあげます。 
さて、この度は本校生徒2名へ「高校給付奨学金（A）」・「高校給付奨学金（B）」をご給付いただきますこと、心より、深く御礼申しあげます。 コロナ禍で、生徒たちもいろいろ苦労しております。そんな中でのご高配です。本当に感謝しております。 

また、貴会「ハイスクールフォローアップ事業」によります「コピー用紙」（ A4用紙10箱 計25 , 0 0 0枚、A３用紙4箱 計6,000枚）のご恵贈も誠にありがとうございます。有意義に活用させていただきます。 本来でしたら、直接参りまして御礼を申しあげるべきところですが、時節柄、書中にてお許しください。どうぞ、今後ともよろしくお願い申しあげます。

くくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ

申申申申申申ししししししししししししししししああああああああああああああああああああああああああああああああああああああげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげ

先日、うれしいお便りが届きました。 
あまりにもうれしくて、すぐにお電話を差し上げ、是非、弘済会
だよりに掲載させていただけないかお願いいたしました。私たち
の財団は様々な教育振興事業を行っています。大阪の教育現
場に勇気と元気をお届けする、その向こう側にいつも子どもた
ちの笑顔を思い浮かべながら取り組んでいます。日教弘の理
念である「すべては子どもたちのために」はこうした背景から
生まれたものです。しかし、府立福井高校の内田正俊校長先
生から届けられたお手紙は、私たちだけでなく、教育現場も
共に一体となって取り組んでいるのだということを実感させら
れるものでした。とてもありがたく勇気が心の底からふつふつ
と湧いてくる、そんな思いがいたしました。「すべては子ども
たちのために」これか
らも弘 済 会 大 阪 支 部
は 全 力 で 取り組 みま
す。どうか今後共よろ
しくお願いいたします。
そして、あたたかいお
手紙をありがとうござ
いました。

弘済会大阪支部
支部長
川　俣　　徹

「すべては
　　子どもたちのために」
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  奨 励 金 給 付 事 業  府内１０団体に総額１０５万円を助成

2020年度

実施校  計203校 府内国公立高等学校および支援学校（高等部）からの申請に基づき、A4コピー上質紙25000枚とA3上質紙6000枚を助成しました。

弘済会ハイスクールフォローアップ事業実施校

【府立高等学校】
133校
池田
渋谷
淀川清流
豊中
桜塚
桜塚(定)
千里青雲
豊島
刀根山
箕面
箕面東
豊中能勢分校
園芸
春日丘
春日丘(定)
茨木
茨木西
北摂つばさ
福井
吹田
千里
吹田東
北千里
山田
三島
高槻北

堺東
東百舌鳥
堺西
福泉
堺上
成美
泉大津
伯太
信太
堺工科
堺工科(定)
和泉総合
和泉総合(定)
和泉
岸和田
久米田
佐野
日根野
貝塚
貝塚南
泉鳥取
佐野工科
佐野工科(定)

【府立支援学校】
40校
枚方支援

門真なみはや
緑風冠
野崎
交野
城東工科
清水谷
高津
夕陽丘
布施
布施(定)
花園
みどり清朋
布施北
枚岡樟風
かわち野
山本
八尾
八尾北
八尾翠翔
柏原東
布施工科
勝山
西成
天王寺
阿倍野
住吉
港南造形
阪南

すながわ高等支援
摂津支援
とりかい高等支援
大阪中央聴覚支援
難波支援
なにわ高等支援
生野支援
思斉支援
住之江支援
西淀川支援
平野支援
東住吉支援

【市立高等学校】
21校
桜宮
東
南
西
汎愛
大阪市立
咲くやこの花
大阪ビジネスフロンティア
淀商業
鶴見商業
住吉商業
都島工業

芥川
阿武野
大冠
摂津
島本
槻の木
茨木工科
茨木工科(定)
大手前
大手前(定)
茨田
港
市岡
成城(定)
西野田工科(定)
四條畷
寝屋川
寝屋川(定)
北かわち皐が丘
西寝屋川
枚方
長尾
牧野
香里丘
枚方なぎさ
芦間
守口東
門真西

むらの高等支援
東淀川支援
西浦支援
大阪南視覚支援
中津支援
豊中支援
刀根山支援
箕面支援
吹田支援
茨木支援
高槻支援
交野支援
交野支援四條畷校
寝屋川支援
守口支援
東大阪支援
八尾支援
たまがわ高等支援
藤井寺支援
富田林支援
堺支援
泉北高等支援
和泉支援
だいせん聴覚高等支援
岸和田支援
佐野支援
泉南支援

教育センター附属
桃谷（Ⅰ・Ⅱ）
桃谷(定)
桃谷(通信制)
今宮工科
今宮工科(定)
東住吉
東住吉総合
長吉
平野
生野
大塚
河南
富田林
金剛
長野
長野北
藤井寺
美原
農芸
藤井寺工科
藤井寺工科(定)
登美丘
泉陽
三国丘
三国丘(定)
泉北
鳳

泉尾工業
東淀工業
生野工業
工芸
扇町総合
中央
都島第二工業
第二工芸
水都国際

【都市立高等学校】
5校
東大阪市立日新
堺市立堺
堺市立堺(定)
岸和田市立産業
岸和田市立産業(定)

【大阪府立大学】
1校
工業高等専門

【大阪教育大学附属高等学校】
3校
天王寺校舎
平野校舎
池田校舎

配付幼稚園一覧 120園から申請をいただきました。10月下旬、各幼稚園にチューリップ球根200球を贈呈します。

2020年度も、教育の振興に寄与する
教育研究団体に研究助成を行いました。

大阪府公立小学校教育研究会

大阪府公立中学校教育研究会

大阪市立高等学校教育研究会

大阪市立小学校教育研究会

大阪市立中学校教育研究会

大阪市立幼稚園教育研究会

大阪府公立学校事務研究会

大阪市立小中学校事務研究会

大阪府立学校事務長会

大阪市立学校事務長会

大阪府学校保健会養護教諭部会

大阪教育振興会

大阪府在日外国人教育研究協議会

大阪市外国人教育研究協議会

蘇州大学と交流する大阪府教職員の会

大阪府退教生きがい支援研究会

堺市初等教育研究会

堺市中学校教育研究会

堺市幼稚園教育研究会

府内で実施する学校教育（地域等の諸団体・諸機関との連携によって行われる内容に限る）、社会教育の分野に
おいて、社会・教育・文化の向上発展に寄与する有益な研究・活動に対して支援しています。
教育振興事業選考委員会で審査の結果、本年度は次の10団体に給付しました。

申請団体名 テーマ

高槻市立第二中学校区地域教育協議会 新型コロナウィルスの為、臨時休校や商店街の営業自粛、各種イベントの中止等、地域の絆も危機的状況にある。
オール二中校区で、地域の大人と中学生が共働して、子ども達に元気を医療関係者にエールを送る取組を行う。

岸和田市立北中学校 ～すべての職員がすべての生徒を幸せにできる学校を目指して～『環境整備と花いっぱいプロジェクト』

豊中市立桜井谷東小学校
「学校を中心にまちの緑化を広げよう～花いっぱいプロジェクト～」３年生の地域学習の一環として進めてい
ます。児童が地域の方々とともに街を美しくし、喜ばれていると実感できる大変有意義な学習活動となって
います。

田尻町立中学校 「花いっぱいプロジェクト」と題し、学校正門付近や学校前の道路を季節の花で飾り、生徒・来校者をはじめ、
学校の前を通る地域の方々や地域に勤務されている方々の気持ちを明るく前向きに、また和やかにする。

甘夏備広場
広域校区をもつ府立支援学校であることに加え、都市化や少子化、核家族化が進展したことによる人と人のつな
がりの希薄化がさらに進んでいることから、地域学校協働活動を継続して人と人がより豊かにつながり合う教
育活動を進め、障がいのある子どもたちのより豊かな成長を支援する。

富田林市立錦郡幼稚園
～子どもの気付きから広がる園庭ビオトープ～
自然とのかかわりは子どもたちに多くの学びを与えてくれます。地域の豊かな自然を園内にも取り入れ、自然・
人・地域の共生をめざしています。

岸和田市立土生中学校 「地域とともにある学校」を目指し、教職員、生徒、保護者が地域の方々と共に環境美化活動を進め、地域全体で
生徒を見守り育てていく環境を作り上げる。

日本語指導が必要な子どもの教育センター校
(大阪市立市岡中学校)

日本語指導が必要な児童・生徒は、日本語の習得と共に短期間で教科学習の力を身に付ける必要がある。教科の
理解力を伸ばすために、母語による学習支援活動を行い、自ら進路を切りひらく力を育てる。

太子町立山田小学校 『みんなで３つの合言葉！ 手洗い・うがい・マスクの着用』をスローガンに、新型コロナウイルス感染症対策を
学校・家庭・地域で安全教育に取り組む。

大阪狭山市立南第二小学校 学校（児童）と地域とのつながりを深め、地域の中の学校として子どもたちが安心して通うことができる、笑顔
あふれる学校をめざす。

大阪の教育推進の
ための事業なんだね

【大阪市】 滝川幼・菅南幼・田川
幼・新高幼・桜宮幼・旭東幼・
今里幼・東小橋幼・北中道幼・
玉造幼・大阪中央聴覚支援幼
稚部・銅座幼・愛珠幼・桃園幼・
南幼・真田山幼・味原幼・五条幼・
大江幼・生魂幼・鶴橋幼・常盤幼・
六反幼・瓜破北幼・日吉幼・九
条幼・三軒家西幼・三先幼・海
老江西幼・貫江田幼・西野田幼・
伝法幼・大和田幼・姫島幼・立
葉幼・玉出幼・墨江幼・アトリオ
とねやまこども園・アトリオみな
みおかこども園・大阪成蹊短期
大学附属こみち幼

【箕面市】 なか幼・かやの幼・と
よかわみなみ幼・せいなん幼・
あおぞら幼

【池田市】 なかよしこども園・さ
くら幼

【吹田市】 吹田第一幼

も園・菩提幼・北野田こども園
【大阪狭山市】 東野幼・東幼・半
田幼・大阪狭山市立こども園・
山本こども園

【大阪府立】 堺聴覚支援学校幼
稚部

【和泉市】 光明台幼
【泉大津市】 条南幼
【岸和田市】 大芝幼・城北幼・新
条幼・春木幼・大宮幼・朝陽幼・
浜幼・岸城幼・山直南幼・山滝
幼・東葛城幼・山直北幼・城東
幼・八木北幼・八木幼・光明幼・
旭幼・東光幼・太田幼・常盤幼・
五風会保育園

【貝塚市】 北幼・西幼・木島西幼・
貝塚南こども園

【泉佐野市】 のぞみこども園
【阪南市】 尾崎幼・朝日幼・はあ
とり幼・まい幼

【泉南郡】 教円幼

【大東市】 北条幼
【四條畷市】 忍ケ丘あおぞらこど
も園

【東大阪市】 孔舎衙幼
【松原市】 松原幼・松原西幼・宮
前つばさ幼

【柏原市】 柏原西幼・堅下幼・国
分幼

【太子町】 太子町立幼
【富田林市】 喜志幼・富田林幼・
錦郡幼・寺池台こども園・青葉
丘幼

【河内長野市】 清教学園幼・長
野こども学園・大阪千代田短期
大学附属幼

【堺市】 みはら大地幼・北八下幼・
なないろこども園・初芝こども
園・白鷺幼・登美丘東幼・東陶
器幼・西陶器こども園・八田荘幼・
美原北こども園・城山台保育園・
北花田こども園・新金岡西こど

19の教育研究団体に研究助成

弘済会・チューリップ球根配布事業弘済会・チューリップ球根配布事業

【大阪府立富田林中学校・高等学校】
富田林高等学校は創立120周年を迎えた府下有数の伝統校で、2017年度に中
学校が併設され、府立学校として初めての併設型中高一貫校となりました。

「地球的な視野に立ち、国や地域のことを考え行動し、国際社会に貢献できる
『グローカル（Global & Local）・リーダー』の育成」が本校のミッションです。

表紙写真の提供高校

大阪府立福井高等学校での贈呈式（８月31日）
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「この度は、本当にありがとうございました。保護者の思いを
絵本にし、教材として使用するためにこの助成金を使わせてい
ただきます。」とのお言葉を校長先生よりいただきました。

職員室にて、ミニハードルとラダートレーニングセットを贈呈
させていただきました。校長先生はじめ、職員の方一同、大変
喜んでおられました。

職員の皆さんの前で、校長先生に贈呈させていただきました。
この日は大雨でしたが、児童の下校指導を終えられた先生方が
集まってくださいました。

泉南中学校の図書館司書さんがとても喜んでおられて、図書館内に
弘済会から贈られたものであることを掲示してくださり、さらに生
徒が活用するよう図書館前に立て看板を設置してくださいました。

☆ブックパック・☆スポーツパック　2次募集
本年度も実施しましたブックパック（書籍セット）とスポーツパック（スポーツ用品セット）ですが、
好評につき、２次募集をいたします。

▶︎募集校数：各50校　　▶︎募集期間：10月1日（木）～10月23日（金）
※本年度の弘済会事業を既にご利用になられた学校は応募できません。
※詳しくは、日本教育公務員弘済会大阪支部のホームページをご覧ください。
　または、貴校担当のジブラルタ生命 LC にお聞きください。

スクールフォローアップ事業　ブックパック・スポーツパック事業　実施しました

高槻市立柳川小学校　スクールフォローアップ贈呈式

阪南市立下荘小学校　スポーツパック贈呈式

岸和田市立山滝小学校　スクールフォローアップ贈呈式

泉南市立泉南中学校　ブックパック贈呈式

高校生への奨学金４０３名に給付中 生徒たちの進路を支える弘済会の奨学金

教育振興事業で、大阪府内の高等学校・
　　　　支援学校高等部そして高校生を支援！！

府内公立高等学校及び支援学校高等部の生徒に、５万
円の奨学金を９月から給付しています。また、二次募
集を９月から行いましたが、その分も今後給付いたし
ます。

奨学生には感想を含めた報告をお願いしています。
生徒の皆さんの報告から、本会の奨学金がそれぞれの
学校生活や進路に役立っていることを大変うれしく
思います。生徒を推薦していただいている校長先生
をはじめ諸先生方に、改めて感謝いたします。

私はこの奨学金を、進学するための大切な資金にする事ができ
ました。私が受けたこの奨学金は、先生方の気持ちが沢山込め
られていたおかげなのか、試験当日は自分の心に余裕を持って落

ち着いて挑む事ができました。（略）これから待っている新しい学
校生活においても、何事にも怠らず、この奨学金に込められた先生方

の気持ちを裏切ることのないように、日々精進していきたいと思っ
ています。この奨学金を受けることができて、本当に嬉しかったで

す。感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。

本人の進路について考える視野が広がりました。奨学金をい
ただくまでは、金銭的な理由から卒後すぐに就労し、お金を稼がなけ

ればいけないと強く志望していました。しかし、担任としては、金銭
面の理由だけでなく様々な観点から人生を考え、広い選択肢の中か
ら進路を考えるようにと指導していました。進路懇談の中で、本人が自
分の人生を深く考えるきっかけになったのが、奨学金をいただき、金銭
面の余裕ができるようになったことによるものだと思います。今で

は、自分の進路決定をしっかり考え、納得いくものになったと喜
んでいます。生徒の可能性を広げるために、今回奨学金をいただ
くことのできたこの制度は本当に教員として助かりました。

奨学生に選ばれ、いろいろな先生方や公益財団法人日本
教育公務員弘済会の方々に奨学金という形で応援して頂き、勉学

に一生懸命取り組もうという気持ちがより一層強まりました。奨
学金によって、高等学校の学費が払うことができ、その分払うはずだっ
たお金が大学への資金として使うことができます。いろいろな人に
様々な形で応援して頂いていることを忘れずに、公務員として活
躍したいという自分の将来の夢に向かって、これからも勉学に励
むことを誓いたいと思います。

この度は奨学生として選ばれたことを
大変嬉しく思います。私の家庭は貧しく、一時

はあわや大学への進学ができなくなると
ころでした。しかし、弘済会様から頂い

た奨学金によって、入学時に支払う金額をな
んとか確保できそうです。重ねてお礼申し上げ

ます。（略）先ほど第一志望の大学から合格
通知を頂きました。夢への一ステップ

を歩めることを非常に感謝しております。
本当にありがとうございました。

この度は給付奨学生に採用して頂き、
有難うございました。娘は一日を通してベッ
ドで過ごす時間が長く、自身での体位変換が
難しいため、以前は体圧で身体に赤味が出るこ

とがありましたが、購入させて頂いた低反発マッ
トのお蔭で圧迫による赤味が無くなり、以前よ
り寝付きもよく快眠効果で学校での眠気も減り、

授業中の活気も出てきたようで、とても嬉しく思
います。また、卒業後の生活介護施設へも持参
して快適に過ごせるように利用させて頂こうと
考えております。最後になりますが、ご支援して
下さった皆様に重ねて深くお礼申し上げます。

高校生活の中で、勉強も生徒会も部活も、
自分がやりたいと思うからこそ頑張ってこれま
した。その頑張りを認めていただき、奨学金とい

う形で応援してくださった事を心から感謝し、こ
れからも日々努力して生きていこうと思いました。 

私の家庭は母子家庭で経済的に非常に困難な状
況であり、専門学校への進学を諦めました。です

が、奨学金をいただいたからには、私はもっと多くの
事を学び、社会に貢献していかなければならない、そ
う思い、１年遅れですが、大学に進学することにしまし
た。進路決定を卒業まで迷っていましたが、この奨
学金が私の背中を押してくれた事は確かです。私
はこの奨学金を社会に貢献することで返してい

ければいいなと思っています。

昨年度の奨学生からの昨年度の奨学生からの
報 告

私はこのように奨学金のお話を先生から聞いた時にとても驚き
ました。先生に「しんどいことがある中で、何事もまじめに取り組
みがんばっているあなたを推薦しようと思っている」と言われて、

とても嬉しく思いました。そして実際に奨学金を受け取った時に、そ
してその際聞いたお話しや先生方からの一言を聞いて、こうしてまじ
めに取り組んできたことは無駄ではなかったんだと、がんばったこ

とを認めてもらったんだと嬉しく思い、泣きそうになりました。こ
の奨学金は、大学へ受験する時の受験料やその受験に向けての
画材費、そして大学へ入ってから必要なものを買わせていただ

きました。本当に役に立ちました。ありがとうございます。

私が奨学金を受け取ることができる
と先生からお聞きした時、とても驚きました。実

際に受け取って、改めてこのお金をくださった協
会の皆様、毎日授業を行ってくださり、私

を奨学生に選んでくださった先生方、
そして何よりいつもそばで私のことを見て

くれていて、私の夢も応援してくれる家族の有
難さを身に染みて感じました。金銭面で助けて
いただいただけでなく、周囲からの支援が
こんなにも力になり、温かい気持ちにな
ることを知るとても貴重な体験ができた

と思います。この感謝の気持ちを忘れず、こ
れからも勉学に励みたいです。改めて、皆様

本当にありがとうございました。 
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死亡保険金：
高度障害給付金

保障期間（15年）※1 保障期間（65歳まで）

※1.ユース教弘の保障期間は加入時年齢によって異なります。 ※2.加入（更新）時、年齢・性別によって保険料は
　　異なります。

※2 ※2 ※2

3,000万円 死亡保険金：
高度障害給付金 3,000万円

月払保険料 5,823円

22歳加入 37歳 65歳 70歳 75歳 80歳

月払保険料 10,530円

34歳以下の方に 80歳まで継続できます80歳まで継続できます35歳以上の方に

ユース教弘保険 新教弘保険A型ユース教弘保険 新教弘保険A型ユース教弘保険 新教弘保険A型

移行 加入 更新 更新

22歳、30口加入の場合加入例

加入年齢

保障期間

20～24歳

15年間

25～29歳

10年間

30～34歳

5年間

（災害割増特約付/集団契約特約付勤労保険） （集団契約特約付勤労保険） （集団契約特約付勤労保険）（集団契約特約付勤労保険）

新教弘保険K型新教弘保険K型新教弘保険K型

　  共済事業に関するお問い合わせは

この内容は2020年9月現在のものです。

◇教弘保険に関するお問い合わせは、ジブラルタ生命各学校担当 LC（ライフプラン・コンサルタント）へ
支社名 営業所名 住所 TEL

大阪  支社 大阪第一～大阪第十六  営業所 〒 530-0017 大阪市北区角田町 8-1　梅田阪急ビル オフィスタワー 22F 06-4709-5040

北大阪支社
千里第一～千里第四  営業所 〒 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2　住友商事千里ビル南館 2F 06-6832-9054
京 阪  営業所 〒 573-1191 枚方市新町 1-12-1　太陽生命枚方ビル 9F 072-804-3450
高 槻  営業所 〒 569-1123 高槻市芥川町 1-7-26　カワノビル 4F 072-682-6061

堺　支社

堺第一・堺第三  営業所 〒 590-0985 堺市堺区戎島町 4-45-1　ポルタスセンタービル  9F 072-222-6563
岸和田  営業所 〒 596-0054 岸和田市宮本町 27 番１号　泉州ビル  8F 072-436-8710
泉佐野  営業所 〒 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37　泉佐野センタービル  14F 072-460-1733
富田林  営業所 〒 584-0093 富田林市本町 18-9　カナヤビル  2F 0721-24-3939

なんば支社 なんば第一～なんば第七  営業所 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中 2-10-70　パークスタワー  30F 06-6636-8390
中之島支社 中之島第一～中之島第十  営業所 〒 530-0005 大阪市北区中之島 3-3-3　中之島三井ビルディング  10F 06-6479-0320

◇奨学・教育研究助成・教育文化・福祉事業のお申し込み、お問い合わせは弘済会大阪支部事務局へ

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

教弘保険の3つのPOINT!

生涯保障プラン 【この資料は概要を示したものです。詳細は担当LCにお尋ねください。】

教職員のための教弘保険
教職員相互の助け合いを目的に開発され、60年以上にわたる歴史を持つ共済制度です。

集団契約特約を付加することにより、低廉な保険料！
教職員の相互扶助を目的とした保険で、保険料は年齢・
性別にかかわらず一律！
教弘会員として「各種祝金」「宿泊施設利用補助」など
特典を利用！

POINT

1
POINT

2

POINT

3

日教弘は、全国の
教職員 60万人の教弘保

険の契約者配当金で、各種教
育振興事業を展開し、子ども
たちと学校のために大きく

貢献しています。

☆講師の先生方もぜひ日教弘会員に☆

日教弘には、臨時講師（1か月以上〜長期）、栄養教
諭、技術職員、給食調理員（民間委託は除く）、用務
員等を含めて、学校に勤務する教職員の皆さんが
加入し、共済・福祉事業がご利用いただけます。

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「保険設計書（契約概要）」「ご契約の
しおり・約款」をご確認ください。

ジブラルタ生命保険㈱
教職員専用フリーダイヤル 0120-37-9419（通話料無料）

弘済会大阪支部 検 索 

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・FAX 06-6768-1258

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.kyoukou.or.jp

支援学校高等部の生徒さんが、授業の中で製作した作品の一部です。 
いろいろ工夫しながら、苦心して作り上げました。

● 大阪府立たまがわ高等支援学校

● 大阪府立東淀川支援学校

● 大阪府立枚方支援学校

● 大阪府立とりかい高等支援学校

１年生の作品です。断裁機や製本機を扱う実習の一環として作成しました。断裁機を使う際、
紙をきれいにそろえてセットするのに苦労しました。 
また、製本機の扱いにおいて、「商品」ということを意識しながら作成することを目標にしている
ので、端を丁寧に揃えたうえで製本するということが難しかったようです。 
自分用として普段の授業や職場実習などで持ち歩き、「指示されたことをメモに取る」課題に活用
するほか、文化祭（たまがわフェスティバル）にて、来場者に販売しました。

職業デザインコース「織物」の授業で製作したものです。人に喜んでもらえるデザインや配色を
工夫し、織り目が揃うように丁寧にバランスよく力を入れるのに苦心したそうです。 
卒業アルバムのカバーやポーチ・コースターなどにして、家族やお世話になった人にプレゼント
したりします。

高２・高３の職業 木工の授業（選択科目）で製作しました。
木材から切り出し、サンドペーパーで磨いてから組み立てていくのですが、高さを揃えながら
井げたに組んでいくことや、バランスよく４点を接着することが難しく苦労しているそうです。
これを個々の生徒の課題に応じて、それぞれ取り組んでいます。 
作品展の際、保護者や来校者、本校教員に販売して好評を得ており、 各ご家庭で活用していただい
ています。

本校は、生徒全員が卒業後すぐの「就労を通した社会自立」をめざしており、学科の一つである
「生産技術科」で製作したものです。“販売できるものづくり”をコンセプトに、紙加工や木材加工
でものづくりを学んでおり、本校で作るものは作品ではなく、それぞれ企画に応じた製品として
作っています。この靴べらは、木材の切断、切削加工、レーザー加工を含み、本校の設備で製作
できる一番難易度の高いものだそうです。特に切削加工が難しく、技術習得に時間もかかるので、
３年時の課題としています。

メモ帳

一輪挿し

携帯靴べら

さおり織のコースター

支援学校高等部の生徒作品紹介

優秀だという評判の学校を訪問したときの事です。生徒たちはみな熱心
に授業を受けていて、校内をウロウロするような生徒は見かけません。
来客用の下足箱でスリッパに履き替え、校長室へ挨拶に行きました。半
時間後、靴を履き替えようとしました。あれっ、靴は？ 慌てて全ての下足
箱の中を調べました。ない。靴が消えてしまった！ 本当に困りました。 
別の学校を訪問したときです。授業中にもかかわらず五、六名の生徒が
玄関先でたむろしていました。見るからにヤンチャそう。 

「こんにちは！」。「こんにちは！」。彼らが元気よく挨拶をしてくれまし
た。見た目とは違って精一杯愛想を振りまいてくれたので、声をかけま
した。「校長室、どこですか？」。「どうぞ、どうぞ、こちらです！」。二階に

ある校長室の前まで丁重に
案内してくれました。なんと
可愛らしい生徒たち！ 
こんな事もありました。幼稚
園にチューリップの球根植え
を見に行ったときです。園児たちは熱心に球根を花壇に植え、植え終わ
ると手洗い場で土まみれの手を洗っていました。首に何か違和感？ 一人
の園児が濡れた手を私のネクタイで拭いていたのです！ 気に入ってい
るネクタイなのに……。

学校訪問での事件（？）



■弘済会だよりをお届けしましたのは

◎年末年始　事務局閉鎖のご案内
　12月29日（火）から１月4日（月）まで事務局を閉局いたします。

弘済会大阪支部主催「退職予定者のつどい」について
例年は大阪府教育会館たかつガーデン等で、12月～4月に実施しておりましたが、本年は提携会社ジブラルタ生命の「感染拡大
防止ガイドライン」により、大人数でのセミナーの自粛をしております。そこで、30分程度の「出張退職予定者説明会（退職直後
の留意点）」を実施しております。ジブラルタ生命の担当者が勤務校に出向き、社会保険や確定申告などに関するお役に立つ情報
を提供します。詳しくは、学校担当者よりご案内いたします。

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　にたくさんご応募

くださいましてありがとうございました。 

◎クイズの答えは「円」でした。
当選者の方には、ジブラルタ生命の担当者が、後日賞品をお持ち
いたします。

のわくわくプレゼント夏

損害保険のお申し込み・お問い合わせ・資料請求先は

このチラシは、教職員賠償責任保険、団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容についてはパンフレットをご参照ください。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」
をよくお読みください。詳細はご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、その他ご不明点については代理店までお問い合わせください。

公益財団法人 日本教育公務員弘済会 大阪支部
取扱代理店  （株）大阪教弘  大阪市中央区上本町西5-3-5 上六Fビル11階  TEL：06-6768-0632  FAX：06-6711-0649

引受保険会社  東京海上日動火災保険株式会社  （担当課）関西公務金融部  大阪公務課  TEL 06-6203-0518
2020年9月作成　承認番号（19-TC08036）

2020年度加入のご案内

※保険料は補償項目ごとに端数
　処理を行っております
※天災危険補償部分の保険料は、
　団体割引30％のみ適用となり
　ます
※上記割引率は、団体総合生活保
　険（まなびや）に適用となります

割引あ
わせて団体

割引・損害率による

44
約

％
割引 教弘まなびや
スーパープラン

学校での業務中および日常生活にお
ける様々なトラブルから教職員のみ
なさまをお守りするために開発した
教職員専用の保険です。

訴えられた！

教職員業務の
遂行に起因した損害賠償請求

3 3 3 3 3 3

に！ 教育業務遂行中、
日常生活の 事故

3 3

や
3

ト
3

ラ
3

ブ
3

ル
3

に！
1

学校行事等のケガは倍額補償！（特定学校行事・宿泊旅行中・
通勤途上等）

ご本人のケガを入院・通院1日目から補償します。
※天災（地震もしくは噴火またはこれらによる津波）によるケガについても補償します。

1 教職員個人の争訟費用（弁護士費用等）および

損害賠償金を補償！支払限度額 1請求・保険期間中／1億円

2 ご本人およびご家族の日常生活中の賠償事故も補償！
支払限度額 国内／無制限、国外／1億円 示談交渉サービス付帯※ただし、保険期間の初日より前になされていた請求および保険期間の初日において

　請求されるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合はお支払対象外です。　

初年度加入日より前に行った行為
に起因する請求も補償！＜教職員賠償責任保険＞

2
遡及補償

教職員をやめた後になされた請求についても
5年間補償！＜教職員賠償責任保険＞

3
延長補償

生徒の見舞い費用も補償！
（生徒がケガにより死亡または15日以上継続して入院した場合の

入院見舞金、弔慰金等）

3

初期対応費用も補償！（身体障害を被った被害者への見舞金等）4 携行品損害・救援者費用等も補償！4

教職員賠償責任保険 団体総合生活保険（まなびや）

教職員のみなさま専用の保険 +教職員賠償責任保険 団体総合生活保険（まなびや）

ケガをした・させた！

損害保険事業


