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あけまして
 　　おめでとうございます。

　皆様には、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。昨年の新型コロナウィルスの流行は、
従前の社会の在り方に大きな変化をもたらしました。
それは、また学校現場にも大きな影を落とすことにな
りました。その中で、無事に新しい年を迎える事がで
きましたことを共に慶びあいたいと思います。新型
コロナウイルスの完全なる終息が見えない中でも、ワ
クチンの開発が進むなど、わずかながら明るい兆しも
見えてきています。「明けない夜はない」の言葉を、今、
改めて噛みしめている次第です。 
　私たちは、「全ては子どもたちのために」の理念の
もと、「丑年」の 2021年は、急がず一歩一歩着実に事
業を進めていきたいと思っています。「牛歩ではあっ
ても、地に足をつけ、たゆまず進み続ける」そんな（公
財）日教弘大阪支部でありたいと思っています。 
　最後に、とてもうれしい話をご紹介して挨拶を締め
くくりたいと思います。八尾市立曙川小学校（森本 
徹校長）では、2020年に「気候変動アクション環境大
臣表彰」を受賞されました。誠におめでとうござい
ます。曙川小学校は、私どもが実施している教育実践
研究論文募集に 2018年度「エネルギー教育の取り組

み」のテーマで応募され、その取り組みが高く評価さ
れて、最優秀賞に輝きました。さらに本年度は「エネ
ルギー環境教育」をテーマにスクールフォローアップ
事業にも選考されています。日教弘大阪支部の事業
の活用が、学校研究の深化充実の一助となっている
としたら、これほどうれしいことはありません。他の
学校でも、私どもの事業をどんどんご活用ください。
皆様にとって、健やかな年となることを祈念して、今
年もよろしくお願いいたします。

弘済会大阪支部　支部長
川　俣　　徹

ビオトープを前に大松市長と児童代表（八尾市）

2021年度　弘済会大阪支部 教育振興事業

奨学事業
貸与奨学金 大学（大学院）や短大、専修学校等に在籍または入学した学生に奨学金を貸与。

上限100万円

高校給付奨学金 府内公立高校または支援学校高等部に在籍する生徒に5万円を給付。
（1校1名）

教育研究助成
事業

教育実践研究論文 学校教育の向上発展に寄与する教育実践研究論文を募集し、優れた論文に助
成金を交付。

小・中学校等への教育研究助成
（スクールフォローアップ）

小・中学校や支援学校（小・中学部）での教育研究や教育活動への支援のため
助成金を交付。

高校等への教育研究助成
（ハイスクールフォローアップ）

高校及び高等部を有する支援学校に、教育研究紀要等の作成補助として、コ
ピー用紙を配布。

奨励金 学校教育（地域・諸機関との連携）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を支援。

団体研究助成 教育の発展に寄与する教育研究団体や府内で開催の全国・近畿規模等の研究
大会を支援。

教育文化事業

大阪の伝統工芸品製作 小・中学校及び支援学校小・中学部の児童生徒に大阪の伝統工芸を体験する機会
を提供。（お香作り・とんぼ玉ブレスレット・唐木フォトフレーム作り）

　　芸術鑑賞「フレッシュ・コンサート」 小・中学校の児童生徒に提供する参加型演奏会。各種管楽器アンサンブルを予定。

スポーツ用品セット贈呈『スポーツパック』 小・中学校の児童生徒の健康増進・体力向上の一助とすることを目的に種目別
スポーツ用品セットを贈呈。

教育図書セット贈呈『ブックパック』 小・中学校の児童生徒の情操を育むとともに学力向上の一助とすることを目的
に教育用図書のセットを贈呈。

幼稚園にチューリップ球根贈呈
『花いっぱいになぁれ』

府内公立幼稚園及び支援学校幼稚部にチューリップ球根（200球）を贈呈し、
環境美化や情操教育を支援。

【要項】 ①募集人数：40名　②貸与金額：１年につき25万円（限度額100万円）　③資格：学校教育法の規定に基づく
国内の大学院・大学・短大・高専（４年以上の在学生）専修学校専門課程に在学または入学した、学資金の支払いが困難
と認められる者。　④申請書受付期限：2021年２月1日（月）～３月26日（金）　⑤選考委員会にて内定された方は、
４月に開催される説明会に参加の上、決定します。　⑥申込先：公益財団法人　日本教育公務員弘済会大阪支部

貸与奨学金の募集が始まります！
国公・私立大学・大学院・短大・高専および専修学校専門課程に在学し、または入学される生徒に、無利息で
奨学金の貸与を行います。

詳細は弘済会大阪支部のホームページにあります。

NEW

《対象校数》  各50校（年度内に２次募集を予定）
《申請書提出期間》2021年４月１日（木）～５月21日（金）
※応募は、ブックパックかスポーツパックのどちらかになります。
※本年度利用されたパックは、２年間応募することができませんが、もう一方のパックは応募可能です。
※他の事業（スクールフォローアップ、伝統工芸品製作、フレッシュ・コンサート）との重複応募はできません。

ブックパック・スポーツパックの 2 次募集
ご応募ありがとうございました。

☆ブックパック　実施校決定（62校）
【大阪市：11校】
大開小
磯路小
野中小
菅原小
宮原小
生魂小
難波元町小
泉尾東小
蒲生中
東生野中
成南中

【吹田市：3校】
津雲台小
吹田第六小
桃山台小

【豊中市：2校】

克明小
第十四中

【茨木市：2校】
郡山小
東奈良小

【高槻市：4校】
阿武野小
北清水小
三箇牧小
上牧小

【門真市：1校】
古川橋小

【守口市：1校】
梶小

【大東市：1校】
諸福中

【八尾市：2校】

龍華小
東山本小

【藤井寺市：1校】
道明寺小

【東大阪市：1校】
玉川小

【羽曳野市：2校】
恵我之荘小
高鷲中

【松原市：1校】
松原東小

【堺市：8校】
熊野小
野田小
福泉上小
大泉小
庭代台小

竹城台東小
白鷺小
五箇荘小

【大阪狭山市：1校】
立第三中

【富田林市：1校】
寺池台小

【岸和田市：1校】
春木小

【高石市：3校】
高陽小
清高小
東羽衣小

【泉南市：1校】
東小

【貝塚市：1校】
東小

【和泉市：1校】
和泉中

【阪南市：1校】
鳥取中

【支援学校：12 校】
大阪北視覚支援
大阪南視覚支援
佐野支援
富田林支援
八尾支援
寝屋川支援
生野聴覚支援
堺聴覚支援
中央聴覚支援
高槻支援
豊中支援
だいせん聴覚高等支援

☆スポーツパック　実施校決定（62校）
【大阪市：11校】
啓発小
桜宮小
大隅西小
新森小路小
加美東小
育和小
住吉小
瑞光中
井高野中
喜連中
南中

【茨木市：2校】
春日丘小
太田小

【吹田市：3校】
高野台小

第一中
第六中

【豊中市：3校】
中豊島小
庄内西小
第十五中

【箕面市：1校】
萱野小

【寝屋川市：1校】
桜小

【高槻市：2校】
大冠小
冠中

【島本市：1校】
第二中

【門真市：1校】
北巣本小

【守口市：2校】
庭窪中
さつき学園

【八尾市：1校】
曙川東小

【羽曳野市：3校】
羽曳が丘小
誉田中
高鷲南中

【東大阪市：4校】
上小阪小
繩手東小
枚岡中
繩手北中

【松原市：1校】
恵我南小

【堺市：5校】

日置荘小
大仙小
五箇荘東小
美原北小
美原西中

【富田林市：2校】
川西小
藤陽中

【河内長野市：1校】
加賀田小

【泉佐野市：4校】
日根野小
末広小
長南中
佐野中

【熊取町：1校】
東小

【阪南市：1校】
貝掛中

【支援学校：12 校】
岸和田支援
交野支援
交野支援四條畷校
藤井寺支援
羽曳野支援
刀根山支援
箕面支援
平野支援
中津支援
西淀川支援
東住吉支援
光陽支援

 好評のブックパック・スポーツパック　次年度も実施！

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）
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ええもん・すごいもん「大阪の伝統工芸製作体験」継続します！

2018年度より実施している「大阪の伝統工芸製作体験」事業は、貴重な体験学習ができることで、実施した学校か
ら喜びの声が届いています。2021年度の募集は下記のとおり。

【対象校】： 小 学 校（４年生から）
　　　　  中 学 校（１年生のみ）
　　　　  支援学校（小・中学部）

▶︎申請書提出期間　2021年４月１日（木）～５月21日（金）
　※他の事業（スクールフォローアップ、ブックパック・スポーツパック、フレッシュ・コンサート）
　　　との重複応募は不可

○お香づくり………………5校
○唐木のフォトフレーム…5校
○とんぼ玉ブレスレット…5校

教育振興事業 スクールフォローアップ対象校150校

スクールフォローアップは、小学校・中学校・
支援学 校 等での創意ある教育研究・教育
実践の推進に対する助成金給付事業です。
ご応募をお待ちしております。

詳細は、「弘済会大阪支部」のホームページでご覧いただくか、本会の事業推進部長またはジブラルタ生命の学校担当
LCにお尋ねください。また、申請に必要な書類は、弘済会のホームページからダウンロードできますので、それを郵送
してください。

  ☆申請書提出期間　2021年 ４月１日（木）～５月21 日（金）
　　　（ブックパック・スポーツパック、伝統工芸品製作、フレッシュ・コンサートとの重複応募はできません）

卒業式が近づくと、いつも表情が暗くなる先生がいました。思い

切って尋ねたところ、次のような出来事を話してくれたのです。 

もう何十年も前の卒業式前日でした。式場の準備も終わり、校内は

閑散としていましたが、端の方にある技術室から灯りが漏れてい

ました。中を覗くと一人の生徒が作品作りに励んでいたのです。 

「すっかり暗くなっているよ。明日は卒業式だからもう帰ったらど

う？」 

「あと少しで出来上がるんです」 

やがて彼は完成した作品を私に見せてくれました。 

「うまくできたね。気をつけて帰るんだよ」 

「先生、さようなら」 

笑顔であいさつする彼に言いました。 「さようなら。卒業式に遅れ

ないでね」 

結局、これが最期のあいさつとなったのです。「さようなら」とあい

さつを交わした数十分後、彼が交通事故で亡くなるとは…。 

翌日の卒業式は、すすり泣く声が途切れない悲しい式になりました。 

卒業式の季節になると、いつもあの時の事が甦ってきて悲しくなる

のです。それ以来、私は「さようなら」でなく「またね」と言うよう

になりました。

「さようなら」は
言えない

【弘済会大阪支部主催】

『フレッシュ・コンサート』（新規事業）が
始まります♪

2021年度より、新規事業（教育文化事業）として「フレッシュ・コンサート」

（芸術鑑賞行事）が始まります。

この事業は、「生」の「本物」の音楽に触れるチャンスを小・中学校の児童・生徒の皆さんに提供し、

情操教育の発展を目指すものです。インターネット等を通じて、手軽に音楽に触れることが出来る状況

だからこそ、貴重な機会となることと信じています。  

プロの演奏家（管楽器アンサンブル等）の「本格的な演奏」の鑑賞とともに、児童・生徒が

関わる「参加型」のプログラムを予定しています。  

（演奏会の内容の詳細は、実施校の希望等をふまえて調整していきます。）

※募集校数は15校程度
　他の事業（スクールフォローアップ、ブックパック・スポーツパック、伝統工芸品製作）との
　重複応募はできません。
※詳しくは、3月末に案内予定の事業案内やホームページをご参照ください。

NEW



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
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　  共済事業に関するお問い合わせは

この内容は2020年12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

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12月作成　承認番号（20-TC06409）   

教職員のみなさま専用の
団体長期障害所得補償教職員のみなさま専用の保険

教弘まなびや
スーパープラン

※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

教職員収入
ロングウェイサポート

団体割引

30％
割引

割引あわせて団体割引・損害率による

45
約

％
割引

+教職員賠償責任保険 団体総合生活保険（まなびや） 団体総合生活保険

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。

「病気・ケガで働けなくなったら…」
そんな時の収入の減少を長期に
カバー。

損害保険事業

福祉事業（2020年度）　　教弘保険にご加入の会員特典のいろいろ

結婚した時、1万円

※結婚後 2年以内に申請してください。

結婚祝金 10,000円

手 続 申請書
（所属長の証明あり） 戸籍抄本（コピー可） を郵送

※所属長の証明がない場合、下記の書類を添付ください。

会員または会員の配偶者が出産した時、1万円

※出産後 2年以内に申請してください。

出産祝金 10,000円

手 続 申請書
（所属長の証明あり） 住民票（コピー可） を郵送

※所属長の証明がない場合、下記の書類を添付ください。

満70歳に達した時、1万円

※70歳に達した日から2年以内に申請してください。

古稀祝金 10,000円

手 続 申請書 を郵送

入学祝金
小学校入学時に、5,000円

5,000円

※本年度分は2021年3月26日までに申請してください。

手 続 申請書
（所属長の証明あり） 就学通知書のコピー（1通）

※所属長の証明がない場合、下記の書類を添付ください。

住民票（コピー可）or を郵送

公立学校共済組合・互助組合・各市町村等で
実施する人間ドックに2,000円補助（2年に1回）

※2020年4月1日以降の受診が対象となります。
※受診後 6ヶ月以内に申請してください。

人間ドック受診料補助 2,000円 補助

手 続 申請書 受診料の領収書（コピー可）＋

＋＋

＋

を郵送

女性の乳がん検診（マンモグラフィー・エコー検査）骨粗鬆症検診・
子宮頸がん検診・男性の腫瘍マーカー検査の人間ドックのオプショ
ンに対して3,000円を上限に補助（年1回）

※人間ドック受診料補助及び、女性検診補助または男性検診補助両方同時に申請することも
　可能です。
※受診後 6ヶ月以内に申請してください。

女性検診補助 男性検診補助 3,000円（上限）補助

手 続 申請書 オプションの受診料の領収書（コピー可）＋ を郵送

指定宿泊施設利用の場合1泊4,000円の補助
（年度内3泊まで）

宿泊費の補助 1泊 4,000円 補助

※エクシブホテルの宿泊補助はなくなります。

本人および同行する同居の家族2名まで（家族のみの利用不可）

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＋

教弘保険加入20年に達した時、1万円
永年継続祝金 10,000円

手 続 申請書 事務局より該当者に申請書を送付いたします。

教弘保険加入10年に達した時、図書カード（3,000円）
10年継続祝品 図書カード3,000円

手 続 事務局より該当の方に送付いたします。

☆各種申請書は、保存版ガイドブックをコピーするか、
　ホームページよりダウンロードしてください。
弘済会 大阪支部 検 索 http://www.kyoukou.or.jp

2020年度加入のご案内 2020年度加入のご案内



■弘済会だよりをお届けしましたのは

友の会事業のご案内 

退職後の福祉と親睦を図ります。

● 芸術鑑賞の斡旋
● 大阪の街道歩きシリーズ
● 日帰りバス旅行

● 指定宿泊施設利用補助
● 古稀祝金の給付
● 人間ドック補助
● 大腸がん検診への補助

クイズの答えは、教弘担当LCにお渡し下さい。（郵送可）

個人情報について：ご記入いただきました個人情報は（公財）日本教育公務員
弘済会の個人情報保護方針に則り、教弘保険の説明に伺うジブラルタ生命
保険㈱への提供以外には利用しません。日教弘の個人情報保護方針は
http://www.nikkyoko.or.jp/をご覧ください。

キリトリセン

営業所

・幼・小・中・高・大
・支援学校立

学
校
名

名
　
前

担
当
L
C

名
　
前

必　着

2/24日

水

締　切世界最古メソポタミ
ア文明のレシピが見
つかりました。それ
は何のレシピだった
でしょうか？

A シチュー

B ヨーグルト

C ビール 

正解者の中から抽選で100名様に右の賞品を
プレゼントします。

正解者の中から抽選で100名様に右の賞品を
プレゼントします。

正解者の中から抽選で100名様に右の賞品を
プレゼントします。

２０２１ 会員
限定

来シーズン

阪神タイガース

甲子園球場のチケットは斡旋する予定ですが、
新型コロナウイルスの感染状況により、これ
までのようなペアチケットの販売は難しいと
思われます。詳細はまだ未定です。

【お知らせ】
パナソニックスタジアム吹田で行っていたガンバ
大阪戦のチケットは、無観客試合のため販売いた
しません。

これらの行事は、新型コロナウイルスの感染状況
によって変更・中止となる場合があります。 

ユース教弘保険・新教弘保険に加入されている方で、甲子園での
阪神戦観戦ご希望の方を抽選でご招待します。

クイズの賞品紹介

 昨年プレゼントした「農芸ポークカレ ー」と「農芸ポークシ
チュー」に続く新開発の逸品！ 野菜カレーに使用している
野菜は、すべて農芸高校の農園で作られたものです。現在
生産の真っ只中にあり、パッケージの写真をお見せできな
いのが残念ですが、是非実食していただきたいと思います。

●『大阪府立農芸高校』の
農芸野菜カレー（中辛）＆農芸うどんの素

100
セット


