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空き缶やペットボトル、風船な
ど、子どもたちに身近な材料を使っ
て、楽しい科学実験が繰り広げられま
した。フィナーレの巨大ダンボール箱

空気砲の登場には、子どもたちも大喜び。
科学の不思議を堪能した、あっという間の

1時間でした。
大阪市立中央小学校　校長

弘元　介

　弘済会秋号の発行にあたり、「サイエンスショー」の写真を掲載させて

いただきました。

　この事業は、弘済会大阪支部の65周年記念事業の一環として実施

しているもので、本年度と来年度の2年間のみ行われます。

　今年は、府内の10校にて開催を予定しています。この3枚の写真は、

8月29日大阪市立中央小学校で実施した「サイエンスショー」の様子です。

　実際に目にしたり、触れたりする体験的な学びは、子どもたちの興味・

関心を引き起こし、知的好奇心を喚起します。この体験がきっかけに

なって、未来の科学者が生まれないとも限りませんね。

　これからも「全ては子どもたちのために」の理念のもと、私たちは、学

校現場の応援団として、今後も様々な教育支援を行ってまいりたいと考え

ています。
弘済会大阪支部  支部長　川 俣　 徹
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図書室で司書教諭が各学年、図書の時間に
紹介し、読み聞かせします。子どもがすご
く興味を持てる本ですし、サバイバルシ
リーズに至っては、子どもたちにとても人
気があるので、ありがたいです。寄贈され
た本の内容がその分野に興味関心を持ちやすい本なので子ども
たちの世界観が広がると思います。どの本も趣向に富んでいるの
でありがたいです。

主に支援学級で活用していきます。この５
月に行われた校区支援学級のつどいでも、
ボッチャを行いましたが、小学生は練習の
成果もあってうまかった。中学生も道具が
あれば…と常々望んでいたので、生徒たち
は大喜びです。ありがとうございました。

松井一郎大阪市長より感謝状をいただきました。

宮脇大貴貝塚市教育委員会主幹から感謝状をいただきました。日渡円堺市教育長から感謝状をいただきました。

７月１１日に堺市の日渡円教育長から、７月２６日に大阪市の松井一郎市長から、9月 5 日に貝塚市教育

委員会の宮脇大貴主幹から感謝状をいただきました。これは、本支部６５周年記念事業として府内のす

べての国公立中学校・支援学校・義務教育学校

にスポーツ用品セットを、小学校に書籍セットを送

る「ドリームパック」事業が、児童生徒や学校の教

育支援に大変貢献していると認められ、いただけ

たものです。感謝状を励みとして、これからも「最

終受益者は子どもたち」という理念のもと、大阪

の教育の振興と教職員の福祉向上のため取り組

みを進めてまいります。

ドリームパックに対して
大阪市、堺市、貝塚市から感謝状！

書籍セットアンケート スポーツ用品セット
アンケートより2校を紹介します。

岸和田市立八木小学校 （バラエティーセット①を寄贈） 八尾市立曙川中学校 （ボッチャ、巻尺セットを寄贈）
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弘済会大阪支部 65周年記念事業 サイエンスショーの様子をお届けします。大阪市立上福島小学校　9月8日実施

笑ってためになる ボルトボルズ サイエンスショー の始まりです。

実験やってみよう！ 今日は空気の力の実験 手の上に珈琲缶を乗せます。
逆さにするとどうなるかな？

ハンドブロアー（風を吹き出す装置）に
Ｔ字型のパイプをつけます。前の口から
は空気が吹き出しますが、下の口の空気
はどう動くのかな？

1

2

最後は空気砲3

上福島小学校の子どもたちの感想です。

今日のサイエンスショーはとても勉強になりました。空
気はくるくる回って前進していることや、圧のことなども
知れてとてもよかったです。とてもびっくりすることや
おもしろいこともあってとても楽しかったです。６年生に
なってもまたサイエンスショーをみたいです。

いろんな知らない実験を見れておもしろかった。コーヒーの
かんやワインの瓶が手にくっつくと思ってなかったから、おど
ろいた。家でも楽しめる実験だったので、家でもやろうと
思いました。空気砲が意外と大きかったです。

すごく楽しくて勉強になりました。とてもおもしろくていろ
いろな実験をやってくれて驚いたことや、「なるほど」と思っ
たことが何回もありました。説明もわかりやすかったです。

最初のけん玉はひもがないのに玉が回って、戻ってすごかったです。
空気砲も小さいのが顔にかかったとき、ふわってなってすごかった
し楽しかったです。ボルトボルズさんありがとうございました。

珈琲缶は手にくっついて
落ちません。

おもりをつるすとどうなるかな？

3kgのペットボトルをつるしても
落ちません。

台車も引っ張れます。

空気砲で撃たれるとどんな感じ？

見事な環！

ビニールひもを一緒に発射。空気が回転して
いることがわかります。

今日の実験で「なぜ」をたくさん感じることができました。
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「自ら考え深め合う子どもの育成」
～情報活用スキルルーブリックを活用し、主体的に探究する力の向上を図る～

今年度より「テーマ研究部門」を新設！

スクールフォローアップ事業選定校に聞きました。（第１回）
スクールフォローアップ事業は、助成金を給付し、教育研究・教育実践の特色ある取り組みに対し財政的支援を
行い、教育の振興に寄与することを目的とするものです。今年度から「テーマ研究部門」を新設し、20万円の助
成を始めました。選定された学校の中から２校の学校にお話をうかがいました。

「GIGAスクール構想・ICT活用」の研究で選定された泉佐野市立第三小学校でお話を聞きました。

テーマ

「情報活用スキルルーブリック」とはどういった取り組みですか？

助成金を研究活動・実践にどう生かしますか？

「情報活用スキルルーブリック」と
は子どもたちが、自分の情報活用
能力について自己評価するために

使用するものです。情報収集スキルをA・B・
Cの３段階で評価基準を示し、子どもたちが
自分の目標を設定します。学習後、それをも
とに自己評価を行い、学習の振り返りを行い
ます。そのことが、探究的な学びにつながり、
表現・発信の力につながります。今年度の１
学期より本格的に活用を始めました。

助成金は、23.8インチ液晶ディス
プレイ４台とChromecast４台を
パソコン室に設置し、アクティブ

ラーニングルームとして活用します。具体的
には、１人１台端末をより効果的に活用し、
特に協働学習の充実を図るため、４グループ
分の液晶ディスプレイとChromecastを購
入します。それを活用することで、グループ
内での情報共有の活性化・効率化を図りま
す。また、１人の端末を見るために寄せ集ま
らざるを得ない状況であったものが、相手と
の距離を一定保ちながら共有できるため、感染症対策としても活用できます。加えて家庭
科室に50型ディスプレイとChromecastを設置しICTを活用した授業を進めていきます。

Q.

Q.

A.

A.
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95園から申請をいただきました。10月下旬にチューリップの
球根100球を、2023年4月にペチュニア20株を贈呈します。

大阪府公立小学校教育研究会 大阪市立小中学校事務研究会 大阪府在日外国人教育研究協議会 堺市幼稚園教育研究会

大阪府公立中学校教育研究会 大阪府立学校事務長会 大阪市外国人教育研究協議会 大阪子どもの食育研究会

大阪市立中学校教育研究会 大阪市栄養教職員研究会 蘇州大学と交流する大阪府教職員の会 大阪府教育文化総合研究所

大阪市立幼稚園教育研究会 大阪府学校保健会養護教諭部会 堺市初等教育研究会 大阪市小学校教育研究会

大阪府公立学校事務研究会 大阪教育振興会 堺市中学校教育研究会

配布幼稚園一覧
【大阪市】 墨江幼・貫江田幼・北
中道幼・住吉幼・海老江西幼・
生野聴覚支援学校幼稚部・田川
幼・大阪成蹊短期大学附属こみ
ち幼・長吉幼・菅南幼・旭東幼・
大和田幼・東中本幼・西野田幼・
玉造幼・野里幼・西中島幼・新
高幼・六反幼・鯰江幼・靱幼・
東小橋幼・姫島幼・粉浜幼・城
東幼・滝川幼・常盤幼・味原幼・

こども園・八田荘幼・登美丘東幼・
白鷺幼・津久野幼

【大阪狭山市】 大阪狭山市立こ
ども園・半田幼・東野幼・東幼

【松原市】 わかばこども園・宮前
つばさ幼

【岸和田市】 山直南幼・大芝幼・
八木北幼・春木幼・城東幼・常
盤幼・光明幼・天神山幼・東光幼・
八木幼・五風会・大宮幼・東葛
城幼・新条幼・太田幼・山直北幼・
旭幼・修斉幼・岸城幼・山滝幼・

浜幼・八木南幼・朝陽幼
【和泉市】 光明台幼
【柏原市】 堅上幼・かしわらこど
も園

【河内長野市】 長野こども学園
【河南町】 中村こども園
【貝塚市】 北幼・南幼
【阪南市】 まい幼・はあとり幼
【泉南市】 あおぞら幼・くすのき
幼

【田尻町】 田尻町立幼

立葉幼・長吉第二幼・今里幼・
鶴橋幼・中大淀幼・三先幼・五
条幼・三軒家西幼・大江幼・愛
珠幼・真田山幼

【池田市】 なかよしこども園・ひ
かりこども園・さくら幼

【豊中市】 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

【堺市】 堺聴覚支援学校幼稚部・
北野田こども園・菩提幼・みは
ら大地幼・初芝こども園・三宝

19の教育研究団体に研究助成

チューリップ球根等配布事業チューリップ球根等配布事業

20２
2

20２
2

スクールフォローアップ事業選定校に聞きました。（第１回）

教育団体研究助成は、教育の振興に寄与すると認められる団体の特に有益な研究活動に対して助成を行う
事業です。今年度は19の教育研究団体に対して助成を行います。

2022年度

実施校  計208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上質紙40000枚とA3上質紙2500枚を助成しました。

65周年記念事業 ハイスクールフォローアップ実施校

【府立高等学校】
161校
芥川
芦間
阿武野
阿倍野
生野工業
生野
池田
泉尾工業
泉大津
和泉
和泉総合
和泉総合（定）
泉鳥取
市岡
いちりつ
茨木工科
茨木工科（定）
茨木
茨木西
今宮工科
今宮工科（定）
今宮
園芸
扇町総合
桜和

寝屋川
寝屋川（定）
農芸
野崎
伯太
花園
汎愛
阪南
東
東住吉
東住吉総合
東百舌鳥
東淀川
東淀工業
日根野
枚岡樟風
枚方
枚方なぎさ
福井
福泉
藤井寺工科
藤井寺工科（定）
藤井寺
布施
布施（定）
布施北
布施工科　

港南造形
香里丘
金剛
堺上
堺工科（定）
堺西
堺東
咲くやこの花
桜塚
桜塚（定）
桜宮
佐野
佐野工科
佐野工科（定）
狭山
四條畷
信太
渋谷
島本
清水谷
城東工科
吹田
吹田東
水都国際
住吉
住吉商業
成城

りんくう翔南
【教育大附属】
3校
附属高等学校池田校舎
附属高等学校天王寺校舎
附属高等学校平野校舎

【都市立】
4校
岸和田産業
岸和田産業（定）
堺
日新

【支援学校】
40校
生野
和泉
茨木
大阪北視覚
大阪南視覚
交野
交野四條畷校
岸和田
光陽
堺
佐野
思斉
吹田

大冠
大阪ビジネスフロンティア
大阪府教育センター附属
大阪わかば
大塚
大手前
大手前（定）
鳳
貝塚南
貝塚
懐風館
春日丘
春日丘（定）
交野
門真なみはや
門真西
金岡
河南
かわち野
岸和田
北かわち皐が丘
北千里
北野
柴島
久米田
工芸
高津

北摂つばさ
茨田
松原
三国丘
三国丘（定）
岬
三島
みどり清朋
港
南
箕面東
美原
都島工業
都島第二工業
桃谷（通信制）
桃谷（定Ⅲ部）
守口東
八尾北
八尾
八尾翠翔
山田
山本
夕陽丘
淀川工科
淀川清流
淀商業
緑風冠

成城（定）
成美
摂津
泉北
泉陽
千里
千里青雲
大正白稜
第二工芸
高石
高槻北
中央
槻の木
鶴見商業
豊島
天王寺
刀根山
登美丘
豊中能勢分校
富田林
長尾
長野
西
西成
西寝屋川
西野田工科
西野田工科（定）

すながわ高等
住之江
摂津
泉南
泉北高等
だいせん聴覚高等
高槻
たまがわ高等
中央聴覚
豊中
とりかい高等
富田林
中津
なにわ高等
難波
西浦
西淀川
東大阪
東住吉
東淀川
枚方
平野
藤井寺
箕面
むらの高等
守口
八尾

2021年度からペチュニアの
苗も贈呈しています。

ペチュニアの写真とメッセー
ジをいただきました。

この度は素敵なペチュニア
の苗をありがとうございま
した。いただいた苗がとて
も強く、おかげさまでたく
さんの花が咲きました。
子どもたちと共に、きれいな花が咲いたことを喜んでおります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯰江幼稚園　吉田先生

鯰江幼稚園
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福祉事業　　教弘保険にご加入の会員特典のいろいろ

健康サポート
5,000円以上の健康診断料（治療目的以外）につき、年一回3,000円の補助

４月より、本人のみの利用となりましたのでご注意ください。

※２０２２年度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までお届けください。（年度をこえると申請できませんのでご注意ください）

指定宿泊施設利用補助 ※宿泊日の1か月前から10日前までに申請下さい。１０日未満の場合は発行できません。

指定宿泊施設利用の場合、1泊5,000円の補助（年度内４泊まで）

1泊 5,000円 補助

３,000円 補助

※エクシブホテルの利用はできなくなりました。
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

  受診料5,000円以上の領収書（コピー可）

＋

＋手 続 申請書

結婚祝金
結婚した時、1万円

10,000円

※結婚後 2年以内に申請してください。

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。

出産祝金
会員または会員の配偶者が出産した時、1万円

10,000円

※出産後 2年以内に申請してください。

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。

古稀祝金
満70歳に達した時、1万円

10,000円

5,000円入学祝金
小学校入学時に、5,000円

※2022年入学日から2023年3月25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

永年継続祝金
教弘保険加入20年に達した時、1万円

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。

対 象 特典の対象となる教弘保険につきましてはガイドブックまたは
ホームページを参照して下さい。

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。

対 象 特典の対象となる教弘保険につきましてはガイドブックまたは
ホームページを参照して下さい。

10年継続祝品
教弘保険加入10年に達した時、図書カード進呈

図書カード3,000円

特典の対象となる教弘保険につきましてはガイドブックまたは
ホームページを参照して下さい。

対 象

手 続 事務局より該当の方に送付いたします。

NEW

リニューアル

☆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

2022年4月より会員制度が
変わりました！ 

（公財）日本教育公務員弘済会の理念に賛同いただける教職員の皆様はすべて日教弘会員になっていただけ
ます。日教弘会員になると「日教弘クラブオフ」の様々な特典が受けられます。（会費無料）　

入会は
QRコードで！

▶︎ステップ③

①②を申込み
資格確認ができれば完了！

▶︎ステップ①　入会申し込みはこちら ▶︎ステップ②　在勤証明はこちら

レジャー、エンタメ、住まい、旅行、グルメなど国内外20
万以上のコンテンツをご用意。ご優待や割引などお得な
サービスをご利用いただけます。サービスの内容は、右の
QRコードを読み、「ログインせずにサイトを見る」をクリッ
クしていただくと見ることができます。

日教弘クラブオフとは？
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（主催）公益財団法人日本教育公務員弘済会大阪支部  （お問い合わせ・申し込みはジブラルタ生命の学校担当LCまで）

開 催 日 会　場
12月10日（土） 
午前10時〜12時 大阪府教育会館

たかつガーデン
10日 3F ローズ

　　  28日 2F 鈴　蘭
TEL 06-6768-3911

大阪市天王寺区東高津町

12月10日（土） 
午後1時半〜3時半
1月28日（土） 
午前10時〜12時
1月28日（土） 
午後1時半〜3時半

12月17日（土） 
午前10時〜12時

堺市産業振興センター
4階セミナー室

TEL 072-255-0111
堺市北区長曽根町

ステップ マネープランセミナー3
豊かなリタイアメント・ライフのための

弘済会大阪支部主催 「退職予定者のつどい」のご案内
参加費
無料

【主な内容】 所要時間：2時間程度

●リタイアメント・ライフのマネープランの基本的
　考え方
●健康保険制度や介護保険に関する最新動向
●相続・贈与の基礎
●資産運用のポイント（代表的金融商品の特徴）
　　など、様々な情報をご提供いたします。

■開催日時

※当セミナーは公平中立の立場から情報を提供するもので、セミナー中に個別の
　商品のご案内やセールスは行いません。

（24 歳男性）ご加入例 ご加入例 （39 歳男性）

34 歳以下の方のための

〈災害割増特約付
   集団契約特約付勤労保険〉
   死亡保険金・
   高度障害給付金

5,000万円
〈災害割増特約〉
   災害保険金・高度障害給付金

月払保険料：7,565円 ）すで律一は料険保ずらわ関に別性や齢年（ 

1,500万円

死亡・高度障害のとき

5,000万円
死亡・高度障害のとき

5,000万円

災害による
死亡・高度障害のとき

6,500万円

「ユース教弘保険」
35 歳以上の方のための

〈集団契約特約付勤労保険〉
   死亡保険金・
   高度障害給付金

5,000万円

「新教弘保険A型」

月払保険料：17,550 円 （年齢や性別に関わらず保険料は一律です）
※不慮の事故など災害による保障に重点を置いたプラン「新教弘保険 B型」もございます。

移行

保険料払込期間
保険期間は5年満了ごとに自動更新され、65歳まで継続します。保険期間は５年満了ごとに自動更新され、39歳まで継続します。

保険料払込期間

39 歳 65 歳24 歳 29 歳 34 歳 39 歳

満了ご契約 満了ご契約

ユース教弘保険から新教弘保険A型へ移行できます
ユース教弘保険の保障期間満了後、ユース教弘保険の死亡保険金の範囲内で医師の診査を受けることなく新教弘保険A
型に移行することができます。（ユース教弘保険の保障期間満了時に現職の教職員でない場合は、ユース教弘保険の死亡
保険金の範囲内で医師の診査を受けることなく平準定期保険（無配当）に加入することができます。）

日教弘会員の教職員の皆さまだけの保障プラン

「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」5つの特長

❶生活設計に合わせて加入できる死亡保障プラン
❷ご加入時の年齢や性別に関わらず保険料は一律です
❸60歳以下の健康な方ならお申込OK!!

❹ユース教弘保険から新教弘保険へ移行できます
❺リビング・ニーズ特約付きでより豊かな人生設計を    

共済事業（提携保険事業）提携会社

教職員のお客様 （通話料無料）
ミ  ナ キ ョ ウ イ  ク

0120-37-9419本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10

※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「契約概要」「注意喚起情
報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。



■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（木）から１月4日（水）まで事務局を閉局いたします。

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　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「B.江戸時代」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

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
2022年9月作成　承認番号（22-TC04590）

割引あわせて団体割引・損害率による

41
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 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

1

教職員収入
ロングウェイサポート

団体割引

30％
割引

教職員のみなさま専用の団体長期障害所得補償

「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。

1 教職員の方専用の制度設計
公立の教職員の方の一般的な傷病休暇期間（3ヶ月）や、その後の
公的保障（3年）、公的年金による給付等を考慮した制度設計。

2 60歳までの長期間補償
病気やケガでの入院や自宅療養中で、所定の働けない状態が続く
場合、原則、最長60歳の誕生日まで保険金をお支払いします。

3 在宅療養も対象
入院中だけでなく、在宅療養で働けない場合も補償します。

4 精神障害補償(5年間）
うつ病などの所定の精神障害の場合も最長5年間補償されます。

5 職場復帰後も引き続き補償
復帰後、身体障害が残ったために所得が健康時の80％未満に減少
している場合にも、原則、最長60歳の誕生日まで所得喪失率に応
じた保険金が給付されます。

6 妊娠・地震により生じた身体障害による就業障害も補償
妊娠・出産または流産によって生じた身体障害、地震・噴火または
これらによる津波による身体障害を事由とする就業障害について
も補償します。

団体総合生活保険

団体総合生活保険

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。


