
公益財団法人 日本教育公務員弘済会東京支部
〒102-0074 東京都千代田区九段南2丁目6番8号（都教弘会館）
TEL 03（5210）4201（代表） FAX 03（5210）3953
ホームページアドレス　http://www.nitkk.com/

編
　
　集

２０１8年度　冬の特集号

120号通刊
2019年1月15日発行

弘 済 会
だ よ り

写真：「紅白達磨合戦」撮影：岩﨑　あす佳（東京都立橘高等学校）



	 公益財団法人　日本教育公務員弘済会東京支部

� 支部長　川上　淳
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、学校現場での「働き方改革」（超過勤務の是正）が大きな話題となりました。

都教委が独自に実施した調査では、管理職・一般教職員含めて全国実態を上回る東
京の厳しい勤務実態が明らかになりました。改善に向けた動きはようやく始まったばかりですが、日本教育
公務員弘済会東京支部は、学校現場の勤務労働条件の抜本的な改善を願うとともに、こうした中にあって少
しでも東京の教育の向上に資するための事業を今年も引き続き進めてまいる所存です。

さて、今回の『弘済会だより１月号』では、春の弘済会の事業をご紹介いたします。皆さま方におかれま
しては、たいへんお忙しい毎日をお過ごしのことと存じますが、各種の事業にぜひご参加くださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。

私たち東京支部は、引き続き「教育振興（奨学・研究助成・教育文化）」「福祉」「共済（提携保険事業）」
の三事業を一体のものとして進めてまいります。返済の困難さが社会問題となっている「奨学事業」では現在、
弘済会全体で給付型拡大に向けた具体的な検討をすすめています。さらに、「研究助成事業」では、団体・学校・
個人はもとより、今回も「がんばれ先生！東京新聞教育賞」、「東京都教職員互助会ふれあい感謝状21」の後
援をさせていただいています。

こうした様々な公益事業を展開できるのも、弘済会の「共済事業」（ジブラルタ生命との提携保険事業）
にご理解をいただき、東京都の約２万５千人を超える教職員の皆さんが「教弘保険」にご加入され、弘済会
の事業を支えていただいているおかげです。

皆さま方におかれましては、今年も引き続きご支援いただきますよう、よろしくお願いいたします。

『 ご あ い さ つ 』

個人情報の取扱いについて
当誌「弘済会だより」の様々な事業にご応募いただく皆様に、下記の点をご了解の上お申し込みいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
１．�当支部は、適正に取得した個人情報を当支部の目的事業（奨学、研究助成、福祉、教育文化、共済）の運営のため
に利用します。

２．当支部は、個人データを提携会社・団体と共同して利用、委託会社・団体に提供することがあります。
３．当支部は、適正に取得した個人情報を目的を同じくする弘済会関連団体と共同して利用することがあります。
４．当支部の個人情報の取り扱いにつきましては、日教弘本部のホームページもご覧下さい。
　　（http://www.nikkyoko.or.jp）
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１． 奨 学 事 業
2019年度分の貸与奨学生募集 お問い合せ先

弘済会「奨学事業係」
☎03-5210-42021

● 奨学生の資格：  大学、大学院、短期大学、高等専門学校の４学年以上及び専修学校専門課程に進学予定の者ま
たは、在学中の者（文部科学省所管の学校であること）

  2019年４月１日時点で30歳未満であり、かつ学資金の支払が困難と認められる者。
  ※但し、奨学生本人に所得がある場合は対象となりません。
● 募 集 期 間： 2019年２月１日（金）～６月14日（金）必着
● 採 用 決 定：  教育振興事業選考委員会で審査を行い、７月中に通知します。
   その後必要書類〔申請書、借用証書、在学証明書及び連帯保証人の印鑑証明書（いずれも発行

から３ヶ月以内の原本）〕がそろった時点で採用決定となります。
● 貸 与 期 間： 正規の最短修業期間（４年限度）※但し、在学中の場合は残余の期間。
● 貸 与 金 額： 修業期間１年について25万円（100万円限度）
  ※一括で貸与します。（振込は奨学生本人名義の口座に限ります）
  （2019年度貸与総額 4,900 万円予定）
● 返 還 方 法：  正規の修業期間を終了した年の12月を第１回とし、以後毎年12月、計５回（５年間）で均等返済。

但し、貸与金額が100万円の場合に限り７年年賦まで可能。
● 利　　　　息： 無利息　※但し、返還期間を過ぎた場合は規定の延滞金を徴収します。
● 応 募 方 法：  応募用紙及び付属調査票を当支部ホームページ（nitkk.com）で取得し必要事項を全て記入

の上、連帯保証人の源泉徴収票または所得証明書〔いずれも2018年分のもので、コピー可（個
人番号は隠して下さい）〕を添えて、当支部宛に郵送して下さい。

  ※応募用紙は必ず2019年度用をご使用下さい。
● 応　募　先：〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
 　　　　　　　　弘済会「貸与奨学事業」係 宛 

過去２年間の貸与実績
	 2017年度	 大　　学	 38名	 3,325 万円
	 	 大 学 院	 2 名	 75 万円
	 	 専修学校	 3名	 200万円
	 	 合　　計	 43名	 3,600 万円

		 2018年度	 大　　学	 43名	 3,825 万円
	 	 大 学 院	 2 名	 100万円
	 	 短期大学	 1名	 75 万円
	 	 専門学校	 4名	 175万円
	 	 高等専門	 1名	 100万円
	 	 合　　計	 51名	 4,275 万円

2019年度分の給付奨学生募集 お問い合せ先
弘済会「奨学事業係」
☎03-5210-4202２

　希望の生徒は、４月下旬頃に募集要項・申請書等を学校宛に送付いたしますので、学校を通してお申し込み下さい。
● 奨学生の対象：都立高等学校、特別支援学校 高等部の最終学年、都立高等専門学校（３年次）の生徒。
　　　　　　　　（修学意欲がありながら学資金の支払いが特に困難と認められるものとする ）

【お知らせ】
　現在、本会は認定７年目を迎え、公益財団法人として会計上の一層の適正化に取り組んでおります。この関係で
2019 年度は東京支部の事業資金収入の減少が見込まれるため、2019 年度教育振興事業、福祉事業の一部見直し
を行わざるを得ない状況となっております。皆様にはできる限りご迷惑をおかけしないよう努力いたしますが、何卒、
ご理解を賜り、今後とも東京支部へのご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
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美術展 都内に勤務する教職員対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-42021
都内の美術館で開催される美術展に合計400名様を募集いたします。
友の会と合同募集です。

㋔  印象派への旅　海運王の夢  
～バレル・コレクション～　　　　　　　　　　　� 200名様

 　本展では、9,000点以上にも及ぶバレル・コレクションの中から西洋近代絵画に焦
点をあてた73点の作品と、グラスゴー市のケルヴィングローヴ美術博物館が所蔵する
ゴッホやルノワールを含む７点の作品を展示いたします。日本初公開の知られざるド
ガの名作《リハーサル》をはじめ、バレルが独自の視点で収集した良質のフランス絵
画のほか、クロホールら、スコットランド出身の画家や、オランダのハーグ派の作品
を含む全80点を通じて、写実主義から印象派への流れをたどります。

　会　　期：２０１９年４月２７日（土）～６月３０日（日）
　会　　場：Bunkamura ザ・ミュージアム（☎ 03-5777-8600 ハローダイヤル）
　　　　　　JR線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩約７分
　　　　　　東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線 
　　　　　　 「渋谷駅」3a出口より徒歩約５分

㋕  クリムト展 
ウィーンと日本�1900　　　　　　　　　　　　　　�200名様

 　19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムト（1862-1918）。華やかな装
飾性と世紀末的な官能性をあわせもつその作品は、いまなお圧倒的な人気を誇りま
す。没後100年を記念する本展覧会では、初期の自然主義的な作品から、分離派結
成後の黄金様式の時代の代表作、甘美な女性像や数多く手掛けた風景画まで、日本
では過去最多となる約20点の油彩画を紹介します。ウィーンの分離派会館を飾る壁
画の精巧な複製による再現展示のほか、同時代のウィーンで活動した画家たちの作
品や、クリムトが影響を受けた日本の美術品などもあわせ、ウィーン世紀末美術の
精華をご覧ください。 

　会　　期：２０１９年４月２３日（火）～７月１０日（水）
　会　　場：東京都美術館（☎ 03-5777-8600 ハローダイヤル）
　　　　　　JR「上野駅」公園口より徒歩約７分

●�応募方法： 郵便はがき（又は私製はがきを封筒に入れて郵送でも可）に必要事項
を全てご記入の上、応募先宛に郵送して下さい。

  ㋔～㋕のいずれの美術展にも応募できますが、はがき１枚には１美術
展名（希望枚数２枚まで）のみ記入して下さい。

 ※ 同一美術展に重複の応募や記入もれ等不備の場合は無効となります
のでご注意下さい。

●�応募〆切：2019年２月28日（木）必着 
●�抽選結果：チケットの発送をもって通知いたします。
●�応�募�先：〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「美術展」係 宛

２． 教 育 文 化 事 業

※１：都内の教職員の方。
※２：事務室等でお確かめ下さい。
● �P1下欄の「個人情報の取扱いについて」
に同意の上、ご応募下さい。

はがき記入事項
１．ご希望美術展名（記号）
２．希望枚数（２枚まで）
３．氏名（フリガナ）
４．生年月日、性別
５．〒・自宅住所
６．自宅電話番号�
７．現在の勤務校名※1

８．職員番号（必ず）※1、2

3弘済会だより120号



　 東京都交響楽団の定期演奏会Ｂシリーズ・Ａ席に１００名様を募集いたします。
　今回は、２０１９年４月、６月～７月公演分の募集となります。

　　開演時刻：午後６時20分開場　午後７時開演
　　会　　場：サントリーホール（☎ 03-3505-1001）
　　　　　　　東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」３番出口　徒歩約５分
　　　　　　　東京メトロ南北線・銀座線「溜池山王駅」13番出口　徒歩約７分

●�応募方法：  郵便はがき（又は私製はがきを封筒に入れて郵送でも可）に必要事項
を全てご記入の上、応募先宛に郵送して下さい。

  いずれの公演日にも応募できますが、はがき１枚には１公演日（希望
枚数２枚まで）のみ記入して下さい。

 ※ 同一公演日に重複の応募や記入もれ等不備の場合は無効となります
のでご注意下さい。

●�応募〆切： 2019年２月28日（木）必着�
●�抽選結果： チケットの発送をもって通知いたします。
●�応 募 先： 〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「定期演奏会」係 宛

公演日 演　　　　　　　　　　　　目

４月 26日
金曜日
Ｎｏ .877

指揮／大野和士　
〇武満 徹：鳥は星形の庭に降りる（1977）
〇シベリウス：交響曲第 6 番 ニ短調 op.104
○ラフマニノフ：交響的舞曲 op.45

６月 25日
火曜日
Ｎｏ .880

指揮／クシシュトフ・ペンデレツキ　ヴァイオリン／庄司紗矢香
【日本・ポーランド国交樹立100年記念】
ペンデレツキ：平和のための前奏曲（2009）
ペンデレツキ：ヴァイオリン協奏曲第 2 番《メタモルフォーゼン》（1992-95）
ベートーヴェン：交響曲第 7 番 イ長調 op.92

７月 25日
木曜日
Ｎｏ .883

指揮／アラン・ギルバート
モーツァルト：交響曲第 38 番 ニ長調 K.504《プラハ》
ブルックナー：交響曲第 4 番 変ホ長調 WAB104《ロマンティック》（ノヴァーク：1878/80 年版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※出演者・プログラムなど変更になる場合があります。

「弘済会だより」表紙写真募集のお知らせ
お問い合せ先

弘済会「広報係」
☎03-5210-4202

当弘済会だよりの「表紙」を飾る投稿写真の募集です。多くの方のご応募をお待ちしております。
●�テ ー マ：季節感のある風景写真（人物が特定できない写真を投稿下さい）
●�応募方法：◆2L版プリント又はネガ、デジタルカメラのデータ
 ◆未発表作品に限ります。（著作権・肖像権の侵害の無いようにして下さい）
 ◆応募作品の著作権は当支部に属します。（作品は返却いたしません）
 ◆応募用紙に必要事項をご記入いただき作品を同封の上、ご応募下さい。
 　※応募用紙は当支部のホームページ（nitkk.com）で取得できます。
●�応募〆切：2019年２月19日（火）当日消印有効
●�発　　表：「弘済会だより」通刊121号（４月１５日発行予定）に掲載。
 表紙入選作品には、図書カード１万円分を進呈いたします。（落選者には通知いたしません）
 ※中面等に使用する作品には薄謝進呈いたします。
●�応 募 先：〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「投稿写真」係 宛

都響の定期演奏会 都内に勤務する教職員対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202２

※１：都内の教職員の方。
※２：事務室等でお確かめ下さい。
●�Ｐ１下欄の「個人情報の取扱いについて」
に同意の上、ご応募下さい。

はがき記入事項
１．公演日
２．希望枚数（２枚まで）
３．氏名（フリガナ）
４．生年月日、性別
５．〒・自宅住所����
６．自宅電話番号����
７．現在の勤務校名※1

８．職員番号（必ず）※1、2
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３． 福 祉 事 業

　友の会と合同募集です。

「レ・ミゼラブル」　　　　　　　　　　　Ａ席100名様ご招待
帝国劇場で2019年５月４日（土・祝）に公演されるミュージカル公演のＡ席に
100名様をご招待します。
◆日　　時：２０１９年５月４日（土・祝）正午開演
◆会　　場：帝国劇場（☎ 03-3213-7221）　
　　　　　　東京メトロ有楽町線「有楽町駅」B３出口　直結
　　　　　　東京メトロ千代田線「日比谷駅」　〃
　　　　　　東京メトロ日比谷線「日比谷駅」　〃
　　　　　　都営三田線「日比谷駅」　　　　　〃

●�応募資格：現職教弘保険ご加入者であること
●�応募方法： 郵便はがき（又は私製はがきを封筒に入れて郵送でも可）に必要事項

を全てご記入の上、応募先宛に郵送して下さい。
 ※ 同一公演名に重複の応募や記入もれ等不備の場合は無効となります

のでご注意下さい。
●�応募〆切：2019年２月28日（木）�必着�
●�抽選結果：チケットの発送をもって通知いたします。
●�応 募 先：〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「帝劇公演」係�宛

東京ドームの巨人戦ご招待 現職教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202２
東京ドームで行われる巨人戦全試合に、それぞれペアでご招待します。
今回の募集は、２０１９年４月～６月観戦分です。
観戦ご希望の方は、下記要領にてご応募下さい。
なお、ご招待日等を含めすべて抽選にて決定とし当選の通知はチケットの発送

をもって行いますので、あらかじめご了承下さい。
● 席の種類：東京ドーム「オーロラシート」１塁側６列目（記者席上）
● 応募資格： 現職教弘保険ご加入者であること。
 国内研修旅行助成に当選された場合、応募資格はなくなります。
● 応募方法： 郵便はがき（又は私製はがきを封筒に入れて郵送でも可）に必要事

項を全て記入の上、応募先宛に郵送して下さい。
 ※ 重複の応募や記入もれ等不備の場合は無効となりますので、ご注

意下さい。
● 応募〆切：2019年２月28日（木）�必着
● 抽選結果：チケットの発送をもって通知いたします。
  対戦カード・試合日は弘済会で決定させていただきますのでご

了承下さい。
● 応 募 先：〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「東京ドーム観戦」係 宛

帝国劇場ミュージカル公演ご招待 現職教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-42021

※１：都内の教職員の方。
※２：事務室等でお確かめ下さい。
●�Ｐ１下欄の「個人情報の取扱いについて」
に同意の上、ご応募下さい。

はがき記入事項
１．公演名（帝劇公演）
２．希望枚数（２枚まで）
３．氏名（フリガナ）
４．生年月日、性別
５．〒・自宅住所����
６．自宅電話番号����
７．現在の勤務校名※１

８．職員番号（必ず）※１、２

はがき記入事項
１．氏名（フリガナ）
２．生年月日、性別
３．〒・自宅住所
４．自宅電話番号
５．現在の勤務校名※1

６．職員番号（必ず）※1、2

※１：都内の教職員の方。
※２：事務室等でお確かめ下さい。
●�Ｐ１下欄の「個人情報の取扱いについて」
に同意の上、ご応募下さい。
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❶�利用者本人が、直接指定宿泊施設に宿泊を申し込む場合（宿泊後の助成手続は出来ません）�
宿泊予約
利用者が施設に直接予約

利用券申込書
利用者が弘済会に郵送等

利用券交付
弘済会が利用者に郵送

利用券提出
利用者が施設に提出

❷�旅行業者を介して指定宿泊施設に宿泊する場合（インターネット予約を含み、宿泊後の申請）
宿泊予約
利用者が業者を介して予約

補助金申込書及宿泊精算書写
利用者が弘済会に郵送等

補助金送付
弘済会が利用者へ

施　　設

助成内容

助成手続

● 募集内容：  ２０１９年度中に提携旅行業者の取り扱う国内パック旅行、または個人的に計画された宿泊を伴
う国内旅行を下記提携業者の支店を通して行う場合に国内研修旅行助成をいたします。

● 募集人数：1,500名（前年度から募集人数を変更しました）
● 助 成 額：5,000円（前年度から助成額を変更しました）
● 応募資格： 現職教弘保険ご加入者であること。２０１９年度東京ドームに当選された場合、応募資格が無く

なります。
● 応募方法：   郵便はがき（又は私製はがきを封筒に入れて郵送でも可）に必要事項を全てご記入の上、応募先

宛に郵送して下さい。
●�応募〆切： 2019年２月28日（木）必着 
●�抽選結果： 応募多数の場合は抽選とし、当選の方のみ郵送にてご連絡いたします。
●�応 募�先：〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「旅行助成」係 宛
●提携旅行業者：ＪまたはKのどちらか一つをお選びください。

Ｊ：ＪＴＢ　　神保町店（千代田区一ツ橋）
　　　　　　　トラベルゲート立川（立川駅北口）

Ｋ：　　近畿日本ツーリスト　　　
　東京第１教育旅行支店（千代田区九段南）

　　（株）　　　　　　　　　首都圏　立川支店（立川駅北口）
　　　　　　　　　　　　　　　　　県央町田支店（町田駅北口）

　注）１．重複応募や記入もれ等不備の場合は無効となりますので、ご注意下さい。
　　　２．当選後の旅行業者の変更等はお受けできませんので、ご了承下さい。

指定宿泊施設利用助成 現職教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202４
弘済会の指定する宿泊施設・保養施設をご利用の場合、教弘保険加入者お一人につき１泊2,000円を年間４泊ま

で助成します。

 全国各地に指定宿泊施設（大町山荘は対象外です）
 ●�日教弘、各県教弘関係施設 …………… 58施設
 ●�東急ホテルズ ……………………………… 42館
 ●�阪急第一ホテルグループ ………………… 25館
 ●�リーガロイヤルホテルグループ ………… 10館
 ●�沖縄かりゆしホテルズ …………………… 4館
 ※日教弘本部ホームページ（www.nikkyoko.or.jp）をご参照下さい。

 教弘保険加入者１名１泊につき2,000円を年間４泊まで助成
 ※教弘保険加入者の家族（配偶者、子、親）まで利用できますが、合計で４泊までとなります。
 　例：対象者本人と子２人で１泊した場合、３泊分となり、残りは１泊となります。

 申込書は当支部ホームページ（nitkk.com）で取得下さい。

※１：都内の教職員の方。
※２：事務室等でお確かめ下さい。�
●�Ｐ１下欄の「個人情報の取扱いについて」
に同意の上、ご応募下さい。

はがき記入事項
１．希望旅行社（Ｊ又はＫ）
２．氏名（フリガナ）
３．生年月日、性別
４．〒・自宅住所����
５．自宅電話番号����
６．現在の勤務校名※１

７．職員番号（必ず）※１、２

 〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
 　  　　　　弘済会「指定宿泊助成」係 宛
申 請 先

国内研修旅行助成 現職教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202３

※現金書留でのお取扱いはできません。
　口座振込のみとなります。
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本年度末に退職を予定されています教職員の皆様、長年にわたり東京都の教育の発展のために力を尽くされ
ましたことに心より敬意を表します。

さて、弘済会では教弘保険加入者を対象に「ご退職に向けてのご案内」、「説明会」等を毎年実施しております。
なお、中途または私学等へお勤めでご退職予定の教弘保険加入者につきましては、当支部で把握できないため、

弘済会東京支部までご一報いただければ別途ご案内の手配をいたします。

★教弘保険等の継続について
教弘保険、教弘グループ保険はご退職後も65歳まで継続加入できます。
教弘付属保険等を含め、学校担当LC（ライフプラン・コンサルタント）が、職場へ順次ご説明に伺う予定です。

★「2018年度退職予定者の集い」開催について
申込書は「ご退職に向けてのご案内」と一緒に送付いたします。
なお、本年度は以下の日程で開催予定です。

第１回：12月８日（土）たましんRISURUホール　<終了>
第２回：12月15日（土）きゅりあん（大井町）　<終了>
第３回：１月12日（土）日本教育会館　<終了>
第４回：２月２日（土）日本教育会館

○開催時間： 全体説明会　午後２：00～３：30
　　　　　　個別相談会　午後３：30～
 

★ご退職記念品について
教弘保険加入者がご退職される場合、記念品をお送りしています。

★都教弘友の会について
○入会資格：以下の１～３の条件を満たされている方。
　１．教弘保険加入者（教弘保険加入者でなくなった場合、会員資格が無くなります）
　２．退職者であること。（中途退職を含む）
　３．ご退職後、職を離れた方、または弘済会だよりが届かない別職種に転職の方。
　　※ 再任用・日勤講師をされる方は引き続き現職者として扱われますので、これまで通り学校へ配布の「弘

済会だより」掲載の事業にお申し込み下さい。
○友の会会員としての特典　
　１.「都教弘友の会だより」を年２回（７月・１月）自宅に郵送いたします。
　　※友の会だよりの送付は２０１９年７月発行分からとなります。
　２.「都教弘友の会だより」でご案内の事業にご応募いただけます。

友の会の入会手続きをお取りになられる方へ
本誌、弘済会だより通刊120号掲載の事業につきましては、現職の教弘保険加入者としてお申し込み下さい。

ご退職予定の皆様へ    お問い合せ先
☎03-5210-4202
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死亡保険金
高度障害給付金

3,000万円

死亡保険金
高度障害給付金

3,000万円

災害割増
特約

900万円

◇�ご契約について：被保険者の健康状態などによっては、公平性を保つために、ご契約をお断りしたり、「保険金の削減」などの条
件をつけてご契約をお引き受けする場合があります。
◇�詳しくはジブラルタ生命の学校担当LC（ライフプラン・コンサルタント）、または教職員専用フリーダイヤル（0120-37-9419）
までお問い合わせ下さい。
◇�上記の内容は、概要です。ご契約に当たっては共済事業（提携保険事業）提携会社ジブラルタ生命の「契約概要」、「ご契約のしおり・
約款」を必ずご覧下さい。� ※以上記載内容は 2018 年 12 月現在のものです。

提携保険会社：ジブラルタ生命保険株式会社
お問い合せ先�0120-37-9419
教職員専用ダイヤル（通話料無料）教弘保険

低廉な
保険料率

どちらも

教職員専
用で

オススメ
します

集団契約特約を付加することにより、低廉な保険料で高額の保障が得られます。

34歳以下の方に

35歳以上の方に

ユース教弘保険　
災害割増特約付	

	 集団契約特約付勤労保険

新教弘保険Ａ型　集団契約特約付勤労保険

加入例

加入例

30 口の場合【月払い保険料】

5,823円

30口の場合【月払い保険料】

10,530円

加入年齢 保障期間
19才以下 20年

20才～24才以下 15年
25才～29才以下 10年
30才～34才以下 ５年

保険料払込期間　　65歳まで

新教弘医療保険α（無配当）
（医療保険（14）・保険料払込中無解約返戻金型）

新教弘介護保障付終身保険（無配当）
（介護保障付終身保険／低解約返戻金型）

現職の教職員の皆さまだけがご加入できます！
共済事業（提携保険事業）
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損 保 の 事 業
損害保険のホームページ（http://www.nitkk.com/tokyokohp/index.html ）

※上記割引率は大口団体割引20％と団体扱一括払係数（0.95）を連乗した数値です。

また、大口団体割引20％は(一財)東京都人材支援事業団扱いで 2018年4月1日から 2019年3月31日まで
の間に始期日を有するご契約に適用され、当該団体のご契約台数と損害率をもとに毎年見直されます。

自動車保険

火災保険・地震保険

東京都職員の方がご利用になれる割引制度があります！

団体扱一括払の場合、一般契約に比べ

特別区・国立大学（付属）職員用の割引制度もございます。

引受保険会社 ： あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 公務部営業第二課

〒103-8250 東京都中央区日本橋3-5-19 あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル９Ｆ

ご希望やご予算をお伺いしてお客さまにあった火災保険をご提案します！
相続したご実家やセカンドハウス、賃貸住宅の保険のこともご相談下さい。
地震保険※のこともお気軽にご相談ください！
※地震保険は単独でご契約できません。必ず火災保険とセットでご契約いただきます。

行事参加者のけがの保険 入学予定者の部活動体験、職員団体のスポーツ大会等

弊社ホームページからも
お申し込み出来ます。

自転車向け保険
取扱中！

au以外のスマホからもお申し込みが出来ます！！

公務員賠償責任保険

年度の途中でも加入が
出来るようになりました
（中途加入制度）。

※中途加入保険料
一括払

始期月 ３月 ４月 ５月

保険料

ご契約を希望される方は巻末の資料請求にてお申し込み下さい。

※ 始期月の前月２０日締切

約２４％の割引

ペット（犬または猫）が病気・ケガとなった場合の、治療費（70％または50％）を補償します。

2018年6月承認B18-100995

このページは概要を説明したものです。 ご契約にあたっては必ず各商品のパンフレットおよび 『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 「普通保険約款 ・ 特約集」 等をご用意していますので、 都教弘損害保険部または引受保険会社までご請求ください。

ご不明な点につきましては、 都教弘損害保険部または引受契約保険会社にお問合わせください。

ご 案 内
お申し込みは

ホームページから

スマホ、タブレットの方は
右のＱＲコードから

http://www.nitkk.com/tokyokohp/index.html

引受保険会社：au損害保険株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-6-64　品川イースト2F N15D390347(1508)

TEL 0120-88-4204 FAX 0120-66-3957

〒102-0074 東京千代田区九段南２－６－８ 都教弘会館５Ｆ

（http://www.nitkk.com/tokyokohp/index.html）

公益財団法人 日本教育公務員弘済会東京支部

取扱代理店 都 教 弘 損 害 保 険 部
（株式会社 都教弘）

1,410円 940円1,880円

9弘済会だより120号



お電話でのお申込も歓迎いたします。TEL. 0120-88-4204（損害保険部）
★資料見積をご希望の方は下欄にご記入いただきＦＡＸでお申込み下さい★

（　 ）新教弘保険 （　 ）自動車保険（満期　　年　　月）

（　 ）ユース教弘保険 （　 ）火災保険　（満期　　年　　月）

（　 ）新教弘医療保険α （　 ）公務員賠償責任保険　（　　月始期）

（　 ）新教弘介護保障付終身保険 （　 ）教弘まなびや　（　　月始期）

 

教弘保険 損害保険

携帯：

勤務先電話：

201901

ご希望の保険種目に○して下さい。　

●P1下欄「個人情報の取扱いについて」に同意の上、お申込み下さい。

※生保と損保は別送付となります。

教弘保険・損害保険 資料見積請求

大 町 山 荘　 ご予約はお電話で	 TEL：0261-22-1823
　	（水曜定休）	 FAX：0261-22-8401

公益財団法人
日教弘東京支部提携保養所

◆�ご利用料金（１泊２食付消費税込）予約が取れましたら大町山荘利用申込書※を FAXして下さい。
大人・小人

利用者区分
大　　人 小　　人

（３才～ 10 才）

保 険 加 入 者 と 家 族 4,500 円 3,500 円
都教弘友の会会員と家族 4,500 円 3,500 円

※ 大町山荘利用申込書は日教弘東京支部ホームページ（nitkk.com）より取得できます。
　 2017 年度より、上記利用料金での宿泊回数の制限を 36 泊としました。なお限度泊数については現在、さらなる見直しを

検討中です。
〒 398-0003　長野県大町市松崎 6211-2　信濃大町駅より徒歩 20 分、駅前からタクシーが便利です。

　�東京支部での事業申込みは今まで通り、「職員番号」の記入が必要です。
　�公益財団法人日本教育公務員弘済会（略称日教弘）が発行しています会員証に記載の日教弘の会員番号では
ありませんのでご注意下さい。

弘済会より訂正とお詫び
前号「弘済会だより」119号において表紙の写真をご提供いただきました「吉田忠司」様のお名前を「忠治」と誤って表記

してしまいました。訂正させていただくとともに吉田様並びに関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫
び申し上げます。
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公益財団法人 日本教育公務員弘済会東京支部
〒102-0074 東京都千代田区九段南2丁目6番8号（都教弘会館）
TEL 03（5210）4201（代表） FAX 03（5210）3953
ホームページアドレス　http://www.nitkk.com/

編
　
　集

２０１8年度　冬の特集号

120号通刊
2019年1月15日発行

弘 済 会
だ よ り

●弘済会協力団体一覧

○東京都公立小学校長会	 ○東京都公立小学校事務職員会
○東京都中学校長会	 ○東京都公立中学校事務職員会
○東京都公立高等学校長協会	 ○東京都教職員組合
○東京都立特別支援学校長会	 ○東京都高等学校教職員組合
○東京都公立小学校副校長会	 ○東京都公立学校教職員組合
○東京都公立中学校副校長会	 ○東京都障害児学校教職員組合
○東京都公立高等学校副校長協会	 ○東京都公立学校事務職員組合
○東京都立特別支援学校副校長会	 ○東京都庁職員労働組合都立学校支部
○東京都退職校長会	 ○東京私立学校教職員組合

編集・発行：公益財団法人日本教育公務員弘済会東京支部
　 　 　 　 　 株式会社都教弘
問い合わせ先：03-5210-4202

※��公益財団法人日本教育公務員弘済会（略称日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化
事業）及び福祉事業は教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。
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