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	 公益財団法人　日本教育公務員弘済会東京支部

� 支部長　藤野　正和
令和３（2021）年度、新年度が始まりました。
振り返ってみれば、昨年はコロナ禍の下、３月からの異例の「全国一斉休校」の

中で新年度を迎えていました。こうした中で弘済会東京支部も様々な事業を行った
わけですが、助成を受けた各学校（園）から送られてきた報告を改めて拝見すると、コロナ禍で先生方や生
徒（園児）の皆さんが苦労しながら教育活動に取り組んでいる様子がうかがわれ、改めて胸が熱くなる思い
がしました。図書助成の報告書で多くの学校から感謝の言葉をいただいたブッカーの装備は二つの民間福祉
作業所のご協力を頂き実施しました。コロナ禍の下、作業していただいた皆さんに感謝いたします。
私たち（公財）日本教育公務員弘済会東京支部は昨年度も皆様のご協力をいただき、310の学校（園）へ

の「弘済会花いっぱい運動支援助成」（総額930万円）、250の学校（園）への「弘済会学校図書助成」（総額
2,500万円）を行い、273名の高等学校（特別支援学校）生徒に総額4,914万円の給付奨学金支給をはじめとし
て教育研究助成や福祉事業など様々な事業を実施してまいりました。あらためて皆様のご理解・ご協力に深
く感謝申し上げます。
今年度もコロナウィルスへの対応は続きそうです。こうした状況の下で弘済会東京支部としても、「最終

受益者は子どもたち」の視点で、より有効でより有意義な学校・先生方への事業を実施してまいりたいと考
えております。「弘済会花いっぱい運動支援助成」「弘済会学校図書助成」や奨学事業はさらに発展させ、福
祉事業も充実させるとともに、事業のあるべき姿をきちんと見つめ直していきたいと思います。
そのために今年度事業の一部整理・変更をいたします。
公益財団法人　日本教育公務員弘済会東京支部が今後とも東京の学校・先生方と生徒の皆さんを応援する

ための整理変更ですのでご理解をお願いいたします。
コロナウィルスに負けずに、誰もが安心して教育活動や社会生活を送ることのできる一年となることを心

より願っております。

『『ごあいさつごあいさつ』』

個人情報の取扱について
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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2 0 2 1 年 度 　弘済会だより表紙写真 入 選 作 品 発 表
4月号
通刊129号

7月号
通刊130号

10月号
通刊131号

1月号
通刊132号

「撮影名所 
　 石神の菜の花畑」
東京都立総合工科高等学校
高橋　卓郎 様

「逆さ槍」
瑞穂町立瑞穂中学校
三輪　佳子 様

「ビーチの 
　 マジックアワー」
東京都立小笠原高等学校
新行内　博 様

「凛として生きる」
板橋区立弥生小学校
瀨原　徹郎 様

2021（令和３）年度の当支部の事業の一部を下記のように変更いたしますのでご了承下さい。

１　一般教育研究助成
◯「学校教育に資する研究に係る必要経費に対する助成」を基本方針とします。

【事前申請の場合】
※申請時の提出書類

申請書（様式１）
（申請額を記入）

研究のための計画書 「研究奨励校・協力校」の場合
and 文科省・教育委員会作成の

委嘱状　又は一覧表研究に係る予算書

※研究終了時の提出書類（年度末までに提出）

研究紀要・集録・CD・DVD
又は成果報告書

会計報告書（様式３）
and

領収書（原本）又は明細書

【事後申請の場合】
※申請時の提出書類

申請書（様式１）
（申請額を記入）

研究紀要・集録・CD・DVD
又は発表資料等

会計報告書（様式２）
and

領収書（原本）又は明細書

◯�費用のかからない研究、簡易な報告書、リーフレットだけの提出、個人の趣味に関わるもの、学校教育に無関　
係な研究、個人の資格取得に関わる研修、学習指導案、必修研修の研修報告書は助成の対象となりません。

◯�助成金額は、団体区分は３万円以内、学校区分は５万円以内、個人区分は１万円以内とし、申請に基づき、選
考委員会で審査し幹事会の議を経て決定します。

２　教育文化事業
◯公立学校（園）の教職員を対象にした「芸術鑑賞教室」を廃止します。
　都響定期演奏会、ミュージカル公演等の事業は現職会員向けの福祉事業として継続します。
◯東京都公立高等学校定時制通信制課程「芸術祭」の助成額を10万円以内とします。

３　福祉事業
◯教育文化事業からの移行に伴い、福祉事業全体の助成数を変更いたします。

2021（令和３）年度 弘済会東京支部の事業について
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１． 研 究 助 成 事 業１． 研 究 助 成 事 業
一般教育研究助成 都内に勤務する教職員対象事業

お問い合せ先
☎03-5210-42021

申請は、隔年度で１件です。
●�申請資格：東京都内の全ての学校（園）及びその教職員が対象です。
●�申請対象：2020（令和２年）年度発表分及び2021（令和３年）年度発表予定分で申請できます。
� ※�学校区分の研究奨励校・協力校の場合は、委嘱状または一覧表の提出をお願いします。発表予

定分でも申請できますが、紀要等の完成後に報告書とともに１部ご提出ください。
●�申請区分：◎団体1A（助成額･３万円以内）15件まで。
� 　※団体1Aとは、東京都教育委員会等の公認教育研究団体（東京都小学校国語教育研究大会など）
� ◎団体1B（助成額･３万円以内）15件まで。
� 　※団体1Bとは、区市町村単位の学校事務職員の公認研究団体
� ◎学校（助成額･５万円以内）600件まで。
� ◎個人（助成額･１万円以内）500件まで。
� ※但し、同一の研究主題で、既に学校区分で助成を受けた場合は不可です。
区分 該当基準 �研　究　助　成　対　象　内　容 提出書類

団体
1A 東京都教育委員会の公認教育研究団体による研究発表（会）

すべての区分で
新しい用紙とな
りました。申請
書は、東京支部
の HP からダウ
ンロードしてご
使用ください。

1B 区市町村単位の学校事務職員の教育研究団体による自主的研究発表

学校
２ 文科省、教育委員会の協力又は奨励校・協力校で発表
３ 学校全体の自主的研究発表（研究紀要等を作成する場合）

個人

11 公認の学術研究団体の研究大会で発表（紙上発表を含む）
12 文科省又は教育委員会の主催・共催・後援の研究大会で発表

教育特別賞 上記（11 ～ 12）に該当しない個人研究発表
ただし、学校教育に関わる内容で、諸経費が必要な研究に限る。

●�申請時期：�前期…�2021年４月15日（木）～2021年８月20日（金）（当日消印有効）審査の上10月に通知、助成
� 後期…�2021年８月23日（月）～2021年12月17日（金）（当日消印有効）審査の上２月に通知、助成
� ※助成決定は、所属宛に通知するとともに申請書にご記入の指定口座に振り込みます。
� ※現金書留を希望されても受付できません。振込先・口座番号を必ずご指定ください。
●�提出書類：��申請書（様式１）、紀要又は同等の研究集録、研究に関する資料、会計報告書は領収書（原本）を

添付してください。
●�添付資料：�◯学校…当該年度の研究紀要、研究集録（研究紀要、研究集録のデータを記録したCD・DVDも可）
　　　　� 　　　　�研究発表会の案内もしくは委嘱状（奨励校等一覧）で申請できますが、事後に紀要�

（集録）及び成果（会計）報告書をご提出ください。
� ◯個人11～12番…�添付資料は研究大会名、個人名、申請者個人の研究内容部分が明記された書類

または学会誌、会報、発表資料をご提出ください。
� 　　　　　　　　�教育委員会、学会等での個人発表（教育研究員・開発委員は不可）を指し、
　　　　　　　　　　　　　� 研究グループ、団体の研究内容による「11および12」の申請は不可。
� ◯教育特別賞…「研究報告資料」、「教育実践報告」、「研究内容が明確な資料」等を提出
� 　　　　　　　※教育実践等の研究で、領収書の提出が可能な研究に対して助成します。
　　　　� 　　　　　　　※�経費がかからない研究、個人の趣味に関わるもの、学校教育に無関係な研究、

個人の資格取得に関わる研修、「学習指導案」「部活動の指導計画」「必修研修等」
の「研修報告書のコピー」の提出は不可。

　　　　� 　　　　　　　※�同一の学校（課程）で、同一主題の研究報告書を複数の教職員が提出する場合は、
学校全体の研究ではない旨を明確にして、それぞれの研究内容の違いを記載し
た上で１校（課程）３件までの申請となります。

� 　※�すべての区分で、会計報告書に領収書（原本）を貼付。事前申請の場合は経費がわかる書類を添付。
� 　※�すべての区分で、助成額は、申請金額に基づき、選考委員会で審査の上、決定します。
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団体教育研究助成 お問い合せ先

☎03-5210-4201２
校長会、副校長会等の全都的・組織的教育研究活動に対し、研究助成金を交付しています。
申請方法につきましては、当支部事務局までお問い合わせ下さい。
申請の〆切は６月30日（水）といたします。

研究助成奨励金 お問い合せ先

☎03-5210-4201３
本年度中に東京を会場として開催する関東大会以上の研究大会を予定する、東京都段階の教育研究団体に対し

て助成します。助成金の交付にあたっては、当支部が後援していることを開催要項等に明示することが条件です。
申請方法につきましては、当支部事務局までお問い合わせ下さい。
申請の〆切は６月30日（水）といたします。

日教弘教育賞 �都内に勤務する教職員対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4201４
202１年度　日教弘教育賞　東京選考要領
公益財団法人日本教育公務員弘済会では、教職員が教育実践に精励されることを念願し、「日教弘教育実践論文」

を募集しています。各都道府県よりそれぞれ３点以内の推薦となっておりますので、教育振興事業選考委員会で
選考の上、推薦いたします。日頃より教育現場でご活躍の皆様の積極的なご応募をお待ちしております。
●�募集対象
１．東京都内にある国公私立の幼、小、中、高（高専）、特別支援教育諸学校、又はそこに勤務する教職員個人
２．上記の諸学校に勤務する教職員で組織する研究団体及びグループで、東京支部長が認めたもの
　　※ただし、過去５年以内に本部へ推薦を受けた学校、団体、個人等は対象外です。

●�応募方法：各都道府県からの推薦３点以内に絞るため、東京支部では以下の〆切とします。
　　　　　　＜応募論文〆切＞2021年８月20日（金）（当日消印有効）

●�申 請 書：�当支部ホームページ（nitkk.com）で取得して下さい。
　　　　　　＜応募先＞〒102-0074　千代田九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　弘済会「日教弘教育賞」係　宛
　　　　　　＜注　意＞応募論文は、未発表のものに限ります。
　　　　　　　　　　　版権は、公益財団法人日本教育公務員弘済会に帰属します。

●�結果発表：2022年２月（東京選考の結果は10月にお知らせします）
★�論文形式につきましては日教弘本部ホームページ（www.nikkyoko.or.jp）を参照して下さい。

◎東京都立荻窪高等学校
研究主題「歴史を現代に応用させる意識と思考力を育てる授業の実践」

左より
　　常盤理美LC　　　　　　　　　　相川浩昭主任教諭　
　　　　　　　　　鹿子木由紀夫参事　　　　　　　　　　沖山栄一校長

◎東京学芸大学附属小金井中学校
研究主題「論証の意義を感得するための教材の開発と
� 比例に関する部分の実践について」
左より
　　米川美和子LC　　　　　　　川村栄之教諭　　　　　　　藤本慎LC
　　　　　　　　　坂口謙一校長　　　　　　　和田俊彦参事

◎2021年度日教弘教育賞奨励賞受賞
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３． 教 育 文 化 事 業３． 教 育 文 化 事 業

2． 奨 学 事 業2． 奨 学 事 業

教育文化奨励金 都内で活動する教育文化団体対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-42021
地域・社会で教育文化研究・活動を実践している団体の下記事業に奨励金を交付します。
東京都教職員互助会「ふれあい感謝状21」※詳細は７月号でご案内します。
東京都公立高等学校定通校長会「芸術祭」

☆本年度も「へき地学校教育支援事業」を募集します。��
�応募する学校（島しょ地区に限る。高等学校も可）は、当支部ホームページ（nitkk.com）を参照の上、
申請して下さい。ただし、2017年度以降に助成を受けた学校は対象外とします。

���

2021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）

　�　　　　　　　2021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。
　　　　�　　　　※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：2021年２月１日（月）～６月30日（水）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）
●�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。
　　　　　　�　　※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2020年分のもので、コピー可）を
添えて、当支部宛に郵送して下さい。

　　　　　� 　　※応募用紙は必ず2021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

2021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」
☎03-5210-42021

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ご案内いたしますので、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）
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都響の定期演奏会ご招待 現職教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202２
東京都交響楽団の定期演奏会Bシリーズ・A席に各回100名様をご招待いたします。
今回は、２０２１年７月・９月公演分の募集です。

　●開演時刻：午後６時15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番出口より徒歩約５分
　　　　　　　東京メトロ南北線・銀座線「溜池山王駅」13番出口より徒歩約10分

公演日 演　　　　　　　　　　　　目
7 月 1日
木曜日
No.931

指揮：アラン ･ ギルバート　ピアノ：小曽根 真
　・ペッテション：交響曲第７番（1967）
　・ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番　ハ短調　op.18

9 月 9日
木曜日
No.934

指揮：マルク ･ ミンコフスキ
　・ブルックナー：交響曲第５番　変ロ長調　WAB105（ノヴァーク版）

※出演者・曲目などが変更になる場合があります。
● 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。
  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：2021年５月28日（金）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

４． 福 祉 事 業４． 福 祉 事 業
歌舞伎鑑賞教室ご招待 現職教弘保険加入者対象事業

お問い合せ先
☎03-5210-4202１

国立劇場で開催される歌舞伎鑑賞教室１等席にそれぞれ100名様、計200名様をご招待いたします。

●６月13日（日）午後２時30分開演　　　　　　　●７月11日（日）午後２時30分開演
　演　目：名作の上演／演目選定中　　　　　　　　　演　目：名作の上演／演目選定中
　出演者：未定　　　　　　　　　　　　　　　　　　出演者：未定
　※演目、出演者等は国立劇場のHP（http://www.ntj.jac.go.jp/）でご確認下さい。

　会　場：国立劇場　大劇場 （☎03-3265-7411）
　　　　　東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」１番出口より徒歩約５分
　　　　　東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」４番出口より徒歩約８分

● 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。
  いずれの開催日にも応募できますが、はがき１枚には１開催日（希望

枚数２枚まで）のみ記入して下さい。
　 ※ 同一開催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：2021年５月14日（金）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「歌舞伎鑑賞教室」係 宛

※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．歌舞伎教室開催日
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

※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．定期演奏会公演日
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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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

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

補助金申込書及び宿泊精算書写
利用者が弘済会に郵送

補助金送付
弘済会が利用者へ※

指定宿泊施設利用助成 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様

につき１泊3,000円を年間４泊まで助成いたします。

� 全国各地に指定宿泊施設
� ●�日教弘、各県教弘関係施設�…………… 52施設
� ●�東急ホテルズ�……………………………… 45館
� ●�阪急第一ホテルグループ�………………… 37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3,000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。
� ※今年度は2021年４月～2022年３月までの間に指定宿泊施設を利用した場合の助成となります。
�
� 申請書は当支部ホームページ（nitkk.com）で取得下さい。

　　　　　　〒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�

施　　設

助成内容

助成手続

申 請 先 ※�現金書留でのお取り扱いはできません。
口座振り込みのみとなります。

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

☎03-5210-4202３
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いたします。
今回の募集は、2021年７月～10月観戦分です。観戦をご希望の方は、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
　� �2021年度の国内研修旅行助成及び東京ドーム前期分に当選された場合、

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

を全てご記入の上、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：�2021年５月28日（金）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

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

☎03-5210-4202３
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いたします。
今回の募集は、2020年７月～10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
� �2020年度の国内研修旅行助成及び東京ドーム前期分に当選された場合、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）に必要事項を全てご記入の上、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：�2020年５月29日（金）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

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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『各事業の中止等のご案内について』
　昨今の新型コロナウイルスの感染防止措置により、当支部にも各主催団体から各種イベント・公演等の
中止や時間変更の連絡が届いております。
　今後の情勢により、「弘済会だより（129号）」に掲載の事業につきましても、主催者側の判断でやむを
得ず中止や時間変更等となる可能性がありますのでご了承下さい。また、中止に対する公演日の変更及び
振替の措置はございませんので、重ねてご了承いただきますようお願い申し上げます。
　なお、弘済会だより通刊129号掲載のハガキによる応募事業につきましては、開催状況等を当支部ホー
ムページに随時掲載予定でございますのでご確認下さい。

（公財）日本教育公務員弘済会東京支部ホームページアドレス
http://www.nitkk.com/

結婚祝金助成 教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202５
教弘保険加入者を対象に「結婚祝金助成」実施しています。

●�申請内容：��2021年度中（2021年４月１日以降）に教弘保険加入者がご結婚の際に結婚祝金（１回限り）の助
成をいたします。

　　　� ご結婚なさるお二人が教弘保険加入者の場合、それぞれが申請の対象となります。
●�助成金額：��5,000円（申請はご本人が行って下さい。お相手の方も教弘保険加入者の場合はそれぞれの申請

に基づき、それぞれに助成）
●�申請資格：�教弘保険加入者で、ご結婚（入籍）後６ヶ月以内の方。
　　　　　� ※結婚（入籍）時及び助成時も教弘保険加入者であること。
　　　　　　�　結婚（入籍）後に教弘保険加入者になられた場合は助成対象となりません。
●�申請方法：��当支部の依頼を受けた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）に申請書

を請求し、必要事項を全てご記入の上、厳封して学校担当LC又は下記申請先宛にご提出下さい。�
（FAXでの申請不可）

●�助成方法：�概ね２ヶ月ごとに集約し、ご指定の銀行口座（申請者名義）にお振り込みいたします。
●�申 請 先：�〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「結婚祝金」係�宛

出産祝金助成 教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202６
教弘保険加入者を対象に「出産祝金助成」を実施しています。

●�申請内容：��2021年度中（2021年４月１日以降）に教弘保険加入者のお子様が誕生された際に出産祝金の助成
をいたします。

　　　　� ご夫婦で教弘保険加入者の場合、それぞれが申請の対象となります。
●�助成金額：��5,000円（申請はご本人が行って下さい。ご夫婦で教弘保険加入者の場合はそれぞれの申請に基

づき、それぞれに助成）
　　　　　　※但し、双子以上の場合でも5,000円の助成となります。
●�申請資格：�教弘保険加入者で、お子様の出生後６ヶ月以内の方。
　　　　� ※出生時及び助成時も教弘保険加入者であること。
　　　　　� 　出生後に教弘保険加入者になられた場合は助成対象となりません。
●�申請方法：��当支部の依頼を受けた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）に申請書

を請求し、必要事項を全てご記入の上、厳封して学校担当LC又は下記申請先宛にご提出下さい。�
（FAXでの申請不可）

●�助成方法：�概ね２ヶ月ごとに集約し、ご指定の銀行口座（申請者名義）にお振り込みいたします。
●�申 請 先：�〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「出産祝金」係�宛
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生涯学習への助成 現職教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202７
2021年度分の生涯学習への助成について、ご案内いたします。

●�募集内容：��2021年度中（2021年４月１日以降）に教弘保険加入者本人が観劇、映画鑑賞、野球観戦等をされた
場合、又はカルチャーセンター等を受講された場合に助成します。（本人以外のご利用は無効です）

　　　　� �新規教弘保険加入者が申請される場合、契約始期以前にご利用のチケット半券等は対象となりま
せんのでご注意下さい。

　　　　� ※対象外の例：�一般書籍購入代、資格取得の受験料、スポーツ競技会・コンテスト等の大会参加費、
遊園地・プレイランド関係施設の入場料等

●�助 成 額：�5,000円（申請は年度内１回限りです）
●�募集人数：�1,500名（先着順）
●�応募資格：��応募時及び助成時に現職の教弘保険加入者で、今年度東京ドーム又は国内研修旅行助成に当選

されていない方。
●�応募方法：��必ず封書で生涯学習助成申請書に必要事項を全て記入し、2021年４月以降にご利用いただいた

チケットの半券又は受講料の領収書（合計5,000円以上）を同封の上、応募先宛に郵送して
下さい。

　　　　　� 注：チケットの半券は鑑賞日、金額の分かるもの
●�申 請 書：�当支部ホームページ（nitkk.com）で取得下さい。
●�助成方法：�概ね２ヶ月ごとに集約しご指定の口座（申請者名義）にお振り込みいたします。
●�募集期間：�2021年５月６日（木）～2022年２月28日（月）必着
　　　　� 但し、募集期間中であっても募集人数に達し次第終了とさせていただきます。
●�応 募 先：〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　�　　　　　　弘済会「生涯学習」係�宛

注意事項：友の会会員の「観劇等助成申請書」で生涯学習への助成申請はお受け出来ませんのでご注意下さい。

人間ドック受診助成 現職教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-4202８
都教職員互助会を窓口として実施している「人間ドック（日帰りコース）」受診者を対象に助成を実施して

います。
対象は2021年度（2021年４月１日～2022年３月末日）「三楽病院」での受診です。

●�助成対象：�◆現職教弘保険加入者本人（受診時及び助成時も教弘保険加入者であること）
　　　� 　＊配偶者は対象となりません。
　　　� ◆日帰りドックコース受診のみに適用します。（オプション健診は対象外です）
　　　� 　＊�個人負担金が「免除」の場合もしくは補助券等を利用し、日帰りドックコースの個人負担金

が5,000円未満の場合は対象となりません。
●�助 成 額：5,000円（申請は年度内１回限りです）
●�申請方法：�（１）従来通りの方法で受診し、検査料をお支払い下さい。（三楽病院予約�☎03-3292-3981）
　　　　　　�　　 ※受診申込書は互助会（三楽病院）へ郵送して下さい。
　　　� （２）�受診後、必ず封書で三楽病院人間ドック助成申請書に必要事項を全てご記入いただき、人間

ドック受診の領収書（実物）を添えて、申請先宛に郵送して下さい。
●�申 請 書：当支部ホームページ（nitkk.com）で取得下さい。
●�助成方法：�概ね２ヶ月ごとに集約し、ご指定の銀行口座（申請者名義）にお振り込みいたします。
　　　� ※2020年度分の助成申請の受付は終了しています。
●�申請〆切：2022年４月７日（木）必着
●�申 請 先：〒102-0074　千代田区九段南2-6-8　都教弘会館
　　　　　　　　　　　　弘済会「人間ドック」係�宛
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新採者・昇任祝い 対象者にお渡しします
お問い合せ先

☎03-5210-4202９
当支部では新規に採用された教職員、及び校長または副校長・室長に昇任された方に、記念品をジブラルタ

生命の学校担当LC（ライフプラン・コンサルタント）が持参いたします。
本年度も引き続き実施の予定ですので、職場へ訪問の際は、よろしくお願いいたします。

＜対象者＞
●�新しく東京都の学校の校長になられた方
●�新しく東京都の学校の副校長・室長になられた方
●�新しく東京都の学校の教職員になられた方

＜時　期＞
●�４月～６月にかけて学校担当LCが職場へ訪問いたします。

新規加入者記念品 対象者にお渡しします
お問い合せ先

☎03-5210-420210
当支部では新たに教弘保険にご加入いただいた教職員の方に、記念品を贈呈しております。

＜対象者＞
●�下記の教弘保険に新規加入いただいた方
　【ユース教弘�・�教弘A型�・�教弘B型】

退職記念品 現職教弘保険加入者対象事業
お問い合せ先

☎03-5210-42021 1
当支部では本年度をもってご退職される教弘保険加入者の方に、記念品を贈呈しております。
対象者につきましては、別途ご案内を差し上げる予定ですが、中途でご退職予定の教弘保険加入者は、弘済会

東京支部までご連絡下さいますようお願いいたします。
＜対象者＞
●�本年度退職予定の教弘保険加入者の方
　�※中途で退職予定の教弘保険加入者は弘済会東京支部までご連絡下さい。

＜時　期＞
●�定年で退職予定の教弘保険加入者につきましては、12月までにご案内いたします。

◎「年金早わかり講座」のご案内
当講座は、公的年金に焦点を合わせたコンパクトな講座です。例年100ヶ所以上の学校、地区校長会等で

講座・説明会を開催しています。
詳細につきましては、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）にお問い合わせ

下さい。

大町山荘閉館のお知らせ
公益財団法人日教弘東京支部提携保養所・大町山荘は1967（昭和42）年の創業以来、長年にわたり東京の

みならず各県教職員とご家族にご愛用いただいてまいりました。とりわけ、バルコニー正面から望む北アル
プス山麓をはじめ、美しい自然とのふれあいを楽しめる絶好の立地の保養所として多くの方に親しまれてき
ました。
ここしばらくの間、管理人のご家族の事情により休館しておりましたが、誠に残念ながらこの度いよいよ

長年にわたる山荘の歴史に幕を下ろすことになりました。
大町山荘をご愛用いただいてきた皆様、本当にありがとうございました。

10
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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 2021 年３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�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）共済事業（提携保険事業）
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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

損 保 の 事 業 ①損 保 の 事 業 ①
損害保険のホームページ（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）
ＴＥＬ　0120-88-4204　ＦＡＸ　0120-66-3957
（http://www.nitkk.com/tokyokohp/index.html）
〒102-0074　東京都千代田区九段南2-6-8　都教弘会館�5F
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損 保 の 事 業 ②損 保 の 事 業 ②
損害保険のホームページ（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）
ＴＥＬ　0120-88-4204　ＦＡＸ　0120-66-3957
（http://www.nitkk.com/tokyokohp/index.html）
〒102-0074　東京都千代田区九段南2-6-8　都教弘会館�5F
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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（新規・満期　　　年　　月）
（　 ）ユース教弘保険 （　 ）火災保険　（新規・満期　　　年　　月）
（　 ）新教弘医療保険α （　 ）公務員賠償責任保険　（　　月始期希望）
（　 ）新教弘介護保障付終身保険 （　 ）教弘まなびやスーパープラン（　　月始期）
 （　 ）教職員収入ロングウェイサポート

教弘保険 損害保険

携帯：

勤務先電話：

202104

ご希望の保険種目に○をして下さい。

●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。
※自動車保険・火災保険は新規に○もしくは満期更新年月を記入して下さい。

教弘保険・損害保険 資料見積請求教弘保険・損害保険 資料見積請求

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）が発行しております会員証に記載の日教弘の会員番号ではござ
いませんのでご注意下さい。
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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

２０２１年度　春の特集号

129 号通刊
2021年4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
○東京都公立学校退職教頭・副校長会連合会

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。

学校・教職員

最終受益者は子どもたち

提携保険会社
ジブラルタ生命

公益財団法人
日教弘東京支部

安心支える
たすけあいの輪

６０年以上に亘る提携関係

各種の公益事業
教弘保険
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