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東京オリンピック・パラリンピック大会に、私たちが作ったグローバルＧＡＰ認証取得
の農産物を提供しました。
福島県立岩瀬農業高等学校

教職員の皆さんや子どもたちに
喜ばれる事業をめざして
公益財団法人
日本教育公務員弘済会福島支部
支部長

近 内 吉 隆

新型コロナウイルスの感染が進み、幼稚園等の児童
施設、小中学校、高等学校等でのクラスターも発生、
驚くほどのスピードで感染が広まっています。福島県
は独自に２月20日までの非常事態宣言を発出しまし
た。学校現場のこの時期は学習のまとめ・評価、入試、
進学、卒業等、教職員の皆様にとって多忙な毎日が続
きます。心身の負担は大きくなりますが、十分体調に
留意され、教育活動にあたって頂きたいと思います。
さて、弘済会では現在、今年度の事業の成果や課題
をまとめ、来年度の予算案、事業計画案を作成してい
るところです。
今年度の教育振興事業は奨学事業や小中学校・高等

学校・特別支援学校への各種助成金事業など、各学校
の教職員の皆様にご協力をいただきながら、概ね計画
通りに実施することができました。600校ほどの助成
金交付校では交付式と合わせて事業説明会を開催させ
ていただき、弘済会の事業の内容や財源の仕組みなど
のお話をさせていただきました。ご多忙な中、時間を
取っていただきました該当校の教職員の皆様のご協力
に感謝申し上げます。
また、福祉事業につきましては、特に臨時で「楽天
グッズ＆チケット贈呈」「読書の秋・図書カードプレ
ゼント」を実施させていただきました。多くの学校で
話題にして頂いたと聞いております。
全体的には順調に事業を展開することができました
が、反省すべき点もありました。この間事務局に頂き
ましたご意見、ご要望を真摯に受け止め、教職員の皆
様や子どもたちにより一層利用しやすく、喜ばれる事
業となるように努めていきたいと考えています。今後
ともよろしくお願いいたします。
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2021年度 高校・特別支援学校対象の給付奨学金事業
〜 一人15万円を、146名に2,190万円給付しました 〜
給付奨学金事業は、今年で16年間が経過し奨学金を給付された生徒、保護者、各高等学校、特別支援学校
より大変有意義で助かっていますと感謝されております。給付奨学金該当校（93校）を紹介いたします。
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１ 福島高等学校

20 郡山東高等学校

39 田村高等学校

58 南会津高等学校

77 相馬農業高等学校

２ 橘高等学校

21 郡山商業高等学校

40 船引高等学校

59 只見高等学校

78 小高産業技術高等学校

３ 福島商業高等学校

22 郡山北工業高等学校

41 小野高等学校

60 磐城高等学校

79 新地高等学校

４ 福島明成高等学校

23 郡山高等学校

42 郡山萌世高等学校 定時制課程

61 平工業高等学校

80 視覚支援学校

５ 福島工業高等学校

24 あさか開成高等学校

43 白河第二高等学校

62 平商業高等学校

81 大笹生支援学校

６ 福島工業高等学校 定時制

25 湖南高等学校

44 会津高等学校

63 いわき総合高等学校

82 郡山支援学校

７ 福島西高等学校

26 須賀川高等学校

45 会津学鳳高等学校

64 いわき光洋高等学校

83 あぶくま支援学校

８ 福島北高等学校

27 須賀川桐陽高等学校

46 若松商業高等学校

65 湯本高等学校

84 たむら支援学校

９ 福島南高等学校

28 清陵情報高等学校

47 会津工業高等学校

66 小名浜海星高等学校

85 会津支援学校

10 川俣高等学校

29 長沼高等学校

48 喜多方高等学校

67 磐城農業高等学校

86 いわき支援学校

11 梁川高等学校

30 岩瀬農業高等学校

49 喜多方桐桜高等学校

68 勿来高等学校

87 いわき支援学校くぼた校

12 保原高等学校

31 光南高等学校

50 猪苗代高等学校

69 勿来工業高等学校

88 富岡支援学校

13 保原高等学校 定時制

32 白河高等学校

51 耶麻農業高等学校

70 好間高等学校

89 相馬支援学校

14 安達高等学校

33 白河旭高等学校

52 西会津高等学校

71 四倉高等学校

90 福島成蹊高等学校

15 二本松工業高等学校

34 白河実業高等学校

53 大沼高等学校

72 いわき翠の杜高等学校

91 郡山女子大学付属高等学校

16 福島中央高等学校

35 塙工業高等学校

54 川口高等学校

73 ふたば未来学園高等学校

92 学校法人石川高等学校

17 安積高等学校

36 修明高等学校

55 坂下高等学校

74 相馬高等学校

93 磐城第一高等学校

18 安積高等学校御舘校

37 修明高等学校鮫川校

56 会津農林高等学校

75 相馬東高等学校

19 安積黎明高等学校

38 石川高等学校

57 田島高等学校

76 原町高等学校

給付奨学金の感謝の声
この度は、奨学金のご支援をいただき、誠にあ

このたびは奨学金を給付して下さり本当にあり

りがとうございます。

がとうございました。

私は、将来システムエンジニアとして働くこと

私は将来教員になりたいと考えています。県外

が夢だったため、高等学校卒業後は、専門学校へ

の大学に進学し、教員になる為に頑張ろうと考え

進学し学びたいと考えています。自分の将来の夢

ている時期に、新型コロナウイルス感染症拡大の

の実現のため、専門学校では、有意義な学生生活

影響により、自営業を営む私の家の家計はとても

を送れるように頑張りたいと思います。

厳しくなりました。

ご支援をくださった全ての先生方に心よりお礼

しかし、今回奨学金を給付して頂いたことで、

申し上げます。

大学入学までに必要なものをそろえることがで



き、入学までの準備をすることができました。



私が今、学業に専念できるのは、この給付のお



かげです。将来教員となり、今度は私がサポート



する側になりたいです。本当にありがとうござい



ました。
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コロナ感染対策として臨時給付奨学金を実施
〜 県内の高校生等、82名に一人10万円の臨時給付奨学金を給付しました 〜
コロナ感染拡大の影響による経済状況の悪化などで、学業を継続していくことが困難になっている県立学校
の高校生・特別支援学校生に対して総額820万円の臨時給付奨学事業を実施しました。
通常の一人15万円の給付奨学事業と同じく臨時給付事業は県立高校・特別支援学校の全校を対象とし、１名
の応募枠で各学校からの推薦をお願いし実施しました。
推薦にあたり、ご協力とご理解をいただいた高等学校長協会等をはじめとする教育関係諸団体にあらためて感
謝いたします。

弘済会事業
（前期）を募集します！
◆2022年度


市町村立小中学校、県立中学校、義務教育学校対象（400校程度）
１校３～５万円

教職員研修助成

※2022年度から「研修旅費助成」「講師招請費助成」を一つに統合しました。

教職員の研修のための助成です。校内研修のための講師の謝礼等の助成、県費旅費では賄うのが困
難である教職員の校外研修の旅費等に助成します。また、助成金は教職員の研修図書、DVD、ソフト
ウェアの購入に充当することができます。

児童生徒対象の教育文化助成

※2022年度から「児童生徒対象の講師招請費助成」の名称を変更しました。

学校で実施する子どもたちの健全な育成を目的とした講演会やコンサート等の講師の謝礼等に助成しま
す。また、教育活動の中で直接子どもたちが利用できる物品の購入や、コロナ感染予防にかかる消耗費等
にも充当することができます。ただし、一部の子どもを対象とするものには利用できません。
※希望する学校はどちらか一つを選んでください。
※教育実践助成（３分の１ローテーション２年目）を予定している学校以外の全校を対象とします。
但し、統合校支援、へき地校支援との重複の応募はできません。

◆2022年度

小規模県立高校対象（１学年３学級以下）
（12校程度） １校

15万円程度

小規模県立高校対象教育文化助成
学校における生徒対象の講演会・演奏会等の講師の謝礼等、及び学校行事等にかかる経費に助成します。
ただし、一部の生徒を対象とするものには利用できません。
３分の１ローテーション３年目になります。2022年度に該当になった高校に直接、募集要項、申請書等
を送付します。

【申請書受付期間】

2022年４月19日（火）～５月12日（木）締切

助成を希望する学校はジブラルタ生命学校担当ＬＣに申請書を提出してください。
【その他】 新型コロナウイルスの感染状況をふまえ、今年度も上記の助成内容の対象を広げます。
詳しくは募集要項をご覧ください。お問い合わせは弘済会事務局まで。
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2021年度 県立高校・特別支援学校教育物品寄贈
「県立高校および特別支援学校に対し、児童生徒に直接役に立つ物品を寄贈し、
子どもたちの教育環境を整備するとともに日々教育実践に取り組んでいる学校を支
援する」ことを目的として2020年度から物品寄贈事業を始めました。
この事業推進にあたっては県立高校長協会のご協力を得ながら、2021年度は下記
の33校に15万円相当の物品を寄贈しました。
県立相馬農業高等学校
【助成校一覧】33校
№

学

校

名

№

学

校

名

№

学

校

名

№

学

校

名

１ 福島高等学校

10 白河旭高等学校

19 湯本高等学校

28 大笹生支援学校

２ 橘高等学校

11 船引高等学校

20 磐城農業高等学校

29 郡山支援学校

３ 福島商業高等学校

12 若松商業高等学校

21 勿来工業高等学校

30 西郷支援学校

４ 福島南高等学校

13 会津工業高等学校

22 原町高等学校

31 会津支援学校

５ 二本松工業高等学校

14 喜多方高等学校

23 相馬農業高等学校

32 いわき支援学校

６ 郡山商業高等学校

15 猪苗代高等学校

24 あさか開成高等学校

33 相馬支援学校

７ 須賀川高等学校

16 坂下高等学校

25 福島中央高等学校

８ 長沼高等学校

17 南会津高等学校

26 郡山萌世高等学校 通信制

９ 岩瀬農業高等学校

18 いわき総合高等学校

27 いわき翠の杜高等学校

令和3年度物品寄贈感想
福島県立若松商業高等学校 校長

スクールライフの充実
佐藤

京治

福島県立いわき翠の杜高等学校 校長

今年度、日本教育公務員弘済会福島支部「県立高校・
特別支援学校教育物品寄贈」により、図書資料134冊を
寄贈いただきました。近年、学校図書館は生徒の読書活
動支援だけでなく、情報センターとしての役割や探求型
学習の取り組みへの支援を担うことが期待されておりま
すが、福島県立高校においては図書購入予算の増額が見
込めず、大変厳しい状況が続いております。そのような
折、ご支援いただき感謝申し上げます。寄贈いただいた
資料は本校の蔵書として大切に利用してまいります。
今回は生徒たちの希望を反映して選書いたしましたの
で、購入が決まると生徒たちは納品を楽しみにしていま
した。新しい本がたくさん入ったことで興味をひかれ、
図書室に初めて足を運んで
くれた生徒もおり、教育に
携わる者としてとても嬉し
く思いました。生徒が面白
いという本だけでなく、進
路に関連する資料も揃える
ことができましたので、今
後の図書室利用者のさらな
る増加も期待しています。
物品寄贈にご尽力いただ
いた皆様、本当にありがと
うございました。

齋藤

裕昭

このたび、公益財団法人日本教育公務員弘済会福島支
部「県立高校・特別支援学校教育物品寄贈」事業におき
まして、パワードスピーカー一式を寄贈いただきました
ことに深く感謝申し上げます。
本校の視聴覚室には、いままで視聴覚機材の設置がな
かったことから、授業や集会、講演会等での機材使用時
には、生徒や教職員が機材を運び入れ実施していまし
た。今回の寄贈により、音響設備の運搬の手間が大幅に
削減され、授業の準備等での生徒の負担が軽減されまし
た。また、今まで使用していたポータブルスピーカーで
は音割れが発生したり、音自体が小さく聞き取りにく
かったりしましたが、今回の機材ではそのような事態も
起こらず、生徒は授業や講演会にも集中して取り組むこ
とができています。さらに、ハイパワーでありながら運
搬も可能なため、視聴覚室を中心に、音楽室や体育館、
そのほか様々なシチュエーションで幅広く活用ができ、
生徒にも大変好評です。
今後も、寄贈いただ
いた機器の活用を進
め、本校の教育活動の
更なる充実に努めて参
ります。誠にありがと
うございました。

寄贈いただいた
資料の一部

パワードスピーカー
一式
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えたい、夢を見つけてほしい」
伝
を
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「
～弘済会主催「健太康太スクールコンサート」で多くの感動の声～

「東日本大震災後、自分たちにできることはなにか？」
「音楽を通じてたくさんの想いを伝えたい」
双子のデュオ「健太康太」が福島の地で2012年から
コンサートを始めて、10年が過ぎます。
弘済会では2014年からコンサートを主催し、県内小
中学校、高校、特別支援学校で60回開催しました。今
年度は６校で開催しました。（２月14日現在、１校は
３月に開催予定）
美しいハーモニーとトークは多くの子どもたちや先
生方に感動を与えています。

日々、時間に追われ、心休まることの少な
い日常の中、無心になって歌や話を聞いて、
心が癒やされ、時間が止まり、身も心も洗浄
されたようでした。
人生や命など、長年生きてきた自分でさえ
も（今だからこそ）考えさせられたり共感で
きたりする部分が多々あり、肩をポンと叩か
れて「がんばれ！」と応援してもらえた気持
ちになり、とても元気が出てきました。健太
康太さんの大ファンになりました。
ぜひ、また聴きたいです。これからの活躍
を応援しています。
（中学校教職員）

この度は、子どもたちに本物の音楽と触れ合う
機会を設けていただき本当にありがとうございま
した。歌はもちろん、歌詞に込められた思いやお
二人の歩んでこられた人生について、実際に目の
前でお話を聞けたことは、子どもたちにとって
「自分」や「未来」について改めて考えるよい機
会となりました。
私自身も家族のありがたさを強く感じたライブ
でした。
（小学校教職員）

生方の声
子どもたちや先から）
（アンケート

健太康太さんの歌はとても心に残りました。
人生には、やっぱり高い壁や困難な壁、たく
さんの壁があることに気づかされました。
でも、どんな壁に直面しても健太康太さん
の歌や姿を思い出して頑張っていきます。健
太康太さん、これからも頑張ってください。
今回は本当にありがとうございました。

（高校３年生）
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上記の福利厚生サービスは支部の福祉事業と区別されます。
日教弘クラブオフ会員福利厚生サービス

全国一律のサービスで会員すべてが受け
られます。

弘済会福島支部福祉事業

教弘保険加入などの条件を満たした会員
だけが受けられます。

〈弘済会福島支部福祉事業に応募・申請できる資格〉
右記の
かに
いずれ
方
ている
加入し

ユース
教弘保険
10口以上

新教弘
保険
Ａ型／Ｂ型
10口以上

教弘保険
Ｓ型

教弘保険
Ｋ型

教弘保険
（１～４種）

５口以上

５口以上

６口以上

− 弘済会福島支部福祉事業の概要です。−
○県内・全国指定宿泊施設１泊3,000円の助成

○１万円の結婚祝金・出産祝金

○最大で5,000円のリフレッシュ助成

○臨時の福祉事業など

○がん検診助成金
詳しくは、４月発行の2022年度弘済会福島支部事業のご案内（保存版）をご覧ください。

6

申請型福祉事業のご案内
事由発生時かつ助成金振込時に
右記のいずれかに加入していること

申請期間内に申請書を
提出してください

◦新教弘保険Ａ・Ｂ型・ユース教弘保険10口以上
◦教弘保険Ｓ型・Ｋ型５口以上
◦教弘保険（１種～４種）６口以上

※再任用の先生は友の会福祉事業をご利用ください。

宿泊利用券

一人１泊3,000円の宿泊利用券（会員一人につき家族を含め年度内６枚まで）

■県支部指定施設（県内13施設）

■日教弘指定宿泊施設（全国）

弘済会 福島支部 で検索

日教弘

県支部指定施設のご利用について（各施設と確
認してあります。
）
◎割引されるのは、宿泊当日の現金（またはクレ
ジットカード）での支払いだけです。
１ 次の予約方法が利用できます。
（ネット、
電話、施設公式ホームページなど）
２ Go to トラベルなどの振興策と併用できます。
３ 施設が独自に実施しているサービス（会員
制度など）と併用できます。

※申請書は HP からダウンロードできます。
ご利用の
しかた

１
２

で検索

ネット予約の場合は、必ず事前に電話で「宿泊
料金」と「弘済会利用券が使用可能か」を確認し
てください。
※インターネットのみでの予約の場合、利用券
が使えないことがあります。
※利用できる施設は変わることがありますの
で、日教弘のホームページで確認してくださ
い。

弘済会 福島支部

で検索

予約してから１週間前までに申請書を FAX、又は郵送で送付してください。
弘済会から送られた宿泊利用券を宿泊当日にフロントに提出してください。

※オンライン等での事前支払いや旅行会社のクーポン券での支払いの場合、利用券は使用できませんのでご了承ください。

がん検診（前立腺がん・乳がん・子宮がん）助成（健康診断）
申請できるのは検診日の年度内（毎年３月）までです。
がん検診を受診し、自己負担があった場合に前立腺がん・乳がん・子宮がんの内、１つを受診した場合は2,000円助成、
２つ（乳がん・子宮がん）を受診した場合は3,000円を助成します。

１万円
の祝金

結婚祝金

出産祝金

会員が結婚したとき

会員または会員の配偶者が出産したとき

申請できるのは結婚（入籍）
、
または出産日から１年以内です。

申請書の用紙は 2021年度事業のご案内 に掲載されています。
または、ホームページからダウンロードできます。 弘済会 福島支部 で検索してください。

期間を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

※申請書は郵送で送付してください。

2022年度 貸与奨学生募集
〈申込方法〉 電話での受付
〈申込期間〉 2022年4月26日㈫～5月13日㈮
平日9：00～17：00
〈貸与金額〉 修業期間１年につき25万円。

校の第４学年以上・専修学校専門課程等です。
※専修学校一般課程、各種学校、無認可校、外国
の法律に準拠した学校、文部科学省の所管に
属さない大学校［※大学校の一部は対象］な
どの在学生は対象外となります。
※専修学校専門課程対象校は、文部科学省の専門
士・高度専門士のホームページから確認でき
ます。

１人につき最高100万円。
在 学の途中で貸与する場合は正規の
残存修学期間で計算。

〈奨学生の資格〉

〈返還方法〉

2022年４月１日時点で30歳未満であること。原則
として連帯保証人（保護者等）が福島県内に居住あ
るいは在勤の方に限ります。

卒業（終了）の年まで猶予し、その年の12月を第
１回とし、10年以内（但し、奨学金額100万円借用
者以外は８年以内）に、年賦で口座振替により返還
いただきます。
（無利息ですが、返還を滞納した場
合は延滞金をお支払いいただきます）

〈対象学校〉

国公私立の大学院・大学・短期大学・高等専門学

〈奨学金お申し込み先〉（公財）
日本教育公務員弘済会福島支部
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☎024-522-6522

共済事業（提携保険事業）
教育関係者のための、教育関係者だけの教弘保険
教弘保険は、1952（昭和27）年に教職員の方々の相互扶助を目的として開発されました。
●集団契約特約を付加することで、低廉な保険料となっています。
●性別・年齢に関係のない一律の保険料。
退職後も65歳（保障期間満了）まで保険料は現職の方と変わりません。
●日本教育公務員弘済会福島支部のさまざまな福祉事業が利用できます。

教弘保険の
有利性

新教弘保険
新教弘保険Ａ型
Ｋ型

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

集団契約特約付勤労保険

■ご契約例（24歳男性） 加入時の年齢により保障期間が異なります。

ユース教弘保険

（集団契約特約付勤労保険）
死亡保険金・高度障害給付金

3,000万円

死亡・高度障害のとき

3,000万円

災害による

死亡・高度障害のとき

3,900万円

■ご契約例（39歳男性）

移行

ご契約

（

保険料払込期間

自動
更新

月払保険料

新教弘保険Ａ型

34歳
自動
更新

5,823円

年齢や性別に関わらず、保険料は一律です。
ご希望により死亡保険金1,000万円からご加入頂けます。

※

加入

（集団契約特約付勤労保険）
死亡保険金・高度障害給付金

3,000万円
ご契約

39歳

900万円

29歳

※

※医師の診査等を
受けることなく
加入することが
できます。

（災害割増特約）
災害保険金・災害高度障害給付金
24歳

集団契約特約付勤労保険
※新教弘保険の保険金の範囲内で医師の診査等
を受けることなく加入することができます。

死亡保険金・
高度障害給付金

死亡・高度障害のとき

3,000万円

満了

65歳

保険料払込期間

保険期間５年満了ごとに自動
更新され、65歳まで継続します。

39歳

月払保険料

（

満了

新教弘保険Ｋ型

（集団契約特約付勤労保険）

ご契約
65歳

満了
70歳
75歳
保険料払込期間

80歳

保険期間５年満了ごとに自動
更新されます。

10,530円

）

年齢や性別に関わらず、
保険料は一律です。

生きている間に保険金が受け取れる
リビング・ニーズ特約が付加できます。

）

上記の教弘保険を補完する保険です。

３月にご退職予定の教職員のみなさまへ

新教弘介護保障付終身保険／新教弘医療保険α／ファミリー教弘医療保険α／
新教弘米国ドル建個人年金保険／教弘付属保険

退職に伴う教弘保険料等払込み方法変更のお知らせ

ご在職中にご加入いただきました教弘保険は、給与引去りにて保険料を払込みいただいておりま
したが、ご退職後は口座振替等の個人払いにより保険料を払込みいただくこととなりますので、変
更手続きが必要です。ジブラルタ生命学校担当 LC よりご案内させていただきます。変更手続後は
「ふくしま教弘友の会」の会員となり各種事業にご参加いただくことができます。（友の会加入条件
有り）
詳しくは、ジブラルタ生命学校担当 LC にご相談ください。

詳しくは157号（2021年10月発行）をご覧ください。

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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