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　コロナ感染状況が悪化し、11月下旬には全国で１日
13万人、福島県内でも3,000人超えとなり、現在高止
まりの状況が続いています。私たちの職場、家庭など
身近なところで感染が進んでいます。
　その中でも10代の人の感染が多いというのが特徴の
ようです。感染に伴い、学級閉鎖や休校の措置をとっ
ている学校も多いと聞いています。教職員の皆様が感
染予防のために、日々努力されていることに心から敬
意を表します。
　さて、今年度は６月以降、600校ほどの学校で助成
金交付式・事業説明会を開催させていただきました。
私も出席して、事業の説明等をさせていただいていま

すが、学校で出会った子どもたちの多くが元気に「こ
んにちは」「さようなら」とあいさつをしてくれます。
その笑顔を見たり、校長先生から子どもたちの様子を
聞いたりするとき、子どもたちに未来を感じ、希望が
見えてきます。
　弘済会はこの子どもたちのために、奨学金をはじめ
として多くの教育振興事業を実施しています。そして、
その原資は多くの教職員の皆様に利用いただいていま
す教弘保険が生み出す「契約者配当金」が充てられて
います。これが「教弘保険は『共済性』『公益性』を
持つ」といわれる理由です。
　現在、弘済会事務局では今年度の各事業の実施状況
をふまえ、来年度の事業内容の検討に入っています。
2022年度の教育振興事業、福祉事業については皆様の
おかげで、ほぼ予算通りに執行できる見込みとなりま
した。ご協力に深く感謝いたします。
　弘済会は1952年に設立され、今年度は70年目の節目
を迎えました。これからも「最終受益者は子どもたち」
という一貫した理念に基づき、各事業の充実と発展に
力を尽くしていきたいと思います。
　皆様方のご支援ご協力をお願い致します。

子どもたちは未来であり、
希望です
これからも応援します

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

福島県立福島東高等学校
文化祭「東桜祭」でのクラスパフォーマンスの場面です。テーマは「青春桜歌」。



〈奨学生の資格〉
　2023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。

〈対象学校〉
　国公私立の大学院・大学・短期大学・高等専門学校の第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。

〈返還方法〉
　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）

〈申請方法と必要書類〉
⑴　「奨学生申請書」「付属調査票」を送付いたしますので「在学証明書」と世帯分の前年の「源泉徴
収票」のコピーを添付し、指定の期日までにご提出ください。
⑵　福島支部「教育振興事業選考委員会」にて資格条件を審査のうえ、内定を決定いたします。
⑶　内定された方には「奨学金借用証書」を送付いたしますので、連帯保証人の「印鑑証明書」を添
付し、期日までにご提出ください。
⑷　採用にならなかった方については、追加募集の措置がある場合はご連絡をすることがあります。

〈交　　付〉
　７月末までに奨学生名義の口座に、全額一括交付します。
　※奨学生の口座に限ります。口座がない場合は新しく口座を開設してください。

〈そ の 他〉
　・学校卒業の年に、卒業論文概要、または学習成果についての報告及び奨学金の主な使途を提出し
ていただきます。

　・選考経過や選考結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

〈申込方法〉　電話での受付
〈申込期間〉　2023年4月25日（火）～5月12日（金）　平日9：00～17：00
〈貸与金額〉　修業期間１年につき25万円。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。

2023年度 貸与奨学生募集

〈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　☎024-522-6522
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福祉事業の応募申請資格と
対象年齢が変更になります！

　再任用の方も、退職
された方も、65歳まで
は現職と同様の福祉事
業が受けられます。

「現職」会員
（応募申請資格）

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

友の会会員
（応募申請資格）

教弘保険１口以上

※若年退職者・再任用教
　職員等を含む

友の会会員
（応募申請資格）

66歳～80歳
教弘保険
Ｋ型　　 ３口以上
１～４種 ６口以上

2022年４月～
（現在）

2027年４月～
（確定）2023年 2024年 2025年 2026年

60歳

65歳

80歳

65歳

80歳

※65歳以上の現在の「友の会」会
員の方は、どなたでも４年間は
「友の会」会員。

※65歳以上の現在の「友の会」会
員の方は、どなたでも４年間は
「友の会」会員。

※応募申請資格の
　変更はなし

【移行措置】【移行措置】

移　行　期　間
【移行措置】【移行措置】

※詳細については弘済会福島支部事務局までお問い合わせください。

資格はそのまま…対象年齢が65歳までに変更

移　行　期　間

○「現職」の福祉事業の対象年齢を65歳までに延長する。
○若年退職者なども同様で、教職員の現職か退職者かは
問わない。
※満65歳になった次の年度からは「友の会」会員。

○「現職」の福祉事業の対象年齢を65歳までに延長する。
○若年退職者なども同様で、教職員の現職か退職者かは
問わない。
※満65歳になった次の年度からは「友の会」会員。

※「現職」会員の基準に満たない
65歳までの方で、現在「友の会」
会員の方は、４年間は「友の会」
会員。

※「現職」会員の基準に満たない
65歳までの方で、現在「友の会」
会員の方は、４年間は「友の会」
会員。

※但し、65歳までの方でも教弘保険の満了、保険契約内容の変更等の関係で現職と同様の福祉事業が受けられな
くなる場合があります。不明な場合は弘済会事務局までお問い合わせください。

申請期間内に申請書を
提出してください

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

◦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

申請型福祉事業のご案内

申請書は 2022年度事業のご案内 に掲載されています。
またホームページからも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。

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

１万円
の祝金

期間を過ぎると申請できませんのでご注意ください。 ※申請書は郵送してください。

※再任用の先生は友の会福祉事業をご利用ください。

　申請できるのは検診日の年度内（毎年３月）までです。
　上記がん検診のうち、１つを受診した場合は2,000円、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。　※ 自己負担があった場合に限ります。

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。

がん検診（前立腺がん・乳がん・子宮がん）助成（健康診断）
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助成金交付と事業説明会を行って
　10月上旬より訪問させていただきどの学校にも温かく迎えて
いただきました。お忙しい中、多くの教職員参加のもと教育実
践助成金交付式、事業説明会を行うことができましたこと深く
感謝申し上げます。学校では今年もコロナウイルスの影響で制
約のあるなか、様々に工夫し取り組んでいるお話をうかがい、
学校現場での大変さを感じました。多くの学校から「先生方の
教育実践を認めていただきありがとうございます。子どもたち
の活動費や教職員の研修費にあて子どもたちに還元できるよう
に有効に活用していきたいと思います。」という言葉をいただき
ました。少しでも学校・教職員・子どもたちのために役立てら
れることうれしく思いました。
� （事務局・専任幹事　柴口正武）

学校教育実践助成校一覧

2022年度
教育実践助成金を交付 総額1,126万円

学校教育実践助成 個人教育実践助成
■ 162校　10,950,000円 ■ ９名　310,000円

▲福島市立佐原小学校
　�星文行校長へ國分俊樹参事が交付しま
した。

〈小　学　校〉
№ 学　校　名

１ 福島第二小学校

２ 福島第四小学校

３ 南向台小学校

４ 杉妻小学校

５ 蓬萊東小学校

６ 御山小学校

７ 矢野目小学校

８ 吉井田小学校

９ 佐倉小学校

10 佐原小学校

11 飯坂小学校

12 松川小学校

13 鳥川小学校

14 平田小学校

15 平石小学校

16 野田小学校

17 水保小学校

18 飯野小学校

№ 学　校　名

19 保原小学校

20 掛田小学校

21 月舘学園小学校

22 醸芳小学校

23 半田醸芳小学校

24 伊達崎小学校

25 塩沢小学校

26 安達太良小学校

27 石井小学校

28 大平小学校

29 油井小学校

30 川崎小学校

31 小浜小学校

32 玉井小学校

33 岩根小学校

34 糠沢小学校

35 和田小学校

36 日和田小学校

37 高倉小学校

№ 学　校　名

38 行徳小学校

39 三和小学校（郡山市）

40 守山小学校

41 御代田小学校

42 谷田川小学校

43 芳賀小学校

44 朝日が丘小学校

45 海老根小学校

46 須賀川第三小学校

47 阿武隈小学校

48 大森小学校（須賀川市）

49 長沼小学校

50 大里小学校

51 野木沢小学校

52 浅川小学校

53 滝根小学校

54 船引南小学校

55 船引小学校

56 美山小学校
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№ 学　校　名

57 緑小学校（田村市）

58 瀬川小学校

59 岩江小学校

60 沢石小学校

61 白河第四小学校

62 滑津小学校

63 吉子川小学校

64 三神小学校

65 矢吹小学校

66 高野小学校（棚倉町）

67 矢祭小学校

68 謹教小学校

69 荒舘小学校

70 磐梯第一小学校

71 緑小学校（猪苗代町）

72 喜多方第三小学校

73 姥堂小学校

74 坂下南小学校

75 柳津小学校

76 西山小学校

77 高田小学校

78 宮川小学校

79 横田小学校

80 舘岩小学校

81 只見小学校

82 山上小学校

83 飯豊小学校

84 日立木小学校

85 原町第一小学校

86 石神第一小学校

87 鹿島小学校（南相馬市）

88 双葉北小学校

89 広野小学校

90 平第三小学校

91 夏井小学校

92 赤井小学校

93 大浦小学校

94 小川小学校

95 内町小学校

№ 学　校　名

96 綴小学校

97 御厩小学校

98 好間第一小学校

99 好間第四小学校

100 小名浜第一小学校

101 小名浜第三小学校

102 小名浜東小学校

103 泉北小学校

104 渡辺小学校

105 湯本第三小学校

106 汐見が丘小学校

107 勿来第一小学校

108 勿来第三小学校

〈中　学　校〉
№ 学　校　名

１ 福島第一中学校

２ 福島第二中学校

３ 北信中学校

４ 西信中学校

５ 西根中学校

６ 信夫中学校

７ 吾妻中学校

８ 山木屋中学校

９ 醸芳中学校

10 本宮第一中学校

11 白沢中学校

12 日和田中学校

13 逢瀬中学校

14 片平中学校

15 喜久田中学校

16 緑ケ丘中学校

17 富田中学校

18 須賀川第一中学校

19 長沼中学校

20 湯本中学校

21 大越中学校

22 船引南中学校

23 白河第二中学校

№ 学　校　名

24 白河南中学校

25 五箇中学校

26 西郷第一中学校

27 中島中学校

28 若松第五中学校

29 磐梯中学校

30 喜多方第二中学校

31 山都中学校

32 坂下中学校

33 尚英中学校

34 中村第一中学校

35 中村第二中学校

36 向陽中学校

37 なみえ創成中学校

38 楢葉中学校

39 平第三中学校

40 豊間中学校

41 赤井中学校

42 大野中学校

43 久之浜中学校

44 小川中学校

45 好間中学校

46 江名中学校

47 泉中学校

48 錦中学校

49 川部中学校

〈特別支援学校〉
№ 学　校　名

１ 聴覚支援学校会津校

２ 聴覚支援学校平校

３ 西郷支援学校

４ ふくしま支援学校

〈義務教育学校〉
№ 学　校　名

１ 川内小中学園
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せてくれる得がたい体験でした。また、本校の学習発
表会が間近だったこともあり、子ども達は「役者さん
の声の大きさ、大きな動作、目線について参考にして、
発表会で学んだこ
とを生かしたい」
「人を笑顔にできる
役者さんや舞台芸
術は素晴らしい」
等の感想を持つこ
ともできました。
ありがとうござい
ました。

　本校の研究は、今まさに発展途上にあります。子ど
も達一人一人の声に耳を傾け、一人一人の思いに寄り
添いながら、未来を担う子ども達に生きる力と確かな
学力を身に付けさせることができるよう今後も研鑽に
励んでいきたいと思います。
　公益財団法人日本教育公務員弘済会の御支援に心よ
り感謝を申し上げます。

　本校では、平成23年度より「一人一人が意欲的に学
び、高め合う授業はどうあればよいか」を研究主題に、
国語科、算数科において研究実践を進め、「一人一人
が意欲的に学ぶ姿」や「互いに学び合い高め合う姿」
を目指した授業づくりを追究してきました。子ども達
の主体的な学びや学び合いの質をどう高めていくか、
そのために教師はどう関わっていけばよいかという教
師自身の授業に対する意識を変える実
践です。授業の質の改善を目指し実践
を重ね、今年で12年目を迎えました。
　今年度、教職員研修助成金を活用し、
明星大学客員教授兼明星小学校長　細
水保宏先生、筑波大学附属小学校主幹
教諭　青山由紀先生を講師として招聘
し、本校の実践研究について貴重な御
指導をいただくことができました。

未来を担う子ども達のために

西郷村立小田倉小学校　校長　太田　　徹

2022年度 教職員研修助成を受けた学校より

　今年度は、感染対策を万全に行った上で、無事に芸
術鑑賞教室を開催することができました。教育文化助
成金を芸術鑑賞教室の観劇料の一部補助として活用さ
せていただきました。子ども達は２年ぶりの開催も
あってか、体育館に設置された舞台や照明器具等いつ
もと違う雰囲気に興奮気味でした。『劇団風の子』に
よる「とんからり」の舞台は温かい笑いのある遊び心
満載のストーリーです。笛や太鼓の賑やかな演奏。屋
台を引いた物売りのユーモアのある台詞と粋なしぐ
さ、コマ回しやざる回しの場面はまるで大道芸人を囲
んで見ているような雰囲気です。ドキドキハラハラし
ながらも、いつの間にか引き込まれてしまう遊びの舞
台。舞台と観客席の子ども達が一体感で
包まれました。やっぱり子ども達はこん
なに楽しく賑やかな遊びの舞台が大好き
です。
　子ども達の成長にとって、遊ぶことは
生きることと同じくらい大切なことです。
遊びを通してイメージを膨らませながら
豊かな想像力を身に付け、創造力へと高
めることができました。遊びの原点を見

豊かな想像力から創造力へと高める教育のために

湯川村立笈川小学校　校長　岩﨑　秀幸

6

F U K U S H I M A  K Y O K O



健太康太スクールコンサート

　弘済会福島支部主催による「健太康太スクールコンサート」は、
2014（平成26）年度からスタートしました。新型コロナウイルス感
染防止のために2020年度は中止になったものの、今年度で９年目を
迎えました。延べで70回、計80校を超える学校で実施し、各校で感
動のステージが繰り広げられました。

　私は、今日の健太・康太さんのコンサート
で、夢や希望を持つことは大切ということが
わかりました。そして、歌った曲の中ですご
く心に残ったのは、「糸」でした。なぜかと
いうと、健太・康太さんが説明していた「縦
の糸、横の糸がどんなに長くても、交わるの
は１回だけ」という言葉にグッときたからで
す。歌う健太・康太さんの声がきれいだった
ことも心に残っています。ほかにも、目をつ
むって歌ったという曲もきれいでした。その
曲では、「逃げたくてもあきらめないで歌っ
ていた」とあって、びっくりしました。私も、
健太・康太さんみたいに、あきらめずにがん
ばろうと思いました。� （小学校・児童）

　今回で３度目になります
が、何度聴いても心打たれま
す。歌もメッセージもたまし
いが込められているので、お
となにも子どもにも（１年生
にも）伝わるのだと思いま
す。そして、いつも思います。
無駄な経験はない !! と。その
経験をどう受け止めるのか、
ぜひ「前を向いて歩こう」が、
すべての人の心に届くように
歌い続けてほしいと思いま
す。応援しています。
� （小学校・教諭）

荒海中でのコンサートの様子（10月19日）

（届けられた感想より）

感動のステージ！

7



8

　弘済会は提携保険事業として教弘保険、教弘付属保険等を共済事業として
行っています。生命保険についての基本的なことをまとめてみました。保険
を考える参考になれば幸いです。

基本的な保険用語を中心に

契約者（保険料負担者）－保険会社と保険契約を締結し、契約上の権利や義務を持つ人です。

被保険者－生死等が保険金の支払いの対象となる人で通常は契約者と同じです。

保険金受取人－保険金の支払いを受ける人 ➡
告知－ 契約に際して、被保険者（契約者）

が、保険会社に対して重要な事実を
告げること。➡

解
約
払
戻
金
の
基
本

告
知
義
務
が
な
い
保
険

　一括して保険料を支払う一時払いのドル
建ての終身保険などは、死亡保険金とほぼ
同額の保険料を支払うため、健康状態につ
いての告知が必要ない場合があります。
　なお生命保険ですので、受取人指定など
により相続税に対応することができます。

○�解約返戻金がある場合も、途中解約の場合は通常、払い込んだ保険料総額を下回ります。保険会
社の経費（付加保険料といいます）を引いた金額がベースとなるからです。解約返戻金が保険
料総額を上回るようになるには保険会社による長い間の運用が必要となり、遠い将来になるの
が通例です。
○ドル建ての場合には、さらに解約時の市場金利や為替相場などの影響も受けます。

○�保険会社が契約を結ぶ判断をするため、契約
者は被保険者の健康状態等についての告知を
する必要があります。事実と異なる告知や虚
偽の告知をしたような場合には、原則として
契約は解除されます。
○�健康状態に問題があると判断された場合には
契約が成立しないこともあります。

　受取人は結婚している場合は妻や夫、独身の
場合には親を指定する場合がほとんどです。な
お、相続税の関係で子どもを指定する場合もあ
ります。

特　　約－�主契約に付随して契約する保障内容を充実させるもの。特約のみは契約は不可です。具体的には、
医療保険の先進医療特約などです。

定期保険－�保険期間が定まっている保険です。満期保険金や解約返戻金がありません。そのため保険金にく
らべて保険料が極めて安くなっています。教弘保険は保険期間が65才までの定期保険です。

終身保険－保険期間が終身（解約しなければ、被保険者がなくなるまで）の保険です。

解約返戻金�（かいやくへんれいきん）－保険契約が解約、または解除された場合に契約者に払い戻す金額、
保険によっては解約返戻金がない場合もあります。

お問い合わせは ㈱福島教弘　TEL 024-522-6524

生命保険についてのミニ知識　№１


