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弘済会そ くほう

この「弘済会そくほう」は、ジブラルタ生命保険株式会社（提携保険会社）の学校担当ＬＣがお届けしました。

結婚・出産・入学祝等 申請は１年以内
公益財団法人である弘済会には 予算執行に関する厳しい制限が設けられています
そのため各種祝金や祝品の申請には 申請期限が設定されています
申請期限が当該事由の発生から
１年となっている福祉事業
結婚祝金
（１万円）
出産祝金
（５千円）
成人祝金
（５千円）
入学祝品
（図書カード３千円）
傷病見舞金
（１万円）
災害見舞金
（３又は５万円）
健康増進補助
（５千円）

特別な申請期限が設けられている福祉事業
宿泊補助
書籍購入補助
免許更新講習補助

宿泊１０日前
１２月３１日
１１月 ５日

補助内容については、岐阜支
部ＨＰや「ぎふ弘済会ガイドブッ
ク」等で確認してください。

令和２年度版各種申請書は 岐阜支部ＨＰから入手
令和２年 ５月号

教育振興事業（学校研究助成・特別学校助成等）
福祉事業（宿泊補助・結婚祝金等）の各種申請書は
全て弘済会岐阜支部のＨＰからダウンロード可能

■

宿泊補助券はスマホ等からも申請可能

宿泊補助券は左画面に示された「宿泊補助券申請」
をクリックすれば、ネット申請ができます。
■ 読者の広場への投稿を募集中
弘済会岐阜支部では「読者の広場」への投稿も募
集しています。左画面に示された「読者の広場」投
稿をクリックして必要事項等を記入してください。

４月１５日 各学校に発送

ぎふ弘済会ガイドブック保存版
「ぎふ弘済会ガイドブック」
には、福祉事業に関する情報が
掲載されています。また、申請
に必要な様式も添付されていま
すので、各校で保存の上、必要
に応じて活用願います。

提携保険会社
ジブラルタ生命保険
株式会社
営業所電話番号
岐阜第1/2/3営業所
058-267-6006
大垣営業所
0584-83-4500
関営業所
0575-22-3793
美濃加茂営業所
0574-25-3658
多治見営業所
0572-21-3732
中津川営業所
0573-65-3517
高山営業所
0577-32-1623

弘済会の猪の独り言（４１）

昨年度末 の新型コロ ナウィル スへの感 染予 防策 に関

す る要請に ついて、学 校では難 しい対応 を迫 られ た。

新 年度にな ってもその 混乱は継 続し、多 くの 学校 では

５ 月末迄の 休校措置が 取られる こととな った 。各 種会

議 や行事等 も次々と中 止となっ ている。 弘済 会が 助成

す る研究大 会について も、既に 中止が決 まっ た大 会が

あ る。混乱 がどこまで 続くのか 分からな いが 、少 しで

も早く通常通りの教育活動ができることを切に願う。

さて、以 前から「働 き方改革 」が叫ば れて いる 。一

部 には「変 形労働時間 制」が施 行されれ ば「 多忙 化」

は 解決され るようなこ とが言わ れている が、 そん なに

甘 くはない だろう。今 年度は、 夏季休業 その もの がな

くなる可能性すらある。

教職９年 目、私は２ 校目の学 校で中２ の担 任を して

い た。当時 は、今以上 に教員の 長時間勤 務が 当た り前

の 時代で、 勤務校では 春から夏 過ぎに掛 けて の部 活動

終 了時刻は 午後６時半 。会議は 午後７時 半か らと なっ

て いた。そ れ故、職員 会議や学 年会など 、全 教員 が参

加 する会議 は夕食（仕 出し弁当 ）から始 まっ た。 当時

時を過ぎることは少なくはなっ

も 「勤務の スリム化」 はある程 度は求め られ てお り、

会議の終了時刻が午後

て いたが、 生徒指導上 の問題も 決して少 なく はな く、

心身ともに疲れた状態にあった。疲れた顔で学級に行っ

た時、女子生徒から「朝から暗い顔しとらんといて！」

と、言われたこともあった。

６月のあ る朝、出勤 途中の私 は学校近 くの 交差 点で

信 号待ちを していた。 そこに、 野球強豪 校に 進学 し、

高 ３になっ たＡ男が自 転車で通 りかかっ た。 彼も 私に

（裏面に続く）

気付き、自転車を止めた。時刻は午前６時半。
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専任講師を無料で派遣

宿泊補助券使用時のトラブルを防止するために

未使用の「宿泊補助券」は、岐阜支部に返却されれば回数がリセット
されます。リセットの必要がなければ破棄していただいても構いません。

年 金問題 等への 関心の 高まり か ら、 学校
で当 該の講 座を開 催した いとの 要 望が 多く
寄せ られて います 。講師 は、提 携 保険 会社
ジブ ラルタ 生命保 険株式 会社の ご 協力 を得
て、 公平中 立の立 場から 各種情 報 を提 供さ
せていただきます。

ついて説明

組みや給付内容、少子高齢化が進む中での今後

長寿社会の中で死亡率が下がる一方、身体に
障害が残り介護生活も…。社会保障制度の現状

と介護への備えについて説明

でした（

歳女性）

歳女性）

○分かりやすい説明でした（

歳男性）

歳男性）
どもよく分からないので困っています（

歳男性）

○ライフイベント計画表の大切さが分かった。年金な

○大変参考になりました（

歳女性）

○大変分かりやすいお話でした。知らないことばかり

く分かるセミナーだった（

○ニュース等からでは分からない、具体的な数字がよ

て頂けるよう勧めたい（

○このセミナーのことを宣伝して、多くの人に参加し

歳男性）

用で気を付けるべきことや退職後のリスク等に

講 師派遣 の申込 みは、 学校担 当 ＬＣ 又は

年金早わかり講座（３０～４０分）

弘済会岐阜支部までお願いします。
老後生活の収入の柱となる公的年金、その仕

参加者の声（一口感想からの抜粋）

生涯生活設計講座（約１時間）
■

60

読者の広場
■ 岐阜市・中学校
「良さを伸ばすと言わ
れるが、その難しさを改
めて感じている」という
文章（２月号）を拝見し
た時、「まさにその通り
だ」と思わずうなずきま
した。子供の「良さ」を
知っていないと、それを
伸ばすことはできませ ん 。
しかし同時に、子供がも
つ「良さ」を私たち教師
の一方的な価値観で判断
してしまうのは恐ろしい
ことでもあると思いま す 。
子供たちには色々な良さ
があり個性があり、無限
の可能性があります。そ
んな子供たちの良さを、
様々な視点から見つけ、
認め、価値付け、そして
伸ばしていける教師であ
りたいです。

読者の広場投稿 大募集

「弘済会そくほう」を
読まれての感想、「各種
セミナー」等に参加され
ての感想、各種助成事業
を受けられた学校からの
ご意見等を大募集してい
ます。投稿は、弘済会岐
阜支部ＨＰからできます 。
また投稿いただいた方の
中から抽選で粗品を進呈
します。

Ａ男とは、野球部顧問や教科担任として３年間関わ

りがあった。中学時代の彼は、俊足巧打の１番バッター

だった。「こんなに早くどうしたのか？」と問うと、

「夏の大会がもうすぐ始まるので、朝練に行くところ

です」と答えた。「レギュラーは取れたか？」「５月

の対外試合で６割以上の打率を残したけれど取れませ

んでした」と答えた。彼は、野球選手にしては小柄で、

１８０ｃｍを超す選手が多くいるその高校では、身体

的に不利な状況にあるように思えた。私が「レギュラー

を取れなかったのに朝練に行くのか？」と尋ねると、

「先生、たった３年間ですよ。３年間最後まで辛抱で

きずに、これからの人生頑張れるはずないですよ」と

答えた。交通量が増えてきたので彼とはそこで別れた。

その当時、私は、勤務の辛さから「教員を辞めたい」

といつも思っていた。「このままハンドルを左に切れ

ば川に飛び込むことができる」と考えたこともある。

そんな私に彼の言葉はズッシリと響いた。

長い教員人生の中では、しっかりと教科指導力や学

級経営力を身に付けなければならない時がある。教育

観・指導観を磨かなければならない時期もある。どの

職に就いても必要な資質・能力を磨き高めることが求

年も

年も続く訳ではない。

められるけれども、徹底して研鑽をしなければならな

い時間というのは、

けが目的とならないように願う。

「 勤務 時 間を 厳 格 に管 理 す る こと 」 だ

た こと が 忘れ ら れ て「 早 く 帰 るこ と 」

す 工夫 は とて も 大 切だ と 思 う 。こ う し

ネ ルギ ー にも な る 。そ の 時 間 を生 み 出

もたちも望んでいる。子どもたちの笑顔は、次へのエ

たりすることはとても楽しく、学ぶことも多い。子ど

要である。学校で子どもたちと話したり一緒に活動し

ないことだが「時間的なゆとり」を生み出すことは重

今、「働き方改革」が求められる中で、言うまでも

20

三大疾病と介護への備え（約３０分）
■

25

10

昨年度 年金等の講座開催校・団体 急増！！
○「知らない人が損をする」 心に響いた（

公的年金の仕組みや給付内容、資産作り・運

60

の問題点等を説明

49

57

38

使用しなかった「宿泊補助券」はどうすればいいの？
■

■

宿泊補助 年度内６泊分まで

○

開催希望校・団体に

岐阜支部が行う「宿泊補助」の対象施設は
県内１６・国内１５０以上

○

53

一泊２千円の補助を年度内６泊分まで
本人・同居の家族（配偶者・親・子）が対象
宿泊先の予約は、会員様ご本人の手で行ってください。
他の方に依頼されていたために、予約が取れていなかったという事例もあります。
宿泊補助券の申請は、宿泊日の１０日前までにご自身の手で行ってください。
キャンセル待ちとなっている等の理由で遅れた場合には、岐阜支部まで連絡願います。
補助券の申請を他の方に依頼されてトラブルが起きた事例もあります。
補助券の送付先は、「ご自宅」又は「職場」としてください。
「宿泊先に直送してほしい」との申し出がありますが、宿泊先様に大変なお手数をお
かけすることになります。キャンセル待ちにより使用日が差し迫っている場合などに
ついては、お電話をいただいた際に対応等についてご相談をさせていただきますが、
原則「ご自宅」又は「勤務先」としてください。
○

この「弘済会そくほう」は、ジブラルタ生命保険株式会社（提携保険会社）の学校担当ＬＣがお届けしました。
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