自筆申請書の提出
が必要

■決定通知は６月
考委員会で審査の上、６月初旬を

弘済会の猪の独り言（６３）

若い頃 の私はドラ マが好き では なか った 。中 でも

学園ドラマはその最たるものだった。「学校で起きる

問題がそう簡単に解決できるはずもない」「問題をあっ

と言う間に解決する教員など存在するはずがない」と

代以降だった。それはドラマを見る観点が変わっ

思っていたからだ。ドラマを少し見るようになったの

は

月、 「 正 義の セ 」と い う吉 高 由 里子 さ

てきたからだと思っている。

令和 ２ 年

かれた時に、どういう心の持ち方ができるのかという

ことだろう。大切なことは、そうした苦しい状況に置

かない。何も問題が起きないなどということは希有な

込むこともあった。我が子を育てるのも一筋縄ではい

で悩むことが多々あった。自分自身の至らなさに落ち

た。かつての私は、学校に行けば生徒への指導のこと

それでも「そうだよなぁ」とその台詞に勇気づけられ

現実で直面する問題は、そう簡単には解決つかない。

とかなる」だ。

生を送れ。腹いっぱい食べて寝れば大概のことはなん

毎回のように言う台詞「ラーメンが美味いと思える人

ラマだった。江口洋介さん演じるラーメン屋の店主が

は他のドラマにも登場した。「７人の秘書」というド

それさえやっていれば大丈夫だ」と。これに似た台詞

とがある。けれどいっぱい食っていっぱい寝る。人間、

（生田勝久さん）が発した言葉だ。「人間、色んなこ

食事 を用意して待 ち続け、食 卓に座 った彼 女に 父親

が、いつもは早く就寝するにも関わらず彼女の好きな

する書き込みをネットで知った家族（豆腐屋を経営）

に思わずメモした台詞があった。それは、彼女を非難

マなのでその後には無事解決に至るのだが、その途中

かもしれない状況に竹村検事はひどく落ち込む。ドラ

された。その第７話だ。冤罪事件を起こしてしまった

んが新米検事（竹村検事）役を務めるドラマが再放送
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主な教育振興事業
２４団体

弘済会そ くほう

奨学生本人による
公益財団法人日本教育公務員弘

目途に結果を通知します。追加の

申請書に基づき教育振興事業選

る公益の増進」に寄与し社会貢献

必要書類を整えて岐阜支部まで提

済 会 （通 称
を図ることを使命として、３大事

40

ことではないだろうかと、今になって思う。

「弘済会そくほう」のバックナンバーは「弘済会岐阜支部ＨＰ」でご覧いただけます。
https://www.gifu-kyoko.jp/index.html

弘
: 済会 ） は 「民 に よ

業―教育振興事業・福祉事業・共

済事業（提携保険事業）―を推進。 出してください。万が一、６月中
旬になっても通知が届かない場合
は、岐阜支部までご連絡願います。
■貸与は８月頃
指定口座への振込は８月下旬を
予定しています。

５０校に拡充
各校２名に拡充
新規（募集・選考）

貸与奨学事業は弘済会が行う「教
育振興事業」のひとつです。
■申請書類はＨＰから
提出していただく書類は必ず
「弘済会岐阜支部ＨＰ」から入手

大 学在学中の長女に加え、 新たに 進学し た
次女の分も申請をしたいのですが…
奨学生ひとりにつき最高１００万円（修業

教育振興事業

教育団体研究助成
カタログギフト（５千円）
新規
■ 福祉事業
３０歳誕生祝

年 数１年につき２５万円以 内）と なって い
ます。複数のお子さんが同時に申請することは可能です。

大学院に進学したので追加申請したいのですが…
貸与上限額 が１００万 円となって いるため 、現 在の貸 与

（公財）日教弘岐阜支部 第４９回幹事会（令和４年２月２５日開催）
令和４年度事業を決定

発行
公益財団法人
日本教育公務員
弘済会岐阜支部
℡ 058-272-9513
株式会社岐阜教弘
℡ 058-213-0512

額が７５万円以下であれば、合計１００万円まで借りるこ
とが可能です。

新規・拡充内容

学校研究助成
５０校
特別学校助成
幼稚園
４６園
小学校
７０校
中学校
６８校
特別支援学校
１２校
へき地・複式学校教育支援
小・中学校
１７校
一輪車講習会
２校
学校研究助成
給付奨学（高校生）
大学給付奨学生（予約型）

してください。
弘済会の貸与奨学金は
○ 無利息
○ 最高１００万円一括貸与
○ 返済は最長１０年
○ 教弘会員でなくても申請可

広場投稿はこちらから

令和４年度弘済会岐阜支部事業 決定！！

令和４年 ３月号

令和４年度貸与奨学金 ４月１日受付開始

受付期間 令和４年４月１日～４月３０日 必着

提携保険会社
ジブラルタ生命保険
株式会社
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
恵那営業所
0573-20-0055
高山営業所
0577-32-1623

■

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。

教弘会員の皆様
教 職 員の皆様

宿泊補助申請・読者の

・ 誕生日以前に教弘会員となっていることが必要です。
注意事項

令和４年度中（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）に
給付対象

令和４年度から新たに「３０歳誕生祝」を開始します。
岐阜支部では

カタログギフト（５千円）

申請期間

誕生日から１年間（翌年の誕生日を過ぎると申請できません）

申請手続

教弘会員ご本人からの申請（所定の申請書を岐阜支部に送付）

給付方法

① 教弘会員ご本人が岐阜支部に申請

イラストはイメージです

お祝い品

一方 で、 子ど もた ちの素 晴ら しい 感性 に心 を癒 やさ

）からの引用だ。

・

れるの も学 校に お勤 めの方 々の 特権 だと 思う 。書 き出

１・

しの句に惹かれ思わずスクラップした天声人語（Ｈ

24

うであ って も時 間を 有効に 使っ て、 新た な気 持ち で新

持ちの 切り 替え をす る余裕 など ない かも しれ ない 。そ

間に多 くの こと が教 職員の 皆さ んに は押 し寄 せる 。気

時期、 指導 要録 の整 備に次 年度 の準 備や 異動 等、 短期

春は もう そこ まで 来てい る。 学年 末か ら学 年始 めの

いさぎよい紅一点。〈機械科で男子の中に女子一
人それを覚悟で目指す夢あり〉と山口県の高校１年
水津梨亜奈さんは詠んだ。愛知の高３曽山真帆さん
は〈駆け寄られ「せんせい、あのね」と言われたら
さらに高まる保育士の夢〉とうたう▼いつもこの季
節に東洋大学から届く「現代学生百人一首」が今年
で２５回になった。繊細に、粗削りに、過ぎゆく青
春を三十一文字（みそひともじ）にとどめた応募は
累計で１００万首を超える▼今回はやはり震災を詠
む歌が目立つ。〈被災地となった故郷を前にして震
える母の肩を支える〉高２辻本有紀。被災地にゆか
りのない人も惨状に胸を痛めた。〈顔知らぬ名前も
知らぬ人達に生きててほしいと願った三月〉高２門
脇優衣▼そんな厳しい時代だが、若い感性はしなや
かだ。〈夏空に白くたなびくバスタオル遥（はる）
かに見える雲と重なる〉高３高橋昂太郎。〈飲みか
けのラムネのビンを傾けるガラスのなかで揺れた夏
空〉高１山内志織▼とはいえ頬杖をつくことも。
〈いつの間に大人と呼ばれる歳になりあたしはわた
しに置いてかれてる〉大学２年結城舞子。さびしい
ときには〈「おかん、おれ」意味なく電話してしま
いテレカが尽きる寮のおきまり〉高２小見山智▼も
ちろん人を恋う歌も多い。〈会えるかな淡い期待を
そっと抱きあの道今日も遠回りする〉高３十川栞。
小学生の部に〈雨を行く新幹線の窓ガラス走れ走れ
雨つぶねずみ〉５年小林真夕。情景が目に浮かぶ。
横に走るねずみ君たちを応援したくなる。
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年度を迎えていただきたい。

投稿は弘済会岐阜支部ＨＰの専用投稿サイトから。毎月、抽選で粗品を進呈

読者の広場投稿大募集

弘済会岐阜支部ＨＰ（各種様式）から入手（申請書
明書」を交付されていること

申請書の入手方法
■
県教委から「修了確認証明書、又は有効期間更新証

には「証明書」のコピーを貼付してください）
「修了確認証明書（有効期間更新証明書）」の交
③

令和４年４月１日～令和５年２月１５日
①の講習を受講後に
②

申請受付期間
■
できません）

図書カード（３千円）
令和３年度、又は令和４年度に「教員免許更新講
①

補助内容
■
申請ができる教弘会員の条件
■

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。

教弘会員の皆様
教 職 員の皆様

令和４年度 教員免許更新講習補助 ４月１日受付開始
制度の廃止に伴い最後の補助となります（令和５年度での申請はできません）

習」を受講していること（延期・免除対象者は申請

令和３年４月１日～令和５年１月３１日の日付で、

付日以前に教弘会員となっていること

新規福祉事業 ３０歳誕生祝
満３０歳の誕生日を迎えられた教弘会員

② 毎月１５日締めで、岐阜支部から取扱業者に申請者リストを提出

③ 取扱業者が申請者に「カタログ」を月末までに送付（現職教弘会員は所属に送付）

④ 申請者が指定された方法で発注

・ 申請書は「弘済会岐阜支部ＨＰ」からダウンロードしてください。

・ 毎月１６日以降に届いた申請については、「カタログ」のお届けが翌月末になります。

