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千葉教弘が発行している広報誌「きょうこう千葉」は、県内の公立小･中学校、義務教育学校、高等学校、
特別支援学校、幼稚園･こども園に発送しています。笑
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千葉教弘会員２万人への拡大に向けて
「チーム千葉教弘」 笑顔のシャワーの
対応に努めます

ライフプランセミナー
開催のご案内

千葉県教育会館 新館 501会議室

チューリップが咲きました

千葉支部長  安西 和彦

　皆様におかれましては、昨年度末からの新型コロナウイルス感染の影響による学校教育活動の縮減や中止等の対応に日々ご苦労
されていることと拝察いたします。千葉県にも緊急事態宣言が出され厳しい状況ではありますが、一日でも早く新型コロナウイルス
感染が収束し、平常な教育活動に戻れる日がくることを切に願っています。
　私ども公益財団法人日本教育公務員弘済会千葉支部（通称・千葉教弘）は、公益財団法人として９年目を迎えます。この間、千葉県
内の子どもたち、先生方や学校を応援する団体として、主に千葉県教育の振興と皆様の福祉向上をめざして３つの事業①教育振興
事業（奨学事業・研究助成事業・教育文化事業）、②福祉事業、③共済事業を展開しています。
　そのうちの共済事業（先生方に「教弘保険」に加入していただくこと）で生まれる契約者配当金を活用して、教育研究の助成や奨学
事業などの事業を実施し、多くの子どもたち、先生方に還元させて頂いています。また、教弘保険加入により教弘の会員となること
ができ、様々な福祉事業を享受できる特典もあります。今年は、千葉教弘会員２万人への拡大に向けて、学校説明会をできるだけ多
くの学校（園）で実施し、会員お一人お一人に教弘事業を知っていただくとともに、多くの子どもたちに事業成果を還元することを目
標に、誠実に事業に取り組んでまいります。
　今年度も「チーム千葉教弘」（幹事・運営委員・各地区参事・事務局・ジブラルタ生命保険ライフプラン・コンサルタント）一丸となり
まして、「笑顔の伝道師として皆様お一人お一人に『笑顔のシャワー』の対応」に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

　千葉教弘では、教育文化事業の一環として、昨年度より「花いっぱい活動支援」事業を新たに始めました。この事業は、県内の公立
幼稚園・こども園を対象にしており、１園につきチューリップの球根を100球贈呈しています。事業報告として、可愛いお写真が届き
ましたのでご紹介いたします。

球根を植えている様子

今年度もたくさんの申請をお待ちしています！！

みんなで植えたチューリップがきれいに咲きました♪

10：00～ 12：00

　千葉教弘では、今年度新たに若い方からどなたでも幅広く参加できる「生涯設計に役立つセミナー」を開催

いたします。年金のこと、介護のこと、保険のことなど、何となく不安を感じてはいてもきちんと話を聞く

機会は少ない、そんなお話を専門のインストラクターが分かりやすく説明します。ぜひ、今後の生活設計

の参考にしていただければと思います。参加を希望される方は、下記の「申込用紙」にご記入のうえ、

お申込みください。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。

個人情報の取り扱いについて
１ 公益財団法人日本教育公務員弘済会（以下、当会といい、支部を含みます）は、適正に取得した個人情報を当会の目的事業（奨学、研究助成、福祉、
    教育文化、共済）の運営ならびに損害保険のために利用します。
２ 当会は、上記のうち、共済事業、損害保険等に関する個人情報を提携会社・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 当会の個人情報の取り扱いについては、当会ホームページ（http://www.nikkyoko.or.jp）をご覧ください。
 　お問い合わせ等は、当会本・支部の総務担当へお願いします。

お問い合わせ…0120-10-8851
千葉教弘までご連絡ください。

千葉教弘行 FAX 0120-70-8851 ※お申込みは先着順となります。
　定員を超えた場合はご連絡いたします。

「ライフプランセミナー」への参加を申込みます
ふりがな

● 会場準備の都合上、実施日の３日前までに千葉教弘へ FAX・電話にてお申込みいただくか、ジブラルタ生命保険㈱

　 担当ＬＣを通してお申込みください。

● FAXの場合、定員内であれば受理した旨のご連絡は致しておりませんので、ご了承ください。

● 出席された方には交通費の補助、粗品を進呈いたします。

● 天災など、開催を中止せざるを得ないと判断した場合は、緊急時TELへご連絡いたします。

氏　　名

職　員
コード

緊急時
ＴＥＬ

所 属 名 学 校（園）

この他にもたくさんのお写真をいただきました！
お友達や先生と楽しそうに球根を植えている姿やチューリップが咲いて嬉しそうな
子どもたちの笑顔がたくさんで私たちも嬉しくなりました♪

教弘保険の加入の有無にかかわらず、どなたでもご参加いただけます !!

これからは早く“知って" 早く“備える" 時代



東葛地区　田根　洋
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ジブラルタ生命の体制が変わりました 千葉教弘参事のご紹介
　千葉教弘の提携保険会社であるジブラルタ生命保険株式会社の役員が、人事異動に伴い一部代わりましたのでご紹介いた
します。ジブラルタ生命は今年度も教職員の皆さんの応援団として活動していきますので、よろしくお願いいたします。

　この度、千葉支社長に就任しました工藤隆久と申します。前任地は日本一暑い熊
谷支社でした。地元は日本一寒い北海道旭川市になります。支社長になり、千葉支
社で６支社目。東日本大震災の折は、福島の支社長をしておりました。
　全国転勤しておりますが、私達の強みは災害も含め、先生方がお困りになってい
る時に真っ先にお伺い出来るということです。
　今後も社内資格を有した担当職員が先生方の福利厚生に貢献すべく学校訪問
を続けていきます。どうぞよろしくお願いします。

千葉支社
千葉支社長よりご挨拶

支社長

工藤  隆久
く  どう    たか ひさ

マーケティングディレクター

大河　  仁
おおかわ　　　 ひとし

もちづき　ゆき お

　昨年に引き続き船橋支社長を務めさせていただくことになりました折橋昌司
です。
　昨年度中は弊社学校担当者の活動におきまして多大なるご協力をしていただ
き、誠にありがとうございました。今年度におきましては、日々目まぐるしく変化す
る学校教育の中、先生方一人一人に寄り添ったサポートができるよう昨年度以上に
取り組んで参りますので、引き続きご支援、ご協力をよろしくお願い致します。

船橋支社
船橋支社長よりご挨拶

支社長

折橋  昌司
おり はし    まさ  し

マーケティングディレクター

堀内  園子
ほりうち    その  こ

所長   望月 之夫
千葉第一営業所
ＴＥＬ 043-302-2131
担当地域：千葉市・佐倉市・
四街道市

ひょうどう たかあき

　所長   兵藤 高明
船橋第一営業所
ＴＥＬ 047-495-8260
担当地域：船橋市・習志野市・
八千代市・鎌ヶ谷市

やまぐち  たか  し

　所長

山口 高志
柏第一営業所
ＴＥＬ 04-7142-3101
担当地域：船橋市・八千代市・
松戸市・柏市・野田市・流山市・
我孫子市・鎌ヶ谷市・印西市・
白井市

さくら だ   よし のり

　所長

櫻田 義紀
柏第二営業所
ＴＥＬ 04-7142-3101
担当地域：船橋市・柏市・
流山市・我孫子市・
鎌ヶ谷市・白井市

はら さわ  ゆう じ

　所長

原澤 祐司
市川営業所
ＴＥＬ 047-325-6201
担当地域：市川市・
浦安市・船橋市・松戸市

たけ だ       いずみ

　所長

武田   泉
松戸営業所
ＴＥＬ 047-362-1218
担当地域：松戸市

みなみ  ゆう  た  ろう

所長   南  祐太朗
船橋第二営業所
ＴＥＬ 047-495-8260
担当地域：船橋市・鎌ヶ谷市・
浦安市・市川市

おおさわ

　所長   大沢 のりこ
船橋第三営業所
ＴＥＬ 047-495-8260
担当地域：船橋市・習志野市・
八千代市・鎌ヶ谷市・松戸市

すぎもと   ま   い

所長   杉本 麻衣
千葉第二営業所
ＴＥＬ 043-302-2131
担当地域：千葉市・佐倉市・
四街道市

さ さ き ゆたか

所長   佐々木 裕
茂原営業所
ＴＥＬ 0475-27-1410
担当地域：千葉市・市原市・横芝光町・東金市・
大網白里市・九十九里町・山武市・茂原市・一宮町・
白子町・長柄町・長南町・睦沢町・長生村・勝浦市・
いすみ市・大多喜町・御宿町

なか  り    としみつ

　所長   中利 俊光
木更津営業所
ＴＥＬ 0438-20-6281
担当地域：千葉市・市原市・館山市・
鴨川市・南房総市・木更津市・君津市・
富津市・袖ヶ浦市・鋸南町・佐倉市・
四街道市

くろ かわ      まもる

　所長   黒川　 衛
成田営業所
ＴＥＬ 0476-20-2461
担当地域：成田市・富里市・香取市・
神崎町・東庄町・多古町・匝瑳市・栄町・
酒々井町・佐倉市・印西市・芝山町・
八街市

すず  き   ゆう じ

　所長   鈴木 裕二
銚子営業所
ＴＥＬ 0479-22-3897
担当地域：銚子市・旭市・
匝瑳市・横芝光町

　参事は、千葉教弘の行っている事業を教職員の皆様に知っていただくため、日々学校を訪問させていただいています。今年度、東
葛地区・特別支援学校担当の参事が代わりましたのでご紹介いたします。昨年度と同じく10名の参事で今年度も活動を行って参り
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　私は初任以来40年間、教育現場で子どもたちと過ごしてまいりましたが、この4月より千葉教弘の

参事として活動させていただくことになりました。「最終受益者は子どもたち」という本会の理念のと

おり、教弘の教育振興事業、福祉事業、共済事業など様々な事業が、先生方の教職生活をより豊かに

し、ひいては日々の教育実践の充実につながるものと信じております。様々な教弘事業についてお伝

えし、教職員の皆様のお役に立てるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　千葉教弘は昭和の時代に生まれ、平成から令和へと移り変わる中でも「最終受益者は子どもたち」

という理念で、先生方との「絆」を大切に各種事業を展開しています。これらの事業を先生方にお伝え

し、教育振興事業や福祉事業が益々充実していくよう、学校訪問や説明会でお手伝いさせていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

東葛地区　阿曽 祐康
あ    そ      ひろ やす

　未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、教職員の皆様が安心して教育活動に専念できるよ

う、千葉教弘は常に皆様の応援団としての事業を続けてまいりました。すべては子どもたちのために、

皆様が使命感にあふれ、誇りと責任を持って職務に邁進していただけますように、千葉教弘の教育振

興事業や福祉事業等の内容を御紹介し、少しでも皆様のお役に立てるよう努めたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

特別支援　塚田ゆかり
つか  だ

いし  い         あきら
南房総

石井   章
すが  や      みつ まさ

北総（香取・東総）

菅谷 充雅
お   がわ   てる   お
高 校

小川 輝男

み  かみ   ゆう   じ
東上総

三上 雄二
ふる はし    あき みつ
葛 南

古橋 章光
し  みず   さち  こ
千葉市

清水 幸子

うち  だ     かず   こ
北総（印旛）

内田 和子

今年度も皆様のお役に
立てるよう頑張りますので
どうぞよろしくお願い
いたします♬
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ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　私は初任以来40年間、教育現場で子どもたちと過ごしてまいりましたが、この4月より千葉教弘の

参事として活動させていただくことになりました。「最終受益者は子どもたち」という本会の理念のと

おり、教弘の教育振興事業、福祉事業、共済事業など様々な事業が、先生方の教職生活をより豊かに

し、ひいては日々の教育実践の充実につながるものと信じております。様々な教弘事業についてお伝

えし、教職員の皆様のお役に立てるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　千葉教弘は昭和の時代に生まれ、平成から令和へと移り変わる中でも「最終受益者は子どもたち」

という理念で、先生方との「絆」を大切に各種事業を展開しています。これらの事業を先生方にお伝え

し、教育振興事業や福祉事業が益々充実していくよう、学校訪問や説明会でお手伝いさせていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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　未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、教職員の皆様が安心して教育活動に専念できるよ

う、千葉教弘は常に皆様の応援団としての事業を続けてまいりました。すべては子どもたちのために、

皆様が使命感にあふれ、誇りと責任を持って職務に邁進していただけますように、千葉教弘の教育振

興事業や福祉事業等の内容を御紹介し、少しでも皆様のお役に立てるよう努めたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。
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今年度も皆様のお役に
立てるよう頑張りますので
どうぞよろしくお願い
いたします♬
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千葉教弘会員２万人への拡大に向けて
「チーム千葉教弘」 笑顔のシャワーの
対応に努めます

ライフプランセミナー
開催のご案内

千葉県教育会館 新館 501会議室

チューリップが咲きました

千葉支部長  安西 和彦

　皆様におかれましては、昨年度末からの新型コロナウイルス感染の影響による学校教育活動の縮減や中止等の対応に日々ご苦労
されていることと拝察いたします。千葉県にも緊急事態宣言が出され厳しい状況ではありますが、一日でも早く新型コロナウイルス
感染が収束し、平常な教育活動に戻れる日がくることを切に願っています。
　私ども公益財団法人日本教育公務員弘済会千葉支部（通称・千葉教弘）は、公益財団法人として９年目を迎えます。この間、千葉県
内の子どもたち、先生方や学校を応援する団体として、主に千葉県教育の振興と皆様の福祉向上をめざして３つの事業①教育振興
事業（奨学事業・研究助成事業・教育文化事業）、②福祉事業、③共済事業を展開しています。
　そのうちの共済事業（先生方に「教弘保険」に加入していただくこと）で生まれる契約者配当金を活用して、教育研究の助成や奨学
事業などの事業を実施し、多くの子どもたち、先生方に還元させて頂いています。また、教弘保険加入により教弘の会員となること
ができ、様々な福祉事業を享受できる特典もあります。今年は、千葉教弘会員２万人への拡大に向けて、学校説明会をできるだけ多
くの学校（園）で実施し、会員お一人お一人に教弘事業を知っていただくとともに、多くの子どもたちに事業成果を還元することを目
標に、誠実に事業に取り組んでまいります。
　今年度も「チーム千葉教弘」（幹事・運営委員・各地区参事・事務局・ジブラルタ生命保険ライフプラン・コンサルタント）一丸となり
まして、「笑顔の伝道師として皆様お一人お一人に『笑顔のシャワー』の対応」に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

　千葉教弘では、教育文化事業の一環として、昨年度より「花いっぱい活動支援」事業を新たに始めました。この事業は、県内の公立
幼稚園・こども園を対象にしており、１園につきチューリップの球根を100球贈呈しています。事業報告として、可愛いお写真が届き
ましたのでご紹介いたします。

球根を植えている様子

今年度もたくさんの申請をお待ちしています！！

みんなで植えたチューリップがきれいに咲きました♪

10：00～ 12：00

　千葉教弘では、今年度新たに若い方からどなたでも幅広く参加できる「生涯設計に役立つセミナー」を開催

いたします。年金のこと、介護のこと、保険のことなど、何となく不安を感じてはいてもきちんと話を聞く

機会は少ない、そんなお話を専門のインストラクターが分かりやすく説明します。ぜひ、今後の生活設計

の参考にしていただければと思います。参加を希望される方は、下記の「申込用紙」にご記入のうえ、

お申込みください。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。

個人情報の取り扱いについて
１ 公益財団法人日本教育公務員弘済会（以下、当会といい、支部を含みます）は、適正に取得した個人情報を当会の目的事業（奨学、研究助成、福祉、
    教育文化、共済）の運営ならびに損害保険のために利用します。
２ 当会は、上記のうち、共済事業、損害保険等に関する個人情報を提携会社・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 当会の個人情報の取り扱いについては、当会ホームページ（http://www.nikkyoko.or.jp）をご覧ください。
 　お問い合わせ等は、当会本・支部の総務担当へお願いします。

お問い合わせ…0120-10-8851
千葉教弘までご連絡ください。

千葉教弘行 FAX 0120-70-8851 ※お申込みは先着順となります。
　定員を超えた場合はご連絡いたします。

「ライフプランセミナー」への参加を申込みます
ふりがな

● 会場準備の都合上、実施日の３日前までに千葉教弘へ FAX・電話にてお申込みいただくか、ジブラルタ生命保険㈱

　 担当ＬＣを通してお申込みください。

● FAXの場合、定員内であれば受理した旨のご連絡は致しておりませんので、ご了承ください。

● 出席された方には交通費の補助、粗品を進呈いたします。

● 天災など、開催を中止せざるを得ないと判断した場合は、緊急時TELへご連絡いたします。
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職　員
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所 属 名 学 校（園）

この他にもたくさんのお写真をいただきました！
お友達や先生と楽しそうに球根を植えている姿やチューリップが咲いて嬉しそうな
子どもたちの笑顔がたくさんで私たちも嬉しくなりました♪

教弘保険の加入の有無にかかわらず、どなたでもご参加いただけます !!

これからは早く“知って" 早く“備える" 時代


