
ドライブエージェントパーソナル（DAP）

自動車保険の特約を付帯すると東京海上日動オリジナルの
ドライブレコーダーが付けられます。

教弘 自動車保険からお知らせ

ドライブエージェントパーソナルは「事故発生の通知等に関する特約」をご契約いただいたお客様に
ご提供するテレマティクスサービスの名称です。（適用できる特約等には一定の条件がある場合があります。）

〝いざ〟というとき、お客様を「お守りする」新しい保険

このご案内は自動車保険（団体扱）の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお
読みください。また、団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約失効時の取扱い、その他
ご不明な点等については取扱代理店までお問い合わせください。

　
TEL：0120-10-8851　FAX：0120-70-8851

Email：info@chibakyoko.co.jp

損保ページにアクセス

上記に関するお問合せは　取扱代理店 千葉教弘 損害保険係

千葉教弘 検 索

引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社

2018 年 11 月作成　18-T06702

ライフプランコンサルタントとして・・・

　私は以前にも保険代理店に勤務していたことがありますが、その後ジュエリーの通販販売、仕出し弁当の

配達などを経験して、また保険の仕事に戻りました。また保険をやろうと思ったきっかけは、友人の「保険に

入ろうと思うんだけど何がいいのか全然わからない」という一言でした。わかりづらい保険をわかりやすい

ものとして私が説明できたらいいなと思ったのが再度保険会社に入った理由です。

　この度、教弘保険の担当として学校を訪問させていただくことになりました。入社時の思いを実現させる

ためにも、ライフプランコンサルタントとして力をつけ、少しでも教職員の皆様にお役に立てる情報提供が

できればと思っております。教職員の皆様がライフプランをイメージしやすいようにわかりやすいご説明を意識して、これからも

学校に通い続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ジブラルタ生命保険株式会社　千葉第二営業所LC　本間 春香）

　すっかり寒くなりましたね～。皆さん健康には十分注意して、いよいよ残り１ヶ月となった2018年も
元気に過ごしていきましょう！！さて、皆さんからの色々な声をいただいているきょうこうひろばも
４回目になりました。今回は、今年度新しく学校担当になり、やる気に満ち溢れているLCさんからの
お話をご紹介します♪

今回の出演チーム “ほのぼの” 

▲深田校長先生（２列目中央）と記念撮影

▲ サプライズ コラボ

▲ みんなで一緒に花祭り

安西支部長の挨拶安西支部長の挨拶安西支部長の挨拶

コンサートの様子コンサートの様子コンサートの様子

編集・発行／公益財団法人 日本教育公務員弘済会 千葉支部　　　協力／株式会社 千葉教弘

2018年12月発行
No.233

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、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

顔
のあいみィ

が
ん

ばる
みんなの応援

団

vol.4 皆さんからの

声をご紹介!!

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。

　おだやかな秋の日差しの中、“きょうこうコンサート”の開演です。会場には、児童・生徒・教
職員の方々約300名のご参加をいただきました。生徒会児童・生徒の皆さんの進行により、
主催者（公財）日本教育公務員弘済会千葉支部 安西和彦支部長の挨拶の後、勇気１００％
のアカペラからコンサートがスタート。心地よいハーモニーに大きな声援と拍手で迎えてく
れました。オリジナル曲に加え、サプライズで当該校の佐々木先生のバンブルパンフルート
演奏とのコラボもあり、ソロパートのやさしい音色に感動。リズムに合わせてノリノリの子ど
もたち。花祭りの曲では、児童生徒の皆さんも一緒に楽器をもって参加、大きなお祭りをつ
くりました。会場は大変盛り上がり、あったかい音色につつまれました。
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市川特別支援学校の会場が 
あったかい音色につつまれました

今年度の
きょうこう
コンサート

♦勇気100％
♦未来へ
♦Ｓｍｉｌｅ
♦ジブリメドレー
　さんぽ
　もののけ姫
　いつも何度でも
　となりのトトロ
　カントリーロード
　君をのせて

♦Ｗｉｔｈ
♦明日へ向かう
♦見上げてごらん夜の星を
♦パーカッションフェス
♦花祭り
♦アクエリアス

　千葉教弘では、教育文化事業として、県内の特別支援学校を対象に、プロ
の演奏家が直接学校に訪問して“きょうこうコンサート”を開催しています。
今まで１５校の児童・生徒の皆さんとともに、笑顔いっぱいの楽しい時間を
過ごすことができました。
　今回は、１１月５日（月）県立市川特別支援学校で開催された、“きょうこう
コンサート”の様子をご紹介します。

市川特別支援学校
飯高特別支援学校
安房特別支援学校
つくし特別支援学校
松戸特別支援学校
桜が丘特別支援学校
市原特別支援学校

2018

2019

演奏団体は「絆」「ほのぼの」「まりずむん」「ハッチポッチクインテット」の
いずれかのチームになります。

演奏団体は「絆」「ほのぼの」「まりずむん」「ハッチポッチクインテット」の
いずれかのチームになります。

演奏団体は「絆」「ほのぼの」「まりずむん」「ハッチポッチクインテット」の
いずれかのチームになります。

演奏団体は「絆」「ほのぼの」「まりずむん」「ハッチポッチクインテット」の
いずれかのチームになります。
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　今年度も 7校の特別支援学校で 開催します♩♪

きょうこうコンサート

プログラム　≪曲目順≫



▲ 中村真澄 ＬＣ

校長先生こんにちは。
本日はお忙しい中お
時間をいただきありが
とうございます。茂原
小学校は大変伝統あ
る学校だと伺っており
ます。

明治6年12月15日に開校いたしました。今年で創立145年目
になります。現在の校舎は50年以上経つので老朽化している
のですが、子どもたちの掃除が見事で廊下もぴかぴかです。

掃除が隅々まで行き届いていて素晴らしいですね！

毎日『朝のボランティア清掃』というのをやっています。正
門から玄関、外回りを掃き清めるんです。６年生の担任や
その他の教職員、そこに登校してきた６年生の子どもたち
が加わって、自主的にやってくれているのが習慣化、伝統
化しています。上の子達がそういう姿を見せているので、
下の子達が皆憧れてやるようになるんです。

玄関にあるせんだんの木はとても立派ですね。

戦前からあるのではないかと思います。せんだんという
言葉は方々に使われていて、朝の読書タイムを『せんだん
タイム』と名付けました。毎週
木曜日はボランティアの方が
各学級で本の読み聞かせをし
てくださっています。これも本
校の良い伝統で、非常に子ど
もの心が育つなと思います。

現職中と一番大きく変わることは何ですか？
「収入」が変わる、と思う方が多いと思いますが、実は「支
出」も変わります。一番大事なことは「収入と支出のバラ
ンスが変わるので、全体の資金管理も変わる」というこ
とです。

具体的に『収入』はどう変わりますか？
まず、基礎収入が給与から年金に変わります。そして、そ
の年金は支給開始年齢が年々上がっていて、昭和３６年
４月２日以降生まれの方は、現行制度で支給開始年齢は
６５歳です。つまり退職後、収入が空白になる期間が５
年もある、ということになります。更に期末・勤勉手当が
なくなったり、福利厚生関連も変わってきます。

では『支出』はどう変わりますか？
もちろん、人によって大きく
異なるとは思いますが、「減
る」支出がある一方、楽しむ
ため、そして加齢による健康
面など「増える」支出もあり
ます。

年金に関して、注意することはありますか？
平成２７年度から『マクロ経済スライド制』が導入され、
以降、物価変動率に、年金の改定率は追いついていませ
ん。実質、減らされていくことになります。また公的年金
の受給額から、税金や社会保険料が控除されますので、
手取り額は思っていたより少なくなるという点にも注意
してください。

社会保障はどうなる見込みですか？
背景には少子高齢化社会の進展があります。支える人と
支えられる人とのバランスが、大きく変化していますので、
今後は社会保険料や税金が増加したり、医療や介護の
費用がかかることが予想されます。
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今からできること、考えておくことは何ですか？
今、漠然と思っている不安や問題点をそのままにして
おかず、中身をしっかりと考えておきましょう。これを
『不安の見える化』と言います。具体的な手順は下記の
通りです。
① 一般的に言われている問題点や不安を確認します。
② それを自分や家族に当てはめてみて、どれに対して対
　 策が必要か？必要でないか？を選別します。
③ 選別した内容に対して、現在や今後の状況を鑑み、必 
　 要な金額を確認します。
④ その金額を準備するための手段を検討して、実行し
　 ます。
⑤ 結果、「安心」を得ることができます。
　 ここで、全部を自分で確認する、判断することが難しい
　 場合は、専門家の力もどんどん借りると良いでしょう。
　 大事なことは、「安心を得ることができれば、心豊か
　 に、有意義なリタイアメント・ライフを過ごすことがで
　 きる」ということです。
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シリーズ6回目は、創立145年の伝統を持つ茂原市立茂原小学校です。
中村祥一校長先生へのインタビューを、ジブラルタ生命茂原営業所の中村真澄ＬＣが報告します！

　昨年発行のきょうこう千葉№223『相続について』のコーナーに引き続き、今回第２弾として、「退職後の生活設計に
ついて」 留意する点や今から準備したいがよくわからない？等のご質問をジブラルタ生命の堀内園子さん（日本FP協会
会員）に質問してみました。わくわく登校　いきいき学び　にこにこ下校

～茂原小を見守る　せんだんの木がお出迎え～

（このインタビューは平成３０年７月１８日に行われたものです。）

中村祥一 校長先生へのインタビュー

茂原小は、先生方がとても話しやすい雰囲気
だと感じています。今後も色々な情報を
お届けしようと思いますので、これからも
よろしくお願いします。

茂原小は英語教育にも力を入れているそうですね。

英語教育に取り組んでから10年近く経ちます。昨年度までの
6年間は、文部科学省から『教育課程特例校』の指定を受け
て、1年生から英語教育をやっていたんです。茂原市内、長生
管内ではかなり先進的な取り組みをしていて、昨年は集大成
として自主公開研究会を開いたのですが、県内各地から１０
０名を超える方においでいただき驚きました。本校では『ＡＬ
Ｔの力を借りずに、学級担任が英語を教えられるようにす
る』というコンセプトの下でやっています。職員のやる気がす
ごいので、子どもたちも楽しくやっています。

茂原小で経験していればどこへ行っても困らないですね！
茂原小のキャッチフレーズは？

子どもたちが『わくわく登校、いきいき学び、にこにこ下校』で
きる学校が、本校のキャッチフレーズです。
そしてもう一つ、『職員室はあそぼ』です。職員間があいさつを
して関係を良くする、一人で悩まずそうだんする、困っていそう
な仲間にはボランティア精神で声
をかける、という意味です。教員
になりたての頃から変わらずひ
とつ思っていることがあります。
それは、『私と関わった人は必ず
幸せにしよう』ということです。
私と関わった人は、子どもも大
人も、私の力で今よりも幸せに
してあげられたらいいなと思って
います。

♦ 講 師 紹 介 ♦

＊＊＊＊ コメント ＊＊＊＊

堀内 園子 チーフインストラクタ－
ジブラルタ生命保険株式会社

■モ ット ー　「人生はチョコレートの箱、開けてみるまで
　　　　　　　 分からない」（映画：フォレスト・ガンプより）

■趣　　　味　 映画鑑賞・スポーツ観戦（特にサッカ－）

■好きな言葉　 笑顔と感謝　　　　　　

金融知力普及協会認定インストラクタ－
日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナ－

いつかは誰もが「リタイアメント・ライフ」を迎えます。頑張っ
てきたご自身へのご褒美、支えて下さったご家族への感謝と
いう素晴らしい時間を迎えるために、不安や問題点を少しで
も解消して頂ければと思います。まずは「知ること！」が重要
です。ぜひ多くの情報を持つことをお薦めします。茂原小のキャラクター

「せんだん君とおさるのモンちゃん」

水槽のメダカは/小川を語れない/小川のフナは/大河を語れない
　大河のコイも/大海を語れない/それなら君は/サケになれ
　小川も/大河も/大海も/みんな語れるサケになれ
　　　　大海原をのびのび泳ぎ/海の広さを満喫しても
　　　　故郷の小川を忘れない/そんなサケに君はなれ

サケの詩

☆中村校長先生が子どもたちに贈った自作の詩

▲子どもたちが靴をきちんと
　揃えるのも習慣です！！

▲中村祥一 校長先生

▲朝のボランティア清掃の様子

健康維持のため、有酸素運動３０分（週2回）
一日１万歩（１００分）めざして歩いていま～す。

“笑顔のあいみィ”より

学校訪問
◆ 第 ６ 回 ◆

今回訪問した学校
茂原市立
茂原小学校

〒297-0026
茂原市茂原614
教職員数：29名
学級数：14 
児童数：322名

学校データ
（平成30年7月1日現在）

ライフプラン・
コンサルタント（ＬＣ）の

について退職後の生活設計

専門家に
素朴な質問を
してみました

＊今回のテーマ＊Part2
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　 大事なことは、「安心を得ることができれば、心豊か
　 に、有意義なリタイアメント・ライフを過ごすことがで
　 きる」ということです。

Q:
A:

LC

校長

LC

校長

LC

校長

LC

校長

LC

校長

シリーズ6回目は、創立145年の伝統を持つ茂原市立茂原小学校です。
中村祥一校長先生へのインタビューを、ジブラルタ生命茂原営業所の中村真澄ＬＣが報告します！

　昨年発行のきょうこう千葉№223『相続について』のコーナーに引き続き、今回第２弾として、「退職後の生活設計に
ついて」 留意する点や今から準備したいがよくわからない？等のご質問をジブラルタ生命の堀内園子さん（日本FP協会
会員）に質問してみました。わくわく登校　いきいき学び　にこにこ下校

～茂原小を見守る　せんだんの木がお出迎え～

（このインタビューは平成３０年７月１８日に行われたものです。）

中村祥一 校長先生へのインタビュー

茂原小は、先生方がとても話しやすい雰囲気
だと感じています。今後も色々な情報を
お届けしようと思いますので、これからも
よろしくお願いします。

茂原小は英語教育にも力を入れているそうですね。

英語教育に取り組んでから10年近く経ちます。昨年度までの
6年間は、文部科学省から『教育課程特例校』の指定を受け
て、1年生から英語教育をやっていたんです。茂原市内、長生
管内ではかなり先進的な取り組みをしていて、昨年は集大成
として自主公開研究会を開いたのですが、県内各地から１０
０名を超える方においでいただき驚きました。本校では『ＡＬ
Ｔの力を借りずに、学級担任が英語を教えられるようにす
る』というコンセプトの下でやっています。職員のやる気がす
ごいので、子どもたちも楽しくやっています。

茂原小で経験していればどこへ行っても困らないですね！
茂原小のキャッチフレーズは？

子どもたちが『わくわく登校、いきいき学び、にこにこ下校』で
きる学校が、本校のキャッチフレーズです。
そしてもう一つ、『職員室はあそぼ』です。職員間があいさつを
して関係を良くする、一人で悩まずそうだんする、困っていそう
な仲間にはボランティア精神で声
をかける、という意味です。教員
になりたての頃から変わらずひ
とつ思っていることがあります。
それは、『私と関わった人は必ず
幸せにしよう』ということです。
私と関わった人は、子どもも大
人も、私の力で今よりも幸せに
してあげられたらいいなと思って
います。

♦ 講 師 紹 介 ♦

＊＊＊＊ コメント ＊＊＊＊

堀内 園子 チーフインストラクタ－
ジブラルタ生命保険株式会社

■モ ット ー　「人生はチョコレートの箱、開けてみるまで
　　　　　　　 分からない」（映画：フォレスト・ガンプより）

■趣　　　味　 映画鑑賞・スポーツ観戦（特にサッカ－）

■好きな言葉　 笑顔と感謝　　　　　　

金融知力普及協会認定インストラクタ－
日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナ－

いつかは誰もが「リタイアメント・ライフ」を迎えます。頑張っ
てきたご自身へのご褒美、支えて下さったご家族への感謝と
いう素晴らしい時間を迎えるために、不安や問題点を少しで
も解消して頂ければと思います。まずは「知ること！」が重要
です。ぜひ多くの情報を持つことをお薦めします。茂原小のキャラクター

「せんだん君とおさるのモンちゃん」

水槽のメダカは/小川を語れない/小川のフナは/大河を語れない
　大河のコイも/大海を語れない/それなら君は/サケになれ
　小川も/大河も/大海も/みんな語れるサケになれ
　　　　大海原をのびのび泳ぎ/海の広さを満喫しても
　　　　故郷の小川を忘れない/そんなサケに君はなれ

サケの詩

☆中村校長先生が子どもたちに贈った自作の詩

▲子どもたちが靴をきちんと
　揃えるのも習慣です！！

▲中村祥一 校長先生

▲朝のボランティア清掃の様子

健康維持のため、有酸素運動３０分（週2回）
一日１万歩（１００分）めざして歩いていま～す。

“笑顔のあいみィ”より

学校訪問
◆ 第 ６ 回 ◆

今回訪問した学校
茂原市立
茂原小学校

〒297-0026
茂原市茂原614
教職員数：29名
学級数：14 
児童数：322名

学校データ
（平成30年7月1日現在）

ライフプラン・
コンサルタント（ＬＣ）の

について退職後の生活設計

専門家に
素朴な質問を
してみました

＊今回のテーマ＊Part2



ドライブエージェントパーソナル（DAP）

自動車保険の特約を付帯すると東京海上日動オリジナルの
ドライブレコーダーが付けられます。

教弘 自動車保険からお知らせ

ドライブエージェントパーソナルは「事故発生の通知等に関する特約」をご契約いただいたお客様に
ご提供するテレマティクスサービスの名称です。（適用できる特約等には一定の条件がある場合があります。）

〝いざ〟というとき、お客様を「お守りする」新しい保険

このご案内は自動車保険（団体扱）の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお
読みください。また、団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約失効時の取扱い、その他
ご不明な点等については取扱代理店までお問い合わせください。

　
TEL：0120-10-8851　FAX：0120-70-8851

Email：info@chibakyoko.co.jp

損保ページにアクセス

上記に関するお問合せは　取扱代理店 千葉教弘 損害保険係

千葉教弘 検 索

引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社

2018 年 11 月作成　18-T06702

ライフプランコンサルタントとして・・・

　私は以前にも保険代理店に勤務していたことがありますが、その後ジュエリーの通販販売、仕出し弁当の

配達などを経験して、また保険の仕事に戻りました。また保険をやろうと思ったきっかけは、友人の「保険に

入ろうと思うんだけど何がいいのか全然わからない」という一言でした。わかりづらい保険をわかりやすい

ものとして私が説明できたらいいなと思ったのが再度保険会社に入った理由です。

　この度、教弘保険の担当として学校を訪問させていただくことになりました。入社時の思いを実現させる

ためにも、ライフプランコンサルタントとして力をつけ、少しでも教職員の皆様にお役に立てる情報提供が

できればと思っております。教職員の皆様がライフプランをイメージしやすいようにわかりやすいご説明を意識して、これからも

学校に通い続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ジブラルタ生命保険株式会社　千葉第二営業所LC　本間 春香）

　すっかり寒くなりましたね～。皆さん健康には十分注意して、いよいよ残り１ヶ月となった2018年も
元気に過ごしていきましょう！！さて、皆さんからの色々な声をいただいているきょうこうひろばも
４回目になりました。今回は、今年度新しく学校担当になり、やる気に満ち溢れているLCさんからの
お話をご紹介します♪

今回の出演チーム “ほのぼの” 

▲深田校長先生（２列目中央）と記念撮影

▲ サプライズ コラボ

▲ みんなで一緒に花祭り

安西支部長の挨拶安西支部長の挨拶安西支部長の挨拶

コンサートの様子コンサートの様子コンサートの様子

編集・発行／公益財団法人 日本教育公務員弘済会 千葉支部　　　協力／株式会社 千葉教弘

2018年12月発行
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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、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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団

vol.4 皆さんからの

声をご紹介!!

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。

　おだやかな秋の日差しの中、“きょうこうコンサート”の開演です。会場には、児童・生徒・教
職員の方々約300名のご参加をいただきました。生徒会児童・生徒の皆さんの進行により、
主催者（公財）日本教育公務員弘済会千葉支部 安西和彦支部長の挨拶の後、勇気１００％
のアカペラからコンサートがスタート。心地よいハーモニーに大きな声援と拍手で迎えてく
れました。オリジナル曲に加え、サプライズで当該校の佐々木先生のバンブルパンフルート
演奏とのコラボもあり、ソロパートのやさしい音色に感動。リズムに合わせてノリノリの子ど
もたち。花祭りの曲では、児童生徒の皆さんも一緒に楽器をもって参加、大きなお祭りをつ
くりました。会場は大変盛り上がり、あったかい音色につつまれました。

11/ 5  
11/ 6  
12/19 
12/20 
 1 /29  
 1 /31  
 2 / 5   

市川特別支援学校の会場が 
あったかい音色につつまれました

今年度の
きょうこう
コンサート

♦勇気100％
♦未来へ
♦Ｓｍｉｌｅ
♦ジブリメドレー
　さんぽ
　もののけ姫
　いつも何度でも
　となりのトトロ
　カントリーロード
　君をのせて

♦Ｗｉｔｈ
♦明日へ向かう
♦見上げてごらん夜の星を
♦パーカッションフェス
♦花祭り
♦アクエリアス

　千葉教弘では、教育文化事業として、県内の特別支援学校を対象に、プロ
の演奏家が直接学校に訪問して“きょうこうコンサート”を開催しています。
今まで１５校の児童・生徒の皆さんとともに、笑顔いっぱいの楽しい時間を
過ごすことができました。
　今回は、１１月５日（月）県立市川特別支援学校で開催された、“きょうこう
コンサート”の様子をご紹介します。

市川特別支援学校
飯高特別支援学校
安房特別支援学校
つくし特別支援学校
松戸特別支援学校
桜が丘特別支援学校
市原特別支援学校

2018

2019

演奏団体は「絆」「ほのぼの」「まりずむん」「ハッチポッチクインテット」の
いずれかのチームになります。

演奏団体は「絆」「ほのぼの」「まりずむん」「ハッチポッチクインテット」の
いずれかのチームになります。

演奏団体は「絆」「ほのぼの」「まりずむん」「ハッチポッチクインテット」の
いずれかのチームになります。

演奏団体は「絆」「ほのぼの」「まりずむん」「ハッチポッチクインテット」の
いずれかのチームになります。

千葉県立市川特別支援学校

2018 511
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　今年度も 7校の特別支援学校で 開催します♩♪

きょうこうコンサート

プログラム　≪曲目順≫


