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花いっぱい活動ほうこく

千葉教弘

　教職員の皆様におかれましては、 コロナ禍、先の見通せない状況の中で「子どもたちの学びを止めない学習保障」「子どもたちの
安全安心の確保」に誠実に取り組まれていることに心から敬意を表します。
　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、本年で創立65年、公益財団法人として９年目を迎えました。
　私たちは、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「最終受益者は子どもたち」という日教弘の理念に基づ
き、千葉県教育の振興と皆様の福祉向上をめざして主に６つの事業（奨学事業・研究助成事業・教育文化事業・福祉事業・共済事業・
損害保険事業）を展開しています。
　そのうちの共済事業で先生方に「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、多くの子どもたち、先生方に喜ばれている教育振興事業を行っています。また、教弘会員には、様々な福祉事業
を享受できる特典もあります。
　創立６５年目の今年は、原点に立ち返り、「会員お一人お一人に教弘事業を知っていただくこと（学校説明会・事業説明会の実施）」
「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。
　今年度も引き続き、 「チーム千葉教弘スタッフ」幹事・運営委員・各地区参事・事務局・ジブラルタ生命保険ＬＣ（ライフプラン・
コンサルタント）一丸となり、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、2019年度より県内の公立幼稚園、こども園を対象に「花いっぱい活動支援（チューリップ
の球根の贈呈）」を行っております。 2020年度からは特別支援学校の幼稚部も対象とし、 たくさんの申請をいただきました。 子ども
たちの嬉しそうな笑顔を見て、 私たち職員も笑顔をもらいました。
　チューリップの花言葉は全般的に「思いやり」と言われています。千葉教弘一同、「思いやり」の心を大切にし 、今年度も皆さんと
つながっていきたいと思います 。

千葉教弘は創立65周年を迎えました
今年も、子どもたち・先生方・学校の真の応援団として
全力投球します
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いっぱい

咲いたよ♪ 花いっぱい活動ほうこく

今年度もたくさんの申請をお待ちしております！！
詳しくはホームページをご覧ください。

鴨川市立　田原認定こども園 鴨川市立　江見認定こども園 長柄町立  ながらこども園

　千葉教弘では、今年度も若い方からどなたでも幅広く参加できる「生活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。

これからは早く“知って ”早く“備える”時代

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！！

お問い合わせ 0120-10-8851

ＦＡＸ 0120-70-8851

フリーダイヤル

千葉教弘までご連絡いただくか、当会ホームページをご覧ください。

※お申込みは先着順となります。定員（100名予定）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開催のご案内

千葉県教育会館　新館 501 会議室 【10：00～12：00】

2021年　　 月 　　日

千葉教弘  行

「ライフプランセミナー」への参加を申込みます

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（https ://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。

●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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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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VS 東北楽天

8/13（金）18：00～ 8/14（土）17：00～ 8/15（日）17：00～

8/17（火）18：00～ 8/18（水）18：00～ 8/19（木）18：00～

9/28（火）1８：00～ 9/29（水）1８：00～ 9/30（木）1８：00～

10/15（金）1８：00～ 10/16（土）14：00～ 10/17（日）14：00～

9/10（金）1８：00～ 9/11（土）17：00～ 9/12（日）16：00～
9/3（金）18：00～ 9/4（土）17：00～ 9/5（日）17：00～ VS 北海道日本ハム

8/31（火）18：00～ 9/1（水）18：00～ VS 埼玉西武

VS 埼玉西武

VS オリックス

VS 福岡ソフトバンク9/22（水）18：00～ 9/23（木）14：00～

10/5（火）18：00～ 10/6（水）18：00～

VS オリックス
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VS 東北楽天10/7（木）18：00～

VS 福岡ソフトバンク

下記より 第二希望までお選びください！
後期日程

上記に関するお問い合わせは・・・
公益財団法人 
日本教育公務員弘済会 千葉支部
TEL：　　0120-10-8851
事業課まで

ジブラルタ生命保険のユース教弘保険・
新教弘保険に10口以上ご加入の
現職の教職員の方のみになります。

　応募資格のある方は・・・

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に
　　　　　　　　　「ロッテ応募」と明記し、自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館新館7階
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　https://chibakyoko.jp

～必要事項～

千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待
千葉ロッテマリーンズ
主催試合ご招待

１試合につきペアで５組ご招待！

応募に
ついて

注意事項

後期日程募集締切：７月16日（金）必着

　千葉教弘会員の皆様を対象とした『千葉ロッテマリーンズ主催試合招待事業』は、前回も
大変多くのご応募をいただきました。2021年度後期分として下記の試合の募集を開始
いたしますので、ぜひこの機会に球場で迫力あるプロ野球を観戦して思い出をつくりま
せんか？たくさんのご応募お待ちしています！！

１ 氏名（フリガナ）
２ 職員コード
３ 郵便番号
　 自宅住所
４ 電話番号
５ 勤務先
６ 観戦希望日
　 第一希望
　 第二希望

●応募資格：現職の千葉教弘会員に限ります（下記をご覧ください）
●応募方法：❶官製はがきに必要事項をすべて記入し郵送
　　　　　　　　　　または
　　　　　 ❷千葉教弘ホームページお問い合わせフォームから応募
　　　　　　※ホームページから応募の場合は、お問い合わせ内容欄に
　　　　　　　　　「ロッテ応募」と明記し、自宅住所・観戦希望日を入力してください。

●応 募 先：〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館新館7階　
　　　　　　　　　　　　「千葉教弘 事業課」宛
　　　　　　ホームページURL　https://chibakyoko.jp

＊応募多数の場合は抽選となります。当選者の発表はチケットの発送をもって代えさせていただきます。
＊席の指定はできませんのでご了承ください。
＊一人につき2通までの応募とします。
●新型コロナウイルス感染状況により、試合の中止や開始時間が変更となる場合がございます。
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現
職
の“

千葉
教弘会員”の皆さまへ！！

千葉教弘参事のご紹介千葉教弘参事のご紹介千葉教弘参事のご紹介

その他営業所長その他営業所長その他営業所長その他営業所長

千葉第一

千葉第二

茂　原

木更津第一

銚　子

船橋第二

船橋第三

柏第一

柏第二

望月　之夫

杉本　麻衣

佐々木　裕

中利　俊光

鈴木　裕二

南　祐太朗

大沢のりこ

山口　高志

櫻田　義紀

南房総地区

▪北総（香取・東総）▪

菅谷  充雅
すがや みつまさ

▪高　校▪ ▪北総（印旛）▪ ▪東上総▪ ▪葛　南▪

小川  輝男
おがわ て る お

内田  和子
うちだ か ず こ

三上  雄二
みかみ ゆ うじ

古橋  章光
ふるはし あきみつ

庄司　  彰
しょうじ             あきら

　2021年4月より、南房総地区の参事が代わりました。参事は、皆様の学校を直接訪問し、千葉教弘の事業説明等を行っています。 
今年度も10名の参事で皆様の学校を訪問いたしますので、よろしくお願いいたします 。

　ジブラルタ生命保険株式会社の人事異動に伴い 、新たに7名の所長が千葉支社・船橋支社に着任いたしました。
また、今年度より、千葉第三営業所・千葉第四営業所・木更津第二営業所が新設され 、全16営業所で これまで以上にきめ細かに対
応できる体制となりました。 ジブラルタ生命一同、今年度も教職員の皆様のため、日々活動していきます。よろしくお願いいたします。

　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。

　千葉教弘は「最終受益者は子どもたち」という理念のもと、教職員の皆様が安心して教育活

動に専念できるように、皆様の応援団としての事業を継続して参りました。千葉教弘の教育振

興事業や福祉事業、共済事業等の内容を、学校訪問や説明会でご紹介をさせていただきま

す。少しでも皆様のお役に立てるよう努めて参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

▪千葉市▪

清水  幸子
しみず さ ち こ

▪東　葛▪ ▪東　葛▪ ▪特別支援▪

田根   洋
た　ね ひろし

阿曽  祐康
あ    そ ひろやす

塚田 ゆかり
つかだ

▪千葉第三▪

新堀　葉子
しんぼり ようこ

▪千葉第四▪ ▪木更津第二▪ ▪成   田▪

和泉　実希
いずみ み  き

児玉かさね
こだま

佐藤　修
さとう おさむ

▪船橋第一▪

吉本　賢司
よしもと け ん じ

▪市   川▪ ▪松　戸▪

平野　淳史
ひらの あつし

正岡　英子
まさおか えいこ

今年度もどうぞ
よろしくお願い
いたします。

千葉支社

新所長

ジブラルタ生命の体制が変わりましたジブラルタ生命の体制が変わりましたジブラルタ生命の体制が変わりました

船橋支社

新所長
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2021年　　 月 　　日

千葉教弘  行

「ライフプランセミナー」への参加を申込みます

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（https ://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。

●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。

ふりがな
職　員
コード
（8桁）

緊急時
T E L学校（園）

氏　　名

所 属 名

個人情報の取り扱いについて

2021

7
31
土


