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新任あいさつ
公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部
支部長

山

根

俊

道

（鳥取教弘友の会 会長）

盛夏の候

本格的な夏が訪れましたが、皆様にはご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上

げます。鳥取教弘友の会会員の皆様には、日頃より本会の諸事業に対しまして絶大なるご理
解ご支援ご協力をいただき深く感謝申し上げます。
本年度は、年度当初より新型コロナウィルス感染が全世界に拡がり、日本や鳥取県におい
ても拡大防止の取組が強力に推進されました。これらの取組の中で学校現場では子どもや生
徒、学生、教職員、保護者、行政などかつて経験したことのないような大変厳しい状況にお
かれました。
会員の皆様も生活様式や健康には人一倍気をつかわれたのではないでしょうか。
「３密」
「手
洗い」
「マスク」「外出自粛」など心休まる日はなかったのではないでしょうか。こんな環境
の中、多くの皆様のご協力により困難な状況をひとつひとつ振り払って参りました。しかし、
依然として予断は許されない厳しい状況にあります。引き続き健康には気をつけていかなけ
ればなりません。
さて、令和２年７月１日より前加藤憲雄支部長の後任として、支部長に就任しました山根
俊道です。どうぞよろしくお願いいたします。私は、本会が『公益財団法人』として新たな
スタートをきりました平成24年度より、山田篤・尾﨑祥彦・加藤憲雄前・元支部長の下で専
任幹事兼事務局長として勤めさせていただきました。素晴らしい諸先輩の下で本会が何を目
指して取組を推進しなければならないのか、『公益財団法人』としての重要な使命や役割を
学ぶことができたと思います。ですから、私が第一義として取り組まなければならないこと
は、弘済会の諸事業の根幹をなす教弘保険の普及・拡大に努力することだと思います。そう
することで教育の振興や教職員の福利厚生などに寄与貢献をすすめ「公益財団法人」として
の使命を果して参りたいと存じます。教弘保険あっての弘済会であります。
最後になりましたが、浅学非才な私にとりましては、今回の任は大変荷の重いことであり
ますが、役員の皆様とともに一層努力を傾けてまいりますので引き続きご指導ご鞭撻をお願
い申し上げます。皆様には鳥取県における弘済会活動の更なる発展に力をお貸しいただきま
すようよろしくお願い申し上げ就任のあいさつといたします。
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退任のあいさつ
公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部

加

藤

憲

雄

（前鳥取教弘友の会 会長）

盛夏の候、新型コロナウイルス感染症の拡大が、全世界及び日本全国に拡大し緊急事態宣
言が発令され、学校や教育関係機関の先生方は対応に大変な状況であります。
児童生徒の学習確保や学校行事、部活動、対外試合などの延期や中止など先行きが見えな
い中ですが、先生方におかれましては、健康に十分留意されましてますますのご活躍をご祈
念申し上げます。
さて、私この度、弘済会鳥取支部の組織及び運営に関する規定により、鳥取支部長を６月
末で退任いたしました。
平成29年７月１日から３年間、多くの先生方のご支援とご協力をいただき勤めさせていた
だきました。
日本教育公務員弘済会は、昭和27年７月に設立され、２年後の昭和29年９月に弘済会鳥取
支部が設立されました。平成24年４月１日からは公益財団法人として新たなスタートをき
り、
「最終受益者は子どもたち」という「日教弘の使命と志」をより確かなものにするため
に一丸となって着実な歩みを遂げてきました。
また、教育振興事業、福祉事業、共済事業の取り組みに対しまして、深いご理解とご支援
を賜りました学校の先生方をはじめ教育関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
鳥取教弘友の会の活動につきましては、1500名を超える会員の皆様方のご支援とご協力に
よって、各地区総会や研修旅行など充実した活動をさせていただきましたことに感謝とお礼
を申し上げます。
７月から、山根俊道会長はじめ新役員のもとで、先生方の繋がりがさらに深まり充実した
活動が展開されますようご祈念申し上げます。
先生方には、今後も鳥取教弘友の会に対しまして引き続き温かいご支援とご協力を賜りま
すようお願いし退任のあいさつとさせていただきます。
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鳥取教弘友の会

各地区総会（東中西部地区）について
現段階（６月23日現在）では、今年度は新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため延期とします。先日（６／23）
、
「会長・副会長・研修旅行委員会」で協議
した結果、
「例年開催している各地区総会は延期とする。
」ことを決めさせていた
だきました。
各地区総会は、退職後の保険などの生活設計への備えや退職後の旧交を温める
「同窓会」とも言われる意義あるものとして定着しています。しかし、新型コロ
ナウィルス感染拡大防止では、
「３密」を避けることが重要課題であると言われ
ています。各地区総会では、昼食を兼ねた懇親会もあり３密条件を考慮すること
の難しさがあります。
このような状況を考慮し、大変残念ですが会員の皆様の健康が第一と考え「現
段階では本年度の『各地区総会は延期とする。
』こととします。
なお、運営委員会では折角楽しみにしておられる皆様の期待に応えるべく、今
後の新型コロナウィルス感染状況なども考慮しつつ、各地区総会を開催するため
の検討もすすめることも決定しています。延期の判断をしていますが、開催に向
けての努力も続けて参ります。皆様には、諸般の事情をお酌み取りいただき、何
卒ご理解を賜りたいと存じます。
会長・副会長・研修旅行委員会メンバー
会
長
加藤 憲雄
事 務 局
山根 俊道
副 会 長
福本 國愛
（東部） 中川
研修旅行委員 野崎 淳介
（東部） 河本

昇
（中部） 青戸
哲夫
（中部） 塚田

鳥取教弘友の会

研修旅行

晶彦
（西部）
安雄
（西部）

今年度の友の会研修旅行について
☆

今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止とします。
「緊急事
態宣言」が全国に発出され、鳥取県でも３密条件を考慮したり不要不急の外出
を避けるなど懸命に取組がすすめられました。感染の拡大は大事には至りませ
んでしたが、学校が休校になるなどこれまで我々が経験したことがない様々な
影響が日々の生活の中に出てきました。６月１日現在、緊急事態宣言は解かれ
ましたが、依然として厳しい状況にあり、第２波・第３波の感染拡大なども懸
念されています。
このような状況を考慮し、大変残念ですが会長・副会長会並びに旅行委員会
で協議させていただき、皆様の健康が第一と考え「本年度の『研修旅行』を中
止と決定しました。
」ご理解を賜りますよう宜しくお願いいたします。

本年度は、佐賀県を中心とする陶磁器の産地、有田焼・伊万里焼・唐津焼などを巡
る芸術・文化に触れる研修を企画していました。これらの企画は次年度へ持ち越した
いと思います。今から次年度への思いを馳せてください。そして、多くの方のご参加
をお待ちしています。
旅行委員会メンバー
〔野崎淳介
（東部） 河本哲夫
（中部） 塚田安雄
（西部） 山根俊道
（事務局）
〕

※多数の方のご参加をお待ちしています。
（15〜20名の旅行企画です）
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令和元年度
教育振興事業の取り組み
②

個人研究（グループ研究を含む）
【優 秀 賞】
３万円 （３件）
⃝鳥取大学附属中学校
教諭 中尾尊洋
「課題解決場面での試行錯誤を促す学習方法
に関する一考察」
～中学校技術・家庭科技術分野における動
力伝達の授業実践を通して～
⃝鳥取大学附属中学校
教諭 中村 仁
「ＳＤＧｓの視点で社会的な見方・考え方を
鍛える」
～対話を生む思考ツールの活用～
⃝鳥取大学附属小学校
教諭 杉谷義和
「一人一人の学びが見える特別の教科道徳の
授業づくり」
～学びのプロセス「自我関与」
「共有化」
「自
己内対話」を軸として～
【奨 励 賞】
２万円 （２件）
⃝琴浦町立赤碕小学校
教頭 久米 康
「社会科の授業作りのヒント」
～「単元構造図」・「問い」を中心に～
⃝湯梨浜町立東郷小学校
教諭 谷田健司
「情報活用能力を育成するための３つの『や
りくり』」
～教科学習で生きて働くコンピュータスキ
ルの育成～

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、
教弘保険の契約者配当金を資金として、多くの事業
を展開しました。
≪教育振興事業（公益目的事業）≫……

人材の育成、教育・文化の向上発展のために
一

奨学事業

１

貸与奨学金（大学生等対象）
・募集人員
29名程度
（１名100万円以内、修学期間１年につき25万円）
・貸 与 者
39名 貸与金額 3,450万円
２ 給付奨学金
⑴ 高校生対象の給付奨学金
・給付対象校は、国・県立学校33校及び私立高
校８校の計41校
・給 付 者
計80名
（一人10万円給付、１校２名を原則とする。）

二

教育研究助成事業

１

教育実践研究論文
⑴ 鳥取支部募集教育実践研究論文
≪助成金 41万円≫
① 学校研究（団体研究を含む）
【優 秀 賞】
５万円 （２件）
⃝鳥取市立逢坂小学校
校長 岩井眞保
「自分の思いや考えを持ち、豊かに表現し、
ともに高まり合う子どもの育成」
～弱みを強みにかえる学校経営で
教師が変わる、子どもが育つ～
⃝鳥取市立浜坂小学校
校長 橋詰勝人
「特別支援を基盤とした学校（園）、学級づ
くり」
～「スクールブレインバランス
トレーニング」の開発にむけて～
【奨 励 賞】
３万円 （５件）
⃝伯耆町立溝口中学校
校長 山本 泰
「協同的な関わりを通して主体的に学び、自
己の力を伸ばそうとする生徒の育成」
～「みんなで学ぶ・みんなで伸びる」を合
い言葉にした授業づくりを通して～
⃝米子市立淀江小学校
校長 加藤 渉
「育ちと学びをつなぐ保幼小連携・接続」
～「連携」から「接続」へのステップアッ
プに向けて～
⃝鳥取市立西郷小学校
校長 石谷健二郎
「志高く共に高まる西郷の子どもの育成」
～道徳教育の実践を軸として～
⃝倉吉市立成徳小学校
校長 堀 良一
「自学・自治・創造の教育『ひとり立ち』す
る子どもの育成」
～自ら考え、なかまと関わり合いながら学
びを深める子どもの育成～
⃝琴浦町立船上小学校
校長 藤田博司
（執筆責任者 岩間 薫）
「児童の主体的な学びの土台を培うＮＩＥ」
～自分の考えをもつことができる児童の育
成をめざして～

⑵

公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
【学校部門（奨励賞）】
⃝岩美町立岩美中学校
校長 福田浩則
「カリキュラム・マネジメントと教科横断授
業」
～ Iwami 10 Skillsを軸として～
⃝米子市立後藤ヶ丘中学校
校長 山本正史
「豊かな人間力をそなえた生徒の育成」
～考える力・伝える力・創り出す力の向上
による「主体的・対話的で深い学び」の
実現を目指して～

⑶ 公益財団法人東京海上日動教育振興基金の推薦
【学校研究（採択）】
⃝鳥取市立津ノ井小学校
校長 高橋 誠
「心豊かに生きる、やさしくたくましい津ノ
井っ子の育成」
～主体的・対話的で深い学びを展開する道
徳授業の工夫～
【個人研究】
⃝TEAM STEP ‒０
代表 足立大輔
（日野中学校教諭）
「１人で悩まない抱え込まない部活指導」
～競技力と指導力をみんなで高める取り組み～
２
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教育研究助成
日教弘奨励金（学校教育研究助成）
贈呈校
≪23校･･･230万円≫
〔小学校130万円、中学校70万円、高校30万円〕
【小学校】申請校 13校
130万円
⃝鳥取市立遷喬小学校
校長 半田雅人
「友達と関わり つながり 認め合う遷喬の子」

⑴
①

令和元年度
教育振興事業の取り組み
⃝鳥取市立富桑小学校
校長 山本孝子
「つながり合い 学び合う 富桑っ子の育成」
⃝鳥取市立美保小学校
校長 杉本仁詞
「笑顔とやる気にあふれた子どもの育成」
⃝鳥取市立世紀小学校
校長 冨田佳宏
「３つの『がっこう』
（学校・楽校・合校）
づくりを通してハピスマのあふれる世紀小
学校を！」
⃝鳥取市立米里小学校
校長 藤原順子
「地域に誇りをもち、互いに磨き合う児童の
育成」
⃝鳥取市立湖山西小学校
校長 松田晃一
「心と体をきたえともに学び合い高め合う子
どもの育成」
⃝岩美町立岩美北小学校
校長 大塩 晋
「仲間とつながり学び合う児童の育成」
⃝倉吉市立河北小学校
校長 中田朱美
「集団が変わり一人一人が輝く特別活動」
⃝米子市立車尾小学校
校長 森 郁夫
「みんなで輝く 学びが輝く 車尾っ子」
⃝米子市立福生西小学校
校長 野村洋文
「主体的に考え互いに認め合い自己を高めよ
うとする子の育成」
⃝米子市立河崎小学校
校長 坂井明美
「伝え合い 認め合い 学び合う 河崎の
子」
⃝日吉津村立日吉津小学校 校長 矢倉美和子
「学習の定着とメディアコントロールを図る
ための家庭と学校の共同体制について」
⃝日野町立黒坂小学校
校長 下村敏彦
「豊かな言葉を身につけ、伝え合いながら主
体的に学ぶ子どもの育成」
【中学校】申請校 ７校
70万円
⃝鳥取市立東中学校
校長 田村 穣
「教科会の強化と積極的な授業公開により生
徒一人ひとりに力をつける学習活動の創
造」
⃝鳥取市立南中学校
校長 小椋幸人
「主体的・対話的で深い学びを追究する教育
活動」
⃝倉吉市立東中学校
校長 寺谷英則
「授業と家庭学習の効果的なサイクルを促
し、主体的に家庭学習に取り組むための方
策と携行品の軽減に向けて」
⃝琴浦町立赤碕中学校
校長 斉木宏寿
「学ぶ喜びを知り、自立して学習する生徒の
育成」
⃝米子市立後藤ヶ丘中学校
校長 山本正史
「生徒の深い学びの実現を目指し、考える・
伝える・認め合う力の向上による豊かな人
間力をそなえた生徒の育成」
⃝南部町立法勝寺中学校
校長 黒見隆久
「いごこちのよい学級を基盤とした学び合う
集団の育成」
⃝鳥取大学附属中学校
校長 小玉芳敬
「学ぶ力を育む『やりくり』授業の開発｣
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【県立学校】申請校 ３校
30万円
⃝鳥取県立鳥取西高等学校
校長 山本英樹
「無顎類における泥中の特異的行動について
の解析」
⃝鳥取県立鳥取聾学校
校長 三王寺孝子
「コミュニケーション力や見分知識を深める
とともに自己肯定感を高める写真活動」
⃝鳥取県立倉吉東高等学校
校長 御舩斎紀
「即興型英語ディペートによる４技能育成」
①

追加募集校
≪10校≫
【小学校】申請校 ７校
70万円
⃝鳥取市立美保南小学校
校長 濵津良輔
「豊かな人間性を培い、共によりよく生きる
力を育てる道徳教育」
⃝鳥取市立宝木小学校
校長 長谷博文
「特別支援教育の視点を取り入れた算数の授
業づくり」
⃝鳥取市立瑞穂小学校
校長 岡本英樹
「伝え合い、学び合う中で自分の生き方につ
いて考えを深める瑞穂っ子をめざして」
⃝琴浦町立赤碕小学校
校長 小木佐智子
「学び合う楽しさを実感できる授業づくり」
⃝米子市立明道小学校
校長 細田昌之
「主体的に伝え合う活動を通した、コミュニ
ケーション力の育成」
⃝米子市立淀江小学校
校長 加藤 渉
「育ちと学びをつなぐ異校種間連携・接続の
推進」
⃝江府町立江府小学校
校長 瀬尾美佐子
「確かな学力を育むための主体的・対話的な
授業のあり方」
【中学校】申請校 ３校
30万円
⃝智頭町立智頭中学校
校長 藤原紀子
「生徒の興味・関心、満足感を高め、思考
力・判断力・表現力の育成を図る授業の工
夫」
⃝北栄町立北条中学校
校長 牧野厚志
「生徒の『表現力』をもっと育むための環境
づくり」
⃝米子市立福生中学校
校長 長尾 修
「互いのよさや可能性を認め合い、自分らし
さを出し合える学級集団の育成（学び合
い、語り、つながる力）」

⑵

教育団体研究助成 ≪259.2万円≫
県小学校長会
県中学校長会
県高等学校長協会
県特別支援学校長会
県私立中学高等学校長会
県公立学校教頭会
県高等学校副校長・教頭会
県私立中学高等学校副校長・教頭会
県立学校事務職員協会
県立学校事務長会
県私立中学高等学校事務長会

10万円
10万円
10万円
10万円
10万円
10万円
10万円
５万円
10万円
10万円
10万円

県公立小中特別支援学校事務職員研究会
10万円
県養護教諭部会
10万円
県学校栄養士協議会
10万円
鳥取県教研集会
15万円
小・中・県立学校の地区別校長会（21団体）
109.2万円
⑶

教育研究大会助成 12件 ≪94万円≫
⃝第66回中国地区小学校長会教育研究大会
鳥取大会
〔10万円〕
⃝平成31年度中国・四国ろう学校PTA連合会
総会研究協議会（鳥取大会）
〔６万円〕
⃝第43回退女教中・四国ブロック学習会
〔８万円〕
⃝第46回中国五県商業教育研究大会 〔８万円〕
⃝第53回全日本中学校道徳教育研究大会
鳥取大会
〔10万円〕
⃝第34回日教組中国地区学校事務研究集会
〔６万円〕
⃝第44回中国・四国地区公立学校事務長協議会
研修大会・総会（鳥取大会）
〔６万円〕
⃝令和元年度中国五県町村教育長研究大会
〔６万円〕
⃝令和元年度中国・四国地区盲学校教育研究
大会（鳥取大会）
〔６万円〕
⃝第54回全国特別支援学校知的障害教育教頭
研究大会鳥取大会
〔８万円〕
⃝第19回中国地区小学校道徳教育研究大会
第18回鳥取県小学校道徳教育研究大会
〔10万円〕
⃝令和元年度中国地区国立大学附属学校連盟
同PTA連合会総会並びにPTA実践活動協議会
〔10万円〕

３

教育出版
教育実践研究論文集第13号の発刊
8000部 ＜799,200円＞
鳥取支部募集実践研究論文の上位入賞の論文及
び日教弘教育賞への推薦論文、東京海上日動教育
振興基金への推薦論文を論文集としてまとめ、広
く鳥取県内の全教職員及び教育関係者に紹介し
た。
⑴

三
１

教育文化事業

教育文化助成
教育講演会等への助成
≪50万円≫
鳥取県ＰＴＡ協議会
20万円
◇講演会『ネット社会に生きる子どもの実態と
親子でできること』～親子で電子メ
ディア利用のルールをつくろう～
講師 ソーシャルメディア研究会
チーフ技術指導員
竹内義博 氏
・今のネットの特性と問題
・ネットで起きている問題
・子どもたちとの話し合いのために
・対策

⑴
①
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◇実践事例発表
・鳥取市立東郷小学校ＰＴＡ
・鳥取市立城北小学校ＰＴＡ
◇とっとり子どもサミット参加児童生徒による
発表
～電子メディアとのより良い付き合い方編～
② 鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会
◇講演会『養老流 親と子の話』～たくましく
生きる力～
講師 東京大学名誉教授 養老孟司 氏
・人口減少の時代に
・田舎暮らしの人間関係とは
・父の死
・現代の親子関係
・ＡＩの行く先
・自分の身についたものだけが財産
◇高校生による発表
・街がスウィングする
鳥取県立岩美高等学校
Blue Martin Jazz Orchestra
・構成吟「戦国の武士を詠う」
鳥取県立鳥取湖陵高等学校 吟詠剣詩舞部
・ひらけ翼！ はばたけ未来！
鳥取県立八頭高等学校 書道部
③ 鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会
研究テーマ『鳥取県における特別支援教育の
推進・充実について』
内容 行政機関への要望・陳情
・教職員の専門性の維持・向上、特性に応じ
た教育の継続
・各種障がいにおける重度・重複化、多様化
の実態に応じたサービスの充実
・特別支援学校独自の給食センターの設立
・地域格差のない福祉サービスの充実と入所
施設の拡充
・企業誘致による障がい者雇用の促進と雇用
先の確保
④ 青少年育成鳥取県民会議
◇講演会『インターネットと 子どもたち』
～みんなでかかわる 子どもたちの未来～
講師 鳥取県ケータイ・インターネット教育推進員
中井 浩 氏
◇オープニング
小学６年生ヴァイオリニスト 市村梨理さん
の演奏
◇第41回「少年の主張鳥取県大会」
最優秀賞 発表
・『あなたの勇気が誰かを救う』
米子市立福米中学校 石原晴花
◇青少年育成団体助成金 活動報告
・『青少年育成湯梨浜町民会議 活動報告』
青少年育成湯梨浜町民会議
事務局 尾川伸弘
・『子どもたちを地域で見守り、育てよう!!』
小鴨地区青少年育成協議会
副会長 高橋義博

令和元年度
教育振興事業の取り組み
⑵

芸術・文化活動助成
⃝鳥取県中学校文化連盟
⃝鳥取県高等学校文化連盟
⑶ スポーツの奨励
⃝県小学校体育連盟
⃝県中学校体育連盟
⃝県高等学校体育連盟
⃝県スポーツ少年団

四

≪30万円≫
〔15万円〕
〔15万円〕
≪40万円≫
〔10万円〕
〔10万円〕
〔10万円〕
〔10万円〕

＜フルガード支払例＞
・松江城の石段で転倒し、左足首上の骨を骨折。
（傷害）
・子どもに顔を殴られ、打撲。（傷害）
・自宅の椅子の脚に左足が引っ掛かり転倒、足の
指を骨折。（傷害）
・車の運転中、脇道から出てきた車にぶつけら
れ、頸部捻挫。（傷害）
・大山登山の下山中、足がもつれて岩にぶつか
り、頭部裂傷。（傷害）
・古い竹を洗っていて、尖った部分が右手人差し
指に刺さった。（傷害）
・洗濯物を干している時にバランスを崩し転倒、
頭部を強打。（傷害）
・ゴルフ中、地面にアイアンが当たり、折れた。
（携行品）
・地区運動会で観客席シートに眼鏡を置いていた
ところ踏まれて破損。（携行品）
・車のダッシュボードに置いていた眼鏡が発進時
に落下し、誤って踏んでしまった。（携行品）

福祉事業

「指定施設宿泊補助」は現職会員、友の会会員の
合計で、293泊、239名、586,000円でした
ご利用方法は以下のとおりです。
宿 泊 施 設
指定宿泊施設

泊 数

会

員

家

族

１泊目

2,000円

2,000円

２泊目

2,000円

2,000円

⑴

弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
上記の表のとおり補助する。
⑵ その家族が宿泊施設を利用する場合も補助す
る。
⑶ 宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予
約し、その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、宿泊
年月日、宿泊施設名等を明らかにして利用券申請
する。
⑷ 利用券をチェックイン時に宿泊施設のフロント
に提出する。

その他、友の会の会員の皆様にも入っていただい
ている自動車保険加入状況は以下のとおりでした。
団体契約で大変割安であり、さらに多くの皆様にご
加入いただきたいと思います。
令和元年度加入件数

８３４

（平成30年度加入件数）

（８２４）

≪共済事業の取り組み≫
傷害保険で、退職者と現職者の家族が加入できる
「フルガード」は108名の加入者が有り、保険金の支
払いは以下のとおり10件（329,130円）でした。

― 7 ―

10件の増

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ 0857－26－5334）

会 員 の 声

研修旅行「秋田・岩手の旅」に参加して
野崎

淳介（東部地区会員）

心配していた台風も通り過ぎ、期待をもって、久

たちの健やかな成長を見守る重要な伝統行事であ

しぶりの秋田・岩手旅行に出かけた。参加者19人、

る。
「なまはげ」は、大晦日に突然山から降りてきて、

期間は10月28日から３日間の旅である。秋田空港に

各家庭を回って一人一人の子どもに、『できてない

降り立った時、秋晴れで日差しは強いが風は冷たく

ことはないか、良くないことをしてはないか。』と

感じ、はるか東北まで来たという気持ちになった。

問いただし、一年後に再びそれを確かめに来るの

今回は季節柄なのか、全体を通して景色が美しいと

だ。なまはげ伝承館で見た記録映画は、迫ってくる

感じた場面が多く、色彩を中心に振り返ってみた。

「なまはげ」と泣きじゃくり逃げ惑う子どもたちの
姿が映し出され、迫力もあり家族愛を感じさせる内

１．印象に残った場面

容であった。なお男鹿半島をはじめ秋田県には「な

＜青空と藍色の日本海＞

まはげ」の種類がたくさんあるが、赤鬼は男、青鬼
は女ということのようだ。
＜茜色の夕やけ＞
男鹿半島から秋田市内に向かうバスの車窓から見
た夕やけは心を奪われるほど美しかった。海の方向
に遮るものもなく、八郎潟に近い砂浜あたりでのこ
とだが、水平線に沿って天空がグラデーションを
伴って透明感のある茜色に染まった。海に広がる夕
やけをあれほど広範囲で楽しめたのも西に海を持つ

男鹿半島

秋田県ならではのことだろう。今後機会があれば、

入道崎（のぼれる灯台）

日本の夕日百選になっている入道崎から夕やけを見

男鹿半島の西北端に突き出た入道崎は、意外にも

てみたい。

黄緑の短い草に覆われた開放的な空間だった。白地
に黒横帯３本塗りの高さ28ｍの入道埼灯台と北緯40
度を表す安山岩のモニュメントを右に見ながらまっ
すぐ進むと約30メートルの断崖が日本海に落ち込ん
でいる。断崖の端に立って西の方角を見ると、快晴
の透き通った青空と日本海の濃い藍色がその境目を
はっきりさせて遠く広がっている。
『この北緯40度
線を辿っていくと、はるかスペインやイタリアなど
地中海辺りまでいくのだ。
』そのような気持ちでし
ばらく海を眺めた。この日は海も穏やかで、遠くに

日本一深い湖

思いを馳せているうちにしだいに心が緩んでいくよ

田沢湖

＜黒板塀と桜紅葉＞

うな感覚になった。
＜なまはげの赤鬼と青鬼＞

みちのくの小京都角館の武家屋敷石黒家、青柳家

男鹿地方、特に真山地区の「なまはげ」は子ども

を見学した。屋敷のたたずまいや展示もよかったが
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会 員 の 声
「薬医門」と通りに面して長く続く黒板塀が落ち着

牛しか入れてもらえず、搾った乳は牧場限定品とし

いた武家屋敷の雰囲気を醸し出し特に印象的だっ

て販売されている。黒地に白斑のホルスタインのエ

た。加えて杉や背の高い樹木に混じって、しだれ桜

リートともいえる牛たちの体格、乳房の大きさはさ

がほどよく紅葉しており、黒板塀との調和を楽しま

すがに別格で、この牛舎で暮らせる牛たちのプライ

せてくれた。後日、土産に買った角館銘菓唐土庵の

ドのようなものを感じさせられた。観光エリアの

生もろこし（北海道十勝産の小豆を使った上品な和

「まきば園」を中心とする農場は東京ドーム640個分

菓子）のパッケージにもこの図柄が描かれているの

の広さがある。しっとりとした緑の絨毯が広がって

を見つけ、懐かしく思い返した。

いる先に防風林のスギやアカマツの樹々が農場を抱

＜金色のたつ子像＞

きかかえるように立っている。秋の草原を楽しむに

周囲20キロ、深さ423ｍの日本一深い湖である田

は最高の場所であり、この日も仙台の高校生が遠足

沢湖。永遠の若さと美貌を得るために泉の水を飲み

で訪れ、楽しんでいた。

干し、竜になったという辰子姫伝説のある、この湖

＜黄金色の金色堂＞

畔に金色のブロンズ像「たつこ像」が静かに立って

世界遺産平泉で毛越寺、中尊寺を見学。奥州藤原

いる。この日はあいにく曇りの天気で、透明度の高

氏の栄華と浄土思想を体感し、悠久の時の流れに身

い湖水も周りの山々の紅葉も十分に味わえなかった

をおくことができた。毛越寺の浄土庭園は湖面に紅

が、約35年前に近くまできて、見ることができな

葉を映し出す大泉が池を中心に、枯山水風の石組み

かった「田沢湖とたつ子像」
。念願かなって私には

が借景の山々を伴って美しく映え、自然と心が安ら

まぶしく金色に光り輝いて見えた。

いだ。また中尊寺金色堂では、黄金色の建物に漆や

＜紅

葉＞

螺鈿の装飾品が輝き、思わず手を合わせた。不思議

秋田県から岩手県に通ずる奥羽山脈、仙岩トンネ

なことに、金色堂には以前訪れた時に比べて「尊さ、

ル辺りの紅葉が見ごろだった。例年より少し遅い紅

ありがたさ」を一段と感じることができた。日本人

葉のようだが、山の高さがあるため、バスの両サイ

ならずとも一度は訪れてみたい極楽浄土の世界のよ

ドに迫ってくる山々が黄色や緑の樹々に混じってモ

うで、当日は外国人観光客も多く訪れていた。

ミジ、ハゼなどが紅をさし、文字通り錦繍の景色で

２．ま

あった。

と

め

入道埼灯台に息を弾ませながら駆け上がった人、

＜緑の絨毯とホルスタイン＞

夫婦で人力車に乗って角館を楽しんだ人、夕食のわ

岩手山南麓に広がる小岩井農場では明治から昭和

んこそばを130杯たいらげた人、意欲をもって酒ど

初期にいたる日本の農業遺産ともいわれる国指定重

ころ秋田、岩手の酒を賞味した人、小岩井農場でエ

要文化財「小岩井農場施設」21棟をバスで見学した。

リート牛のソフトクリームを食べてみた人などさま

一号牛舎には搾乳用牛68頭が一頭一頭大切に飼育さ

ざまな楽しみ方があった。藤あや子似の秋田美人ガ

れていた。この牛舎には乳質、搾乳量などで優れた

イドさんが秋田弁を交えながら丁寧に説明をしてく
れたことも旅行に華を添えてくれた。しかし、一方
で震災の厳しい現実も知ることができた。最終日に
東日本大震災で３メートルの津波に襲われた仙台空
港を利用したが、空港に向かうバスの中で、「はる
か遠く、広大な空き地の向こうの海岸沿いに見える
松の木は、以前は住宅地が密集していて、この辺り
からはまったく見渡せなかった。」という説明を受
け、復興の難しさを感じた。
わずか３日間の友の会研修旅行であったが、会員
相互の親睦を深め、楽しく思い出深い研修旅行とな

国指定重要文化財21棟

小岩井農場

った。機会があればまた参加したいと思っている。
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「なまはげ・平泉」を巡る旅に参加して
～おいしい旅をふり返る～
青戸
いざ、東北へ

智子（西部地区会員）

は小豆の粉を固めた焼き菓子だ。口に入れたときは

｢東北に旅行に行かない？｣

やや固い感じがするが、口の中でじわっと溶ける。

夫に誘われた。個人的には忙しい時だったが、秋

お茶にも合うと思った。日本一深いと言われる田沢

田・岩手には行ったことがなかったので、鳥取教弘

湖畔で昼食。角館では、鈴木酒造の「秀よし」とい

友の会の研修旅行に参加することにした。

うお酒がおいしいと聞いたので、おみやげに買おう
としたけれど、売っていなかったので、替わりに同

その土地ならではの…

酒造の「ラシャンテー」というスパークリングのお

10月28日
（月）
から10月30日
（水）
は、天候に恵まれ、

酒を買った。

楽しく充実した３日間だった。私は食いしん坊（？）
なので、食べ物を中心に旅を振り返ってみた。

２日目の午後、岩手へ向かう。途中、車中から見
た仙岩峠の紅葉は、ため息が出るほど美しかった。

初日、秋田で昼食に出てきたのが、かの ｢いぶり

そして、お目当ての小岩井農場に着いた。小岩井農

がっこ｣。燻した漬物（がっこ）のこと。大根など

場では、バスに乗ったまま、農場本部事務所や倉庫、

に米や塩、酒や砂糖を加えて漬けた秋田の郷土食

サイロなど国の重要文化財に指定されている建造物

だ。耳にしたことはあったが、食べたのは初めて。

を案内していただいた。21の農場施設は明治期から

ちょっとしわいけれどおいしかった。秋田には、

昭和初期にかけての建築だそうだが、その多くが現

しょっつる鍋、きりたんぽ、稲庭うどんなど有名な

役で使用されていることに驚いた。エリートの牛た

食べ物がたくさんあるが、私は素朴ないぶりがっこ

ちが暮らす牛舎も見ることができた。見学の後は、

が気に入った。たしか、入道崎かなまはげ館に向か

自由散策・お買い物。まずは、｢やっぱり牛乳で

う途中でガイドさんが教えてくれたのが、万能調味

しょ。｣ ということで、牛乳を飲む。私は、牛乳は

料の ｢味道楽｣。～♪小さいときから味道楽、小さ

好きな方ではないが、まろやかでとてもおいしかっ

いときからかくし味～♪～というＣＭで紹介されて

た。ソフトクリームを食べている人もいた。おみや

いるとか。秋田県民なら誰でも知っているそうだ

げ品のコーナーでは、いろいろなチーズを買った。

が、残念ながら手に入れることができなかった。ス

（後日、宅配便で届いたチーズは家族にも大好評で、

イーツでは、ババヘラアイス。夏は秋田県内いたる

あっという間になくなった。）

ところにお店が出ているそうだ。ババは、おば（あ）
ちゃんのこと。おば（あ）ちゃんがカラフルな傘の

最後の夜は、盛岡。｢今夜はどんな料理かな。｣ や
はり、食事は楽しみの一つだ。案内されたのは、な

下、 ヘ ラ で す く っ て 盛 り つ け て く れ る ア イ ス。
シャーベット系でピンク（いちご）と黄色（バナナ、
レモン）でバラの花のような盛りつけになってい
る。私は、２日目の朝、ホテルで食べた。子どもの
頃に食べたアイスキャンデーみたいな懐かしい味が
した。夫は、ガイドさんから紹介された「金萬」と
いうまんじゅうが気に入ったようだった。
２日目の角館は、武家屋敷が立ち並ぶ風情ある街
だった。このあたりで作られる秋田銘菓「もろこし」
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わんこそばに挑戦（盛岡そば処

東屋）

会 員 の 声
んと、わんこ蕎麦の店。｢ええっ、そば ?!｣ 何をか

しさに目を奪われた。そして、長い時を経て、今の

くそう、私は、蕎麦は苦手。アレルギーではないが、

この時、そこに清衡、基衡、秀衡、泰衡の四代の遺

うどんか蕎麦かと言われれば、うどん派だ。「最後

体や首級が眠っているということに表現しがたい不

の夜が、よりによって蕎麦だなんて…｣ 私は、がっ

思議な気持ちになった。

かりした。しかし、それしかない。意を決して、わ
んこ蕎麦に挑むことにした。目標は10杯。｢はい、
じゃんじゃん。｣ ｢がんばって！｣ バイトの学生とお
ぼしきおねえさんが、かけ声をかけてくれる。「あ
れ、10杯だ。なんだ、もう少しいけるぞ。
だんだん欲が出て、女性の平均と聞いた３、40杯
をめざす。
「なんだ、意外と食べられるぞ。」もうギ
ブアップしている人もいたが、こうなったらいける
ところまでいってみようと蕎麦をすすった。結局、
毛越寺

私の記録は52杯。われながら、よくがんばったと思

庭園

う。でも、上には上がいて、わが旅行団の女性の最

「へばな。」

高記録は70杯、男性の最高は130杯だった。脱帽！

「旅の善し悪しは、連れで決まる。」とも言われる。

はじめは、しぶしぶ食べたわんこ蕎麦だったが、や

そういう意味で今回の旅行団のみなさんとはよい連

はり体験してよかったし、達成感も味わえた。

れで、本当にいい旅だったと思う。そして、３日間

３日目は、世界遺産の毛越寺と中尊寺。毛越寺は、

優しい笑顔でお世話してくださった秋田美人のガイ

慈覚大師円仁が850年に開山し、藤原氏二代基衡・

ドさんは、地元のことだけでなく、鳥取県のことも

三代秀衡が造営した。中尊寺と並ぶ人気の名刹で日

しっかり勉強して、私達を楽しませてくださった。

本有数の浄土庭園である大泉が池はおごそかで静か

心から感謝したい。別れ際に交わした ｢へばな｣。

な佇まいだった。日本人として一度は訪ねてみた

たった３文字だけど、味のあるあいさつだ。もう

かった中尊寺。ゆっくりと坂をのぼって金色堂に。

会えないだろう。でも、また、会いたい。きっと、

全体が金箔で覆われ、極楽浄土を現世に表している

また会える。そんな気持ちにさせられた。｢じゃあ

ということだ。私は、螺鈿細工や蒔絵など内陣の美

ね。｣ ではなく、｢へばな｣。また、いい旅がしたい。

平泉

中尊寺
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鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様
鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様へ
鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様へ

団体扱割引
団体扱割引
団体扱割引

８８％％
適用
適用*1 *1

８％

保険料
保険料

適用

下記保険料例の場合、
下記保険料例の場合、
一般契約に比べて
一般契約に比べて

*1

7,960
7,960円円

年間
年間

割安
割安

割安となる具体的な保険料は、
割安となる具体的な保険料は、
ご契約条件等により異なります。
ご契約条件等により異なります。

現在のノンフリート等級も継承されます（他の保険
会社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部
の共済を除きます。）。

現在のノンフリート等級も継承されます（他の保険
現在のノンフリート等級も継承されます（他の保険
会社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部
会社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部
の共済を除きます。）。
の共済を除きます。）。

＜団体扱の
ている方（在
派遣者およ
は、ご契約者
の別居の扶
*2 配偶者
＜団体扱の対象となる方＞ご契約者は鳥取県公立学校に勤務し、鳥取県から毎月給与の支払いを受け
＜団体扱の対象となる方＞ご契約者は鳥取県公立学校に勤務し、鳥取県から毎月給与の支払いを受け動までお
ている方（在籍出向者、職域労働組合または職域共済組織の事業に従事している方を含みます。）、退職
ている方（在籍出向者、職域労働組合または職域共済組織の事業に従事している方を含みます。）、退職
(基準日:2019年7月1日
派遣者および退職者に限ります。記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）および車両所有者
派遣者および退職者に限ります。記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）および車両所有者
は、ご契約者の配偶者*2、ご契約者またはその配偶者*2の同居の親族、ご契約者またはその配偶者*2
は、ご契約者の配偶者*2、ご契約者またはその配偶者*2の同居の親族、ご契約者またはその配偶者*2
の別居の扶養親族のいずれかの場合も、ご契約いただけます。
の別居の扶養親族のいずれかの場合も、ご契約いただけます。
*2 配偶者の定義についての詳細は、「重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店または東京海上日
*2 配偶者の定義についての詳細は、「重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店または東京海上日
動までお問い合わせください。
動までお問い合わせください。
年間 7,960
年間 63,230 円
年間 55,270 円
■トータルアシスト自動車保険の保険料例
■トータルアシスト自動車保険の保険料例
■トータルアシスト自動車保険の保険料例

【ご契約条件】保険期間：１年間、ノンフリート等級：２０等級、事故有係数適用期間：０年、（割引６３％）、
(基準日:2019年7月1日現在）
(基準日:2019年7月1日現在） 【ご契約条件】保険期間：１年間、ノンフリート等級：２０等級、事故有係数適用期間：０年、（割引６３％）、

7,960
円
7,960
年間 年間
63,230
円 円年間 年間
55,270
円 円 年間年間
63,230
55,270

お車の用途・車種：自家用小型乗用車、車名：アクア、型式：ＮＨＰ１０、料率クラス（車両４、対人５、対
お車の用途・車種：自家用小型乗用車、車名：アクア、型式：ＮＨＰ１０、料率クラス（車両４、対人５、対
物５、傷害５）、初度登録年月：平成２８年５月、新車割引有、お車の使用目的：日常・レジャー使用、年
物５、傷害５）、初度登録年月：平成２８年５月、新車割引有、お車の使用目的：日常・レジャー使用、年
*1 団体扱割引８％は、保険期間の始期日が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの契
齢条件：３５歳以上補償（記名被保険者年齢区分：３０歳以上４０歳未満）、記名被保険者の免許証の
齢条件：３５歳以上補償（記名被保険者年齢区分：３０歳以上４０歳未満）、記名被保険者の免許証の
＜団体扱に関するご注意＞退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変
種類（色）：ゴールド、対人賠償責任保険：無制限、対物賠償責任保険：無制限（免責金額０円）、人身
種類（色）：ゴールド、対人賠償責任保険：無制限、対物賠償責任保険：無制限（免責金額０円）、人身
不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくこ
傷害保険：３,０００万円（傷害一時費用保険金不担保）、車両保険１２０万円（一般条件、免責金額１回
傷害保険：３,０００万円（傷害一時費用保険金不担保）、車両保険１２０万円（一般条件、免責金額１回
目５万円
２回目以降１０万円）
、弁護士費用特約、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）：上限
目５万円
２回目以降１０万円）
、弁護士費用特約、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）：上限
円 このポスターは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです。なお、ご契約にあたって
日額５,０００円
日額５,０００円
ておりますので、必要に応じて、代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（

理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、弁護士費用特約は「弁護士費用等補償特
約（事故時３０日限度）」のペットネーム・略称です。
*1 団体扱割引８％は、保険期間の始期日が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの契約に適用されます。割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。
*1 団体扱割引８％は、保険期間の始期日が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの契約に適用されます。割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。
＜団体扱に関するご注意＞退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変更により系列会社でなくなった場合、「保険料の集金に関する契約書」に定められた契約者の人数に
＜団体扱に関するご注意＞退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変更により系列会社でなくなった場合、「保険料の集金に関する契約書」に定められた契約者の人数に
不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
このポスターは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです。なお、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、詳しくは「ご契約のしおり（約款）」をご用意し
このポスターは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです。なお、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、詳しくは「ご契約のしおり（約款）」をご用意し
ておりますので、必要に応じて、代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」は東京海上日動のホームページでもご確認いただけます。）。ご不明な点等がある場合は、代
ておりますので、必要に応じて、代理店または東京海上日動にご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」は東京海上日動のホームページでもご確認いただけます。）。ご不明な点等がある場合は、代
ＴＥＬ：0857-26-5334 ＦＡＸ：0857-22-0248
理店または東京海上日動までお問い合わせください。
理店または東京海上日動までお問い合わせください。
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、弁護士費用特約は「弁護士費用等補償特約(自動車)」、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）は「レンタカー費用の補償日数等に関する特
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、弁護士費用特約は「弁護士費用等補償特約(自動車)」、レンタカー費用等補償特約（事故時３０日）は「レンタカー費用の補償日数等に関する特
約（事故時３０日限度）」のペットネーム・略称です。
約（事故時３０日限度）」のペットネーム・略称です。

株式会社 鳥取教弘

株式会社
株式会社鳥取教弘
鳥取教弘
ＴＥＬ：0857-26-5334
ＦＡＸ：0857-22-0248
ＴＥＬ：0857-26-5334
ＦＡＸ：0857-22-0248

担当：山陰支店
鳥取支社
担当：山陰支店
鳥取支社
ＴＥＬ：0857-23-2201
ＦＡＸ：0857-22-1388
ＴＥＬ：0857-23-2201
ＦＡＸ：0857-22-1388
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鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様へ

団体扱自動車保険のご案内
（トータルアシスト自動車保険）

団体扱制度をご利用いただくと保険料が割安になります。
東京海上日動の
一般契約に比べ

鳥取教弘の団体扱割引

１０％適用

約５％割安

団体扱一時払は一般契約一時払に比べて５％割安です。
団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからない
ので約５％割安となります。

団体扱割引10％は、保険期間の始期日が令和2年10月
1日から令和3年9月30日までの契約に適用されます。
割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。

団体扱契約は
一般契約に比べて

約１５％割安!!

■上記割引率は、次の通り、団体扱割引等を連算して算出しております。
一時払の場合：１－{（１－団体扱割引・10％）×（１－団体扱一時払割引分・５％）}
ご注意
分割払の場合：１－{（１－団体扱割引・10％）×（１－一般契約分割割増分・約５％）}

東京海上日動のトータルアシスト自動車保険では
ドライブエージェント パーソナル特約（事故発生の通知等に関する特約）をご用意しました。
※「ドライブエージェント パーソナル特約」は、端末を通じた自動発報による事故連絡を、「ご契約のしおり（約款）」で定める「事故
発生の通知」義務の履行とみなすこと等を規定した特約です。

ドライブエージェント パーソナル
「ドライブエージェント パーソナル特約」をご契約いただいたお客様
に対して東京海上日動がドライブレコーダー端末を貸与し、お客様に
安心・安全をお届けするサービス「ドライブエージェント パーソナル」
をご提供します。

「安心・安全」をお届けする３つのサービス

高度な
事故対応サービス

「いざ
」
という
時も

●自動で事故連絡を行い、端末で通
話が可能
●事故映像を自動的に記録・送信

事故防止
支援サービス

日常の
運転中
も

●お客様の運転状況をもとに、
リアルタイムに注意喚起

安全運転
診断サービス

ご契約
の
更新時
も

●お客様の運転特性をもとに
専用のレポートを提供

特約をご契約いただくと通信機能付きオリジナルドライブレコーダーをお届けします

お申込みは始期日の2週間以上前までにお願いします。早期にご契約いただいた場合にも、端末は始期日の1か月
前から順次お届けします。また、端末はご契約のお車に取り付けてください。シガーソケットまたはアクセサリー
ソケットのないお車には原則として取り付けできません。

※事前にご確認いただきたい主な注意事項等、詳しい手続方法は専用チラシ等でご確認ください。

特約保険料は月額620円 * です。

［ 一時払は年額7,110円 ］
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* 保険期間1年、団体扱の場合の分割払保険料です。

東京海上日動は、

と ３つの基本特約
安心 をお届けします。

３つの基本補償

賠償

３つの基本特約

弁護士費用特約

賠償責任保険

（日常生活・自動車事故型）*2 （自動車事故型）*2
もらい事故アシスト
オプション

【対人賠償責任保険、対物賠償責任保険】

に関する
補償

自動セット

対物超過修理費特約

相手方の治療費や修理費等をお支払いします。

お客様に責任がなく保険会社が示談交渉
できない「もらい事故」も安心です。

傷害保険

入院時選べるアシスト特約

人身傷害の
他車搭乗中および車外自動車事故補償特約

「事故が起きてから」ホームヘルパーや
家庭教師の派遣等、お客様にお好みの補償を
お選びいただけます。

ご自身

【人身傷害保険】*1

の補償

※乗車中の方も
補償します。

お車

自動セット

の補償

で

３つの基本補償

自動セット

入院時選べるアシスト

車両保険

オプション

レンタカー費用等
補償特約（事故時30日） オプション

車両全損時諸費用補償特約

車両搬送・応急対応・レンタカー
費用等補償特約（15日）

レンタカー費用の補償日額および
事故時の補償日数が拡充されます。

ロードアシスト、レンタカー等諸費用アシスト

*1 トータルアシスト自動車保険では、原則として人身傷害保険が自動セットされます。
*2 弁護士費用等を補償する特約をご契約いただく場合、「弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）」か「弁護士費用特約（自動車事故型）」の
いずれか一方を選択いただきます。
※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については、代理店までお問い合わせください。
「トータルアシスト自動車保険」は、総合自動車保険のペットネームです。このチラシは自動車保険（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。また詳しい補償内容については「ご契約のしおり（約款）」に記載しています
ので、必要に応じて東京海上日動のホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp）でご参照いただくか、代理店または東京海上日動にご請求くだ
さい。ご不明な点等がある場合には、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

鳥取県公立学校教職員

団体扱自動車保険

見積依頼書

ご契約やお見積り、詳しいご説明をご希望の方は、本見積依頼書、車検証、保険証券（表・裏）を下記代理店までFAXもしくは郵送に
てご送付ください。追ってご連絡申し上げます。
※当代理店は、ご提供いただいた個人情報を東京海上日動より委託を受けて行う損害保険の募集およびこれに付帯・関連するサービスの提供等に
利用させていただくことがあります。東京海上日動における個人情報の取扱い等については、次のホームページに掲載しております。
www.tokiomarine-nichido.co.jp

ご自宅電話番号

フリガナ

お名前

（

）

ー

ご勤務先電話番号（内線

ご勤務先・所属

（

）

）
ー

フリガナ

〒

ご自宅住所
お車の納車日

（車両購入・買替の場合）

お問い合わせ先

【代理店】

株式会社

ー

年

月

日

メール
アドレス

＠

【保険会社】

東京海上日動火災保険株式会社

鳥取教弘

山陰支店 鳥取支社
住所：〒680-0011
鳥取県鳥取市東町2-351

住所：〒680-0833
鳥取県鳥取市末広温泉町608
TEL：0857-26-5334
FAX：0857-22-0248

TEL：0857-23-2201
tm-20200622-0004
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新教弘保険ご加入のみなさまへ

＜新教弘保険 保障期間満了時のご契約例＞
保障期間満了後も
新教弘保険の保障期間満了時（65歳時）に、
医師の診査等を受けることなく、
ご加入いただいている新教弘保険の死亡保険金額の範囲内で、新教弘保険
K型 に加入することができます。

新教弘保険K型

（集団契約特約付勤労保険）
保険期間
5年満了ごとに
自動更新

死亡保険金
高度障害給付金
保険期間
5年満了ごとに
自動更新

満了

新教弘保険 K型の特徴
●死亡・高度障害保障を提供する保険です。

●詳しくは「契約概要」
「注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

●更新後の保険料は更新日現在の被保険者の年齢および保険料率に
よって計算します。
したがって通常更新後の保険料は更新前の
保険料より高くなります。

「教弘保険」
に
できること。
教職員とそのご家族の皆さま
に安心をお届けします。
公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称：
（公財）日教

・余命6ヵ月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づい
て、当社の医師の見解（場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン）
も含めて慎重に判断します。
・余命6ヵ月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療
による治療を行っても余命6ヵ月以内であることを意味します。

教職員の皆さま
各種の公益事業

安心支える
たすけあいの輪

日本教育公務員弘済会
（略称：
（公財）
日教弘）

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）および福祉事業は、教弘保険の契約者配当金によ

６０年以上に
わたる提携関係

り運営されており、日本の教育界に貢献しています。
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教弘保険加入と
保険金の支払い

ジブラルタ生命

2018.4 改訂
◀当社用

■ 保険料に関する事項 ＜月払・教弘扱＞

（2018年4月1日現在）

● 保険料例（保険金額：１００万円につき）

1,157円

● 更新後保険料例（保険金額：１００万円につき）

576円

1,773円
3,090円

887円
1,512円

上表の更新後保険料は、2018年4月1日現在の保険料率に
基づいて計算しており、今後変動する事があります。

●保険期間満了の日の2カ月前までに、特にお申し出がなければ、健康状態の如何にかかわらずこの保険は更新されます。更新後の保険料は、
更新日現在の被保険者の年齢および保険料率により新たに算出します。
したがって通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
●この保険には、
満期保険金はありません。
●保険料の自動振替貸付・払済保険・延長定期保険のお取扱いはできません。
配当金は変動（増減）
し、決算実績によっては０となることもあります。配当金は公益財団法人日本教育公務員弘済会に対してお支払いします。

ご契約の際には「契約概要」、
「注意喚起情報」、
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
●「契約概要」は、
ご契約のお申込みを検討いただく際に保険商品の内容などをご理解いただくために必要な情報を記載したものです。
●「注意喚起情報」は、
ご契約のお申込みに際して、
特にご注意いただきたい事項を記載したものです。
●「ご契約のしおり・約款」は、
ご契約についての大切な事項およびご契約者に必要な保険の知識を記載したものです。
必ずご一読のうえ、
大切に保管してください。
「ご契約のしおり・約款」記載事項の例／◆契約申込の撤回等
（クーリング・オフ）
について ◆健康状態・職業などの告知義務について
◆保険金・給付金などを支払わない場合または保険料のお払込みを免除できない場合について ◆解約と解約返戻金について
◆生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について

●このパンフレットに記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱いとなります。
●当社のライフプラン・コンサルタントは、お客様と当社の保険契約締結の媒介をする者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして生命保険契約
は、お客様からのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

※手続き方法、保険内容等詳細については、ジブラルタ生命保険の最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。
（弘済会までお電話いただけ
れば、担当営業所へ連絡を取り営業担当社員よりお答えさせていただきます。
）

コールセンター 教職員の
お客様

一般の
お客様

Gi-A-2018-058

（通話料無料）
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前改2017.4

2018.4 60,000 Gi-A-2018-058（YK：2021.9.30）G

運営委員会

鳥取教弘友の会

令和２年度

※「新型コロナウィルス感染拡大防止」のため中止とし、書面表決を実施した。
《永年勤続表彰》 塚田

1

令和元年度

(1) 事業報告
① 令和元年度

安雄

様
（運営委員

日 時：令和２年５月１日（金）１１時より
場 所：セントパレス倉吉

10 年） 感謝状と記念品を贈呈

事業報告及び会計決算報告
総会の出席状況
東

会 員 数
出席者数
出席率(30年度)

部

中

部

西

部

736 人

309 人

470 人

26 人

30 人

26 人

県

外

合

計

33人 1,548人
1人

83人

3.5%（3.9） 9.7%（11.3） 5.5%（7.1） 3.0%（3.6） 5.4%（6.3）

②
「友の会」
会報の発行
（30 号）
……７月
③
「教弘手帳」
の配布
（希望者）
……11 月
④ 研修旅行 10 月 28 〜 30 日 秋田・岩手を巡る２泊３日の旅 19 名の参加
(2) 会計決算報告及び会計監査報告
書面表決としたため教弘会館にて中村金一監査と加藤会長により監査を実施した。監査報告として会計
関係書類すべて正確、適正に処理されている旨の報告がありました。

2

令和２年度事業計画

(1) 事業計画
① 各地区
（東中西部地区）
総会の開催
◎秋に各地区ごとに開催予定でしたが延期
（詳細については後日ご案内）
②
「友の会」
会報の発行 7 月
◎特集号：令和元年度教育振興事業の様子
令和元年度友の会研修旅行記 等
③
「教弘手帳」
配布
（希望者）
④ 研修旅行
※今年度は、
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止です。
⑤ 指定施設宿泊補助
◎会員及びその家族が弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、
右記の表のとおり
補助する。
◎宿泊施設を利用する場合は、
宿泊施設に直接予約し、
その後
宿泊施設
泊 数
会 員
に弘済会事務局に宿泊者氏名、
宿泊年月日、
宿泊施設名等を
1泊目
2,000円
指定宿泊施設
報告してください。
「宿泊施設利用券」
を送付します。
2泊目
2,000円
◎利用券を宿泊施設のフロントに提出してください。

家

族

2,000円
2,000円

※指定宿泊施設については、
日教弘ホームページの
『指定宿泊一覧』
をご覧ください

鳥取教弘友の会役員
（第19期 令和２年度〜令和３年度）

◆役

役

員（19名）☆新役員

名

氏
会
長 ☆山 根
副 会 長
（東） 福 本
〃 （中） 中 川
〃 （西） 青 戸
運営委員
（東） ☆ 栗 岡
〃 （〃） 加 藤
〃 （〃） 野 崎

名
俊 道
國 愛
昇
晶 彦
玲 子
邦 雄
淳 介

《令和２年度用》

役 名
氏
運営委員
（東） 米 田
〃
(〃） 小 谷
〃 （中） 神 波
〃 （〃） ☆ 河 本
〃 （〃） 高 多
〃 （西） ☆ 船 越
〃
(〃） ☆ 小 林
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名
克
節
慧
哲
俊
延
千

彦
子
子
夫
子
子
春

役 名
運営委員
（西）
〃 （〃）
監
査（東）
〃 （中）
〃 （西）

氏
押 村
塚 田
中 村
小 川
川 田

名
克 彦
安 雄
金 一
聰
修 一

