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1 令和２年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第19期　令和２年度～令和３年度）

◆役　　員（19名）

●支部長あいさつ

●たすけあいの輪

●各地区総会、研修旅行について

●特集：教育振興事業の取り組み
●会員の声「日々生き生きと」

●損害保険（フルガード、自動車）

●65歳からの新教弘保険Ｋ型

●令和３年度運営委員会報告

●第19期友の会役員（令和３年度)

…P1
…P2
…P2
…P3～6
…P7～11

…P12～14
…P15～16
…P17
…P17

⑴　事業報告
①　令和２年度　総会
　※「新型コロナウイルス感染拡大防止」のため中止としました。

②　「友の会」会報の発行（31号）…７月

③　「教弘手帳」の配布（希望者）…11月

④　研修旅行「佐賀県を中心とする陶磁器の産地を巡る２泊３日の旅」を企画していましたが、「新型コロナ
ウイルス感染拡大防止」のため中止としました。

⑵　会計決算報告及び会計監査報告 
　事務局長より会計報告があり、川田修一監査の監査報告で、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。

⑴　事業計画
①　総会の開催
　◎秋に各地区ごとに開催　　　
　◎今年度は懇親会を行いません。
　◎新型コロナウイルスの感染状況によっては
　　中止とする場合があります。

②　「友の会」会報の発行　７月   
　◎特集号：令和２年度教育振興事業の様子／副会長及び運営委員による寄稿等

③　「教弘手帳」配布（希望者）

④　研修旅行
　※今年度も、研修旅行委員会を設置し、規模、日程、場所等について検討し案内します。
　◎新型コロナウイルスの感染状況によっては中止とする場合があります。

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をします。
　◎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
　　等を報告してください。「宿泊施設利用券」を送付します。
　◎利用券を宿泊施設のフロントに提出してください。
　※今年度より「白兎会館」も宿泊補助の対象施設となりました。多くの方がご利用下さい。

※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

令和３年度 鳥取教弘友の会　運営委員会

☆新役員

☆
☆
☆

10月７日（木）　場所：白兎会館
10月13日（水）　場所：倉吉シティホテル
10月５日（火）　場所：米子ワシントンホテル

東部地区
中部地区
西部地区

指定宿泊施設
1泊目
2泊目

2,000円
2,000円

2,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族

《永年勤続表彰》　川田　修一　監査（５年表彰）　感謝状と記念品を贈呈



　風薫るさわやかな季節となりましたが、今年も新型コロナウイルス感染が終息せず、当た
り前の日常がいかに大切であったかを感じずにはいられません。みなさん方はいかがお過ご
しでしょうか？
　コロナ禍は様々なところへ影響を及ぼしています。健康や生活、経済、そして教育へかつ
て経験したことがない憂慮すべき状況です。そんな中、子どもたちのために懸命に奮闘いた
だいている先生方に心から敬意と感謝を表します。一日も早い終息を願っています。
　さて、昨年度は友の会の主行事である「地区総会」「研修旅行」をコロナウイルス感染拡
大防止のため中止とさせていただきました。二つの行事はともに会員の親睦・交流を図りセ
カンド・ライフをより豊かにする目的を持っているだけに大変残念な結果となりました。
　本年度は、先に行われた「友の会運営委員会」で「地区総会」「研修旅行」ともに内容を
工夫して実施する方向ですすむことが確認されました。大いに期待するところであります。
　私は、弘済会の仕事をすすめる中で下記のような文に出会いました。諸先輩が弘済会を立
ち上げてくださった思いが綴られています。この精神は脈々と引き継がれ今日に至っていま
す。そして、退職されても「教弘保険」を継続され弘済会の礎を支えてくださっています。
このことにより弘済会の活動は、年々充実しています。昨年度は、高校生への給付奨学金は
117名、学校研究助成24校、団体助成42団体等へ実施することができました。友の会会員と
して弘済会の使命である「教育
振興事業」に大きく貢献してい
るのです。
　一粒の麦の種まきから始まっ
た弘済会の『たすけあいの輪』
はこんなにも大きく実を結び始
めています。これからも手を繋
ぎともに頑張りましょう。
　最後に今年度より福祉事業

「指定宿泊施設利用補助」の助
成内容で『白兎会館』も適用さ
れることとなりました。多いに
ご活用ください。会員の皆様の
益々のご健勝を祈念します。

「一粒の麦から」

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）

【一粒の麦から】
戦後の混乱によって人心が荒廃するなか
誰もが貧しかった時代
教育による日本復興を志すものがいた
自発的に興った『たすけあいの輪』は
やがて大きな波となり
『日本教育公務員弘済会』誕生の時を迎える

誕生から60数年の時を経て
相互扶助の精神は受け継がれ
わたしたちは　これからも『たすけあいの輪』を広げます

子どもたちの豊かな感性と
「学びたい」と思う情熱のために
わたしたちはあなたの力になります
未来に連なる今のために
明日を担う　子どもたちを応援します
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友の会研修旅行について
　４月30日（金）の友の会運営員会で、今年度は友の会研修旅行を規模、場所、実施方法等を十分に
考慮し、開催する方向で検討することが決定されました。
　今後、研修旅行委員会で詳細を検討し、後日ご案内いたします。
　なお、新型コロナウイルスの感染状況により中止とする場合もありますので、あらかじめご承知お
き願います。

研修旅行委員会委員
〔野崎淳介（東部）　河本哲夫（中部）　依藤典篤（西部）　前田厚彦（事務局）〕

安心
支え
るたすけあいの輪

たすけあいの輪

教弘保険は
教育振興と安心の

かたち

公益性 共済性

相互扶助の精神から生まれた 公益財団法人日本教育公務員弘済会

教職員のみなさま

公益財団法人 日本教育公務員弘済会 ジブラルタ生命

教弘保険加入と
保険金の支払い教育振興事業

福祉事業

60年以上にわたる提携関係

最終受益者は子どもたち

鳥取教弘友の会

各地区総会（東中西部地区）について
　４月30日（金）の友の会運営員会で、今年度は各地区総会を開催する方向で検討することが決定さ
れました。
　各地区の開催予定日は下記のとおりです。

　詳細につきましては、今後各地区の役員会で決定されますが、新型コロナウイルスへの感染拡大を
防止する観点から、毎年楽しみにしていただいている懇親会は、今年度は中止とさせていただきます。
それに代わる催しを検討していただいています。多数の方のご参加をお待ちしています。
　なお、新型コロナウイルスの感染状況により中止とする場合もありますので、あらかじめご承知お
き願います。

東部地区 ⓾月７日（木）⓾時～⓬時　 場所：白兎会館
中部地区 ⓾月⓭日（水）⓾時～⓬時　 場所：倉吉シティホテル
西部地区 ⓾月５日（火）⓾時～⓬時　 場所：米子ワシントンホテルプラザ
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令和２年度
教育振興事業の取り組み

　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　　通常募集　21名
　　　　　　　　再募集　　１名　　計22名
　・貸与金額　　1,650万円
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34校及び私立高

校８校の計42校
　　　（一人10万円給付、１校２名を原則とする。）
　　・給 付 者　　通常募集　79名
　　　　　　　　　臨時募集　38名　　計117名
　　・給付金額　　1,170万円

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　39万円＞
　①　学校研究（団体研究を含む）
　　 【最優秀賞】 　　10万円　（１件）
　　⃝南部町立会見小学校　　　　校長　船越路央
　　　 「地域の宝を主体的に守っていこうとする子
　　　　どもの育成」
　　　　～「桜にこめられた思い」を通して～
　　 【優 秀 賞】 　　５万円　（１件）
　　⃝日野町立黒坂小学校　　　　校長　下村敏彦
　　　 「主体的に情報を活用しながら未来に羽ばた
　　　　く子どもの育成をめざして」
　　　　～「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　（２件）
　　⃝米子市立福生西小学校　　　校長　野村洋文
　　　 「多様な考えに出合い　お互いに認め合い　
　　　　自己を高めようとする子の育成」　
　　　　～豊かな人間関係を基盤として、
　　　　　本音で語り合う道徳科の授業を通して～

　　⃝八頭町立郡家東小学校　　　校長　谷口敏明
　　　 「学び合い　人間関係を深め　自分たちで生
　　　　活をつくる東っ子の育成」
　②　個人研究（グループ研究を含む）
　　 【最優秀賞】 　　５万円　（１件）
　　⃝鳥取県立鳥取工業高校
　　　　　　　　　　国語科・地歴公民科・英語科
　　　　　　　　　　　　　代表　教諭　小林貴文
　　　 「教科の内容理解を促進し、豊かな人権意識
　　　　を育む『教科等横断的な授業』の試み」
　　 【優 秀 賞】 　　３万円　（２件）
　　⃝南部町立会見小学校　　　　教諭　三浦一美
　　　 「友達の思いを受け入れ　安心して自分を出
　　　　せる学級づくり」
　　　　～表現リズム遊びの授業を通して～
　　⃝鳥取市立北中学校　　　　　教諭　坂田浩美
　　　 「鳥取県に元気と笑顔を」
　　　　～鳥取県女子駅伝チームの
　　　　　　　　　　　取り組みを通して～
　　 【奨 励 賞】 　　２万円　（３件）
　　⃝南部町立西伯小学校　　　　教頭　福原潤一
　　　 「部落問題学習を児童の生活に生かす指導」
　　　　～自作教材「柏原の三青年」を

使っての実践～　　
　　⃝鳥取県立米子養護学校　　　教諭　倉敷　靖
　　　 「“「合わせる」っていいな！”表現すること
　　　　の楽しさを学ぶために」
　　　　～けんべい祭・ステージ発表での

実践を通して～　
　　⃝米子市立湊山中学校　　　　教諭　田中慎一
　　　 「生徒が主体的に学習する数学の授業にはど
　　　　のような評価が必要なのか」
　　　　～「世界人口の総和問題」を

実践事例として～　　

　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）】
　　⃝伯耆町立二部小学校　　　　校長　遠藤　肇
　　　 「主体的に学ぶ家庭教育の推進を目指して」
　　　　～全校児童が主体的に取り組む

自主学習の方策について～　
　　⃝鳥取市立逢坂小学校　　　　校長　岡本千鶴
　　　 「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～　
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　　 【個人部門（奨励賞）】
　　⃝鳥取大学附属中学校　　　　教諭　中尾尊洋
　　　 「問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～

　⑶　公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　　 【学校研究（採択）】
　　⃝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

ための家庭との協働」
　　　　～生活を振り返り、目標に向かって

よりよく成長しようとする児童の育成～
　　 【個人研究（採択）】
　　⃝米子市立加茂中学校　　　　教諭　山下欣浩
　　　 「ＳＤＧｓ達成の担い手となる生徒の育成」
　　　　～世界農業遺産のＥＳＤ教材開発を通して～

２　教育研究助成
　⑴　日教弘奨励金（学校教育研究助成）
　　贈呈校　　＜24校･･･240万円＞
　　①　通常募集校　　＜14校･･･140万円＞
　　　〔小学校80万円、中学校40万円、県立学校20万円〕
　　 【小 学 校】申請校数　８校　　80万円
　　⃝鳥取市立岩倉小学校　　　　校長　米井　誠
　　　 「なかまとつながり合い、進んで学び合う岩

倉っ子の育成」
　　⃝鳥取市立湖南学園　　　　　校長　河上照雄
　　　 「特設教科『拓』を核とした新教育課程の実

施と授業改善」
　　⃝岩美町立岩美西小学校　　　校長　谷口　謙
　　　 「主体的に学習や活動に取り組む児童の育成」
　　⃝三朝町立三朝小学校　　　　校長　藤原彰二
　　　 「自分の思いや考えを持ち、学び合いを通し
　　　　て自ら学ぶ児童の育成」
　　⃝琴浦町立八橋小学校　　　　校長　浅田倫也
　　　 「思いを伝え合い、互いの良さを認め、より
　　　　よい学級・学校をつくる子どもの育成」
　　⃝米子市立福米西小学校　　校長　井口恵美子
　　　 「未来へ向けて粘り強く挑戦する子どもの育成」
　　⃝大山町立大山小学校　　　　校長　齋籐　匠
　　　 「主体的に学び、自分の思いや考えを豊かに
　　　　表現できる子どもの育成」
　　⃝伯耆町立二部小学校　　　　校長　遠藤　肇
　　　 「生活科・総合的な学習の時間における地域
　　　　素材を生かした探究的な授業づくり」

　　 【中 学 校】申請校数　４校　　40万円
　　⃝鳥取市立鹿野学園　　　　　校長　渡邊直子
　　　 「新学習指導要領に挙げられている新しい学
　　　　力観に立ち、本校独自の教科『表鷲科』の
　　　　効果を他の教科で生かし学力向上を図る」
　　⃝倉吉市立河北中学校　　　　校長　齋尾正人
　　　 「自己教育力を育む教育～ひとりで学ぶ授業
　　　　づくり～」
　　⃝米子市立弓ヶ浜中学校　　　校長　勝本秀人
　　　 「語り合い、学び合い、支え合いながら仲間
　　　　とともに高め合う生徒の育成」
　　⃝日南町立日南中学校　　　　校長　吹野玉枝
　　　 「関わり合いを通して、生き抜く力を身につ
　　　　ける子どもの育成」
　
　　 【県立学校】申請校数　２校　　20万円
　　⃝鳥取県立鳥取商業高等学校　校長　岩田直樹
　　　 「マーチングにおける音楽と調和する視覚効
　　　　果の研究」
　　⃝鳥取県立鳥取工業高等学校　校長　中林正樹
　　　 「マイコン制御研究（MID）信号による群
　　　　制御」
　
　②　追加募集校　　＜10校･･･100万円＞
　　 【小 学 校】申請校数　５校　　50万円
　　⃝鳥取市立面影小学校　　　　校長　大西勝人
　　　 「『わかった・できた』を実感できる授業・
　　　　かかわり合える学級・学校づくり」
　　⃝鳥取市若葉台小学校　　　　校長　安本雅紀
　　　 「ともに学び 未来を創る 体育学習の構築」
　　⃝倉吉市立灘手小学校　　　　校長　竹中真弓
　　　 「多面的・多角的に物事を考える児童の育成」
　　⃝北栄町立北条小学校　　　　校長　笠見隆志
　　　 「地域の産業文化と学校の学びをつなぐ『広
　　　　場』づくり」
　　⃝湯梨浜町立羽合小学校　　　校長　小林研志
　　　 「運動の楽しさに浸り粘り強く課題を追求す
　　　　る子ども」

　　 【中 学 校】申請校数　５校　　50万円
　　⃝鳥取市立西中学校　　　　　校長　西村　晃
　　　 「豊かな人間関係の中で、学びに向かう生徒
　　　　の育成」
　　⃝鳥取市立河原中学校　　　　校長　長石　彰
　　　 「かかわりを楽しみ、自ら考え、判断して行
　　　　動する子どもの育成」
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　　⃝三朝町立三朝中学校　　　　校長　吉田朋幸
　　　 「学び合いを通して、自ら学び、判断し、表
　　　　現できる生徒の育成」
　　⃝米子市立湊山中学校　　　　校長　足立祥一
　　　 「つながり、深く考え学ぶ教育活動の充実」
　　⃝大山町立大山中学校　　　　校長　中嶋盛浩
　　　 「学校全体で取り組む『学び合い』への授業
　　　　改善」

　⑵　教育団体研究助成　　　　　＜243.8万円＞
　　　県小学校長会　　　　　　　　　　　10万円
　　　県中学校長会　　　　　　　　　　　10万円
　　　県高等学校長協会　　　　　　　　　10万円
　　　県特別支援学校長会　　　　　　　　10万円
　　　県私立中学高等学校長会　　　　　　10万円
　　　県公立学校教頭会　　　　　　　　　10万円
　　　県立学校副校長・教頭会　　　　　　10万円
　　　県立学校事務職員協会　　　　　　　10万円
　　　県立学校事務長会　　　　　　　　　10万円
　　　県公立小中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
　　　県教組・高教組（県教育研究集会） 　15万円
　　　小・中・県立学校の地区別校長会（21団体）

　　108.8万円

　⑶　教育研究大会助成　３件　　　 ＜26万円＞
　　⃝第61回中国地区高等学校定時制通信制教育振

興会大会並びに研究協議会　　　　〔10万円〕
　　⃝第25回全日本特別支援教育研究連盟中国・四

国地区研究大会（鳥取大会）　　　 〔６万円〕
　　⃝第14回中国地区小学校特別活動研究大会鳥取

大会　　　　　　　　　　　　　　〔10万円〕

３　教育出版
　⑴　教育実践研究論文集第14号の発刊

　　　　　　　　　  7500部　＜66万円＞
　　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。

三　教育文化事業
１　教育文化助成
　⑴　教育講演会等への助成　　　　 ＜50万円＞
　　　（各団体ともコロナ禍で活動制限）
　①　鳥取県ＰＴＡ協議会　　　　　　 〔20万円〕
　　◇研究大会は中止⇒ＤＶＤを作成し、学校単位
　　　での研修へ
　　　講演　『ネット依存の実態と対策』
　　　講師　鳥取大学医学部教授　 尾崎米厚 氏
　　◇実践発表
　　　令和元年度広報誌コンクール新日本海新聞社

賞受賞校
　　　　　　　　　 米子市立福米東小学校

ＰＴＡ会長　常松契一 氏
　　◇「とっとり子どもサミット」は３地区開催予
　　　定を中部地区での１か所開催へ
　　◇コロナ感染者への誹謗中傷をなくすための動
　　　画作成、配信等
　②　鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会　　 〔15万円〕
　　◇講演会　『今だからこそ考えてみたいスポー

　 ツの価値とは』
　　　講　師　スポーツクライミング日本代表

ヘッドコーチ　安井博志 氏
　③　鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会　〔５万円〕
　　　研究テーマ 『コロナ禍における子どもたちの

　命を守る活動の推進』
　　　内容　行政機関への要望・陳情
　④　青少年育成鳥取県民会議　　　　 〔10万円〕
　　◇講演会　『家族が変化し家庭教育が変わった！』
　　　講　師　前鳥取県図書館協会

会長　山田　晋 氏
　　◇第42回「少年の主張鳥取県大会」
　　　最優秀賞受賞者　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

　⑵　芸術・文化活動助成　　　　　 ＜15万円＞
　　⃝鳥取県高等学校文化連盟　　　　 〔15万円〕

　⑶　スポーツの奨励　　　　　　　 ＜30万円＞
　　⃝県小学校体育連盟　　　　　　　 〔10万円〕
　　⃝県中学校体育連盟　　　　　　　 〔10万円〕
　　⃝県スポーツ少年団　　　　　　　 〔10万円〕

令和２年度
教育振興事業の取り組み
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四　福祉事業の取り組み
　「指定施設宿泊補助」は、コロナ禍で旅行等を控
える方が多く、現職会員、友の会会員の合計で14名、
17泊、34,000円でした。
　ご利用方法は以下のとおりです。

宿 泊 施 設 泊 数  会　員 家　族

指 定 宿 泊 施 設
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。

※令和３年度より「白兎会館」も補助の対象施設と
なりました。多数の方がご利用してください。

≪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103名の加入者が有り、保険料の支
払いは以下のとおり６件（365,400円）でした。

　＜フルガード支払例＞
　・ベッドの上に上がってゴキブリを捕ろうとした

際、ベッドから落下し腰部骨折。（傷害）
　・玄関を上がる際、床が濡れていて滑って、足の

かかとを負傷。（傷害）
　・自転車から降りる際、転倒。花壇の角に体の左

側を強打し、胸部骨折。（傷害）
　・犬走の角につまづき転倒。手の小指靭帯断裂。

（傷害）
　・バドミントン練習中、強くスマッシュを打った

際、肩・上腕部を痛めた。（傷害）
　・魚釣りの準備中、腰ベルトに装着していたたも

網に釣り竿が引っ掛かり穂先を折損。（携行品）

　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２年度加入件数 ８２３ 11件の減

（令和元年度加入件数） （８３４）

お尋ね、申込は、事務局へご連絡ください。
（ＴＥＬ　0857－26－5334）
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　還暦を疾うに過ぎ古希がもうすぐやってくるとい
うのに有意義な時間を過ごしているとは言えない毎
日であった。そこで近くの公民館の絵手紙教室と俳
句教室に入会した。絵手紙教室は１年ほどで素質の
なさを感じすぐにあきらめたが絵の具がもったいな
いので我流の落書きを続けている。出合いの森の虫
や花などを描いているが進歩はない。俳句は細々と
続けている。歳時記を片手に五七五と指を折りなが
らの句は独り善がりの景の見えないものばかり。句
会で選句されることは滅多とない。
　運動量の少なくなった体型は腹囲や体重にレッド
カードが出る状態となり、20年来の掛りつけ医より
指導が入った。2014年６月より「とっとり出合いの
森」の山歩きを始めた。月木の週２回。年90回を目
標に続けている。少々の雨でも傘を差して、雪が
降っていてもスパッツを着けて尾根を歩く。１時間
ほどの起伏のある尾根の径は傘寿の脚力にはほどよ
いコースである。尾根の途中にワンカップの供えて
ある小さな祠がある。もっぱら「夫婦円満」をお願
いしている。お陰様で無事金婚式を迎えることがで
きた。
　なかなか腹囲にも体重にも変化は見られないが腹
囲10cm減、体重５kg減を目指して８年目も続ける。

　新年を迎えた出合
いの森を臘梅が彩る。
透きとおった花びら
から芳しい香りが
漂ってくる。新春の
風は頬にやさしい。
　立春を過ぎた渓の
奥から「グルグルグ
ルー　ガァッワァッ」
と小鳥のような鳴き
声が聞こえてくる。
タゴガエルの求愛の
声らしいが、１週間

ほどで聞こえなくなる。無事産卵を終えたらしい。
　春分に近づくと青空を翔ぶがごとくに白いタムシ
バが咲き乱れる。２月下旬の河津桜から４月下旬の
御衣黄まで桜の花見を楽しむことができる。
　青葉の山には白い花びらの花が似合う。ヤマボウ

シやエゴノキが雑木の
若葉に点在する。毎年、
テレビで放映される名
木ナンジャモンジャも
見頃となる。
　日当たりのいい斜面
にササユリが咲きそろ
う。腰を下ろして冷た
いお茶を飲む。「ほっ」
とするひとときである。
　夏休みに入ると捕虫
網を持った親子を見か
けるようになる。父親が揺さぶる枝の下で子供がク
ワガタムシの落ちてくるのを待っている。きょうの
絵日記は大きなクワガタムシかな。
　手の届かない枝にアケビがぶら下がっているがど
うにもならない。柴栗がはじけはじめる。運がよけ
れば夫婦２人の栗御飯分の栗を拾うことができる。
山の味はうまい。
　初雪の便りが届くようになる。鷲峰山の遙か遠く
に初冠雪の大山を望むことができる。澄んだ空気は
冬の深まりを感じる。

　黄色から橙色へ、そして赤と変化をしたタイワン
フウがすっかり落葉し堂々とした裸木となった。新
しい年への準備をはじめているだろうなあ。

笹鳴に耳をあづけて缶コーヒー
　まだ芽吹きのはじまらない雑木林は明るい。近く
の笹叢で鶯の笹鳴きがはじまった。風はまだ冷た
い。自販機の缶コーヒーで手を暖めながらしばらく

「チェッチェッチェッ」の声を聞く。
青空へ跳びついて咲く犬ふぐり
　春の野に一番早く咲く花の一つに犬ふぐりがあ
る。青空に跳びついて咲いたかのように空色のちい
さな花びらが早春の風に揺れている。

会 員 の 声

「とっとり出合いの森」の山歩記
福本 國愛（副会長・東部地区会員）

紅梅の花

初冠雪の大山
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とにした。鳥取県横
断サイクリングであ
る。退職時にクロス
バイクを購入し、い
つか実現したいもの
だと思っていた。
　妻にアシストをお
願いし、いよいよチャ
レンジすることにな
った。まずは、境港
夢みなと公園を出発。
新しく整備されたサ
イクリングロードを
皆生温泉に向かう。
天候も良し、風もさ
わやか、潮のにおいが何とも言えない。暖かな日差
しの中、釣り糸を垂れている人もいる。向こうから
やってくるサイクリストに出会う。「こんにちは」
挨拶を交わしながらペダルを踏む。途中、車で移動
している妻と展望台で合流。汗を拭きペットボトル
の水を口へ。「うまっ！」雄大な大山をバックに記
念の写真を撮る。海の空気を力いっぱい吸い込む…。
　呼吸も整い後半のロードへと出ていく。小川にか
かっている橋を渡り、松林を抜ける。皆生温泉街が
近くに見えてきた。サイクリングロードの終着点へ
と到着。
　おーゆーランドで妻が出迎えてくれた。汗を流し
湯船に…至福の時を過ごす。
　現職中は、車でよく行き来し見ていた景色も、
ゆっくり自転車で走ってみると景色もにおいも肌に
感じるものも新たな発見があり、愉しいものだ。
　つぎは皆生から中山までを予定。いざ岩美町を目
指して…。　　　　　　　　　　　　　（つづく）　

　若い頃から山歩きが好きで、いろいろな山に出か
けたものである。日本百名山など望むべくもない
が、せめて日本三霊山には挑戦したいと思ってい
た。三霊山とは富士山、立山、白山のことで、古く
より各地に「講」と呼ばれる組織を持つ信仰の山で
ある。

彩なして山の膨らむ木の芽風
　４月の山の木々はそれぞれの色に芽吹きはじめ
る。薄い和紙のちぎり絵のようである。一日一日の
色の変化は速い。まさに新緑から若葉へとなってい
く「山笑う」季節である。
老鶯やしばし摘果の手を休め
　1904年（明37）に千葉県松戸市から導入された樹
齢120年くらいの梨の木がある。鳥取県の二十世紀
梨の親木である。近くの林からすっかり本調子に
なった鶯の声が聞こえてくる。次の声を待ってしば
らく摘果の手を休める。
巳の刻の水面に揺るる未草
　小さな堤の水面半分くらいを未草が覆っている。
未の刻（午後２時頃）に咲くから未草というらしい
が巳の刻（午前10時頃）の水面にもうすでに咲き乱
れている。ずいぶん早起きの未草である。
句読点打って鳴きつぐ螽蟖
　草むらで鳴くきりぎりすの「チョン、（句読点）
ギース」の声は暑くるしい。残暑はまだ続く。
ジェット機の突きぬけていく鰯雲
　尾根歩きのコースの途中に展望台がある。眼下に
湖山池。その先にすこし丸みのある水平線の日本
海。空半分を鰯雲が覆っている。ジェット機が一直
線の飛行機雲を残して西の空へ消えてゆく。秋の始
まりである。
薄紅葉歩の軽くなる山の径
　季節の移ろいに敏感
な木々は早くも薄く色
づき山の粧いがはじま
る。いつもの山径も明
るく足取りも軽くな
る。爽やかな風が屋根
を吹きぬける。今日の
にぎり飯はうまい。

初春や　孫とリモート　ウィズコロナ
　コロナ禍の中新年を迎えた。近頃は出かけること
も少なくなり、人との出会う機会も少なくなった。
そこで、以前より温めていたプランを実行に移すこ

ふるさと発見サイクリング
中川 　昇（副会長・中部地区会員）

三　霊　山
小川 　聰（中部地区会員）

弓ヶ浜展望台にて
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　最初に登ったのは富士山で、２人の息子に「世界
のテッペンには立たせてやれないが、日本のテッペ
ンに立たせてやる」と長男が中学２年の夏休みに親
子４人で出かけた。車で箱根を巡り、富士スバルラ
インで五合目へ。駐車場のおじさんに日帰り登山に
ついて尋ねると「そんな事をするのは自衛隊ぐらい
だ」と言われたが、山小屋宿泊代を惜しんで翌日朝
５時に出発した。二男が否がるのを宥め励ましなが
ら頂上に着いたのは昼１時を過ぎていた。長男は調
子よく私たち３人を置いて先に登頂し、火口を一周
する「お鉢めぐり」もしたと言う。
　次に登ったのは白山で、高校生になっていた長男
を残し妻と二男と３人で向った。登山口の別当出合
で車中泊をし、ここも日帰り登山をした。砂防新道
を登り室堂から御前峰と翠ガ池などのお池めぐりを
し、観光新道を下り夕方には車にたどり着いた。
　最後は立山である。息子たちは成人していたので
夫婦２人で出かけた。立山駅の駐車場で車中泊を
し、朝一番にぜひ見たかった日本一の落差を誇る称
名滝に行った。その後ケーブルカーと高原バスで室
堂へ。浄土山を経由して一の越山荘で一泊。翌日主
峰の雄山から大汝山。富士ノ折立と縦走し、真砂岳
から雷鳥平へ下り地獄谷から登り返して室堂へ。以
前から泊まりたかった共済の施設である立山高原ホ
テルで疲れをいやした。
　三山ともかなり無理をした山登りであったが、楽
しい思い出である。後期高齢者となった今はテレビ
で山歩きを楽しむだけである。

　３月中旬、友人と２人で小さな旅を思い立った。
行き先は津和野。山陰海岸を列車で走り、長く続く
日本海の美しさに感動した。
　津和野に着いて、まず向かったのは「安野光雅美
術館」、水彩画の優しい色遣いと懐かしい風景がそ
こにあった。明日香の情景、絵本の数々、見飽きる
ことがないくらい楽しめた。
　次に、太鼓谷稲成神社へ。長い石段に沿って朱色
の鳥居が無数に並んでいる。上がっては休み、休ん
ではまた上がり、歳を感じながらようやく頂上の稲
成神社に到着した。山から見下ろす津和野の街並み

が美しい。山々に
ぐるりと囲まれ、
中央に津和野川が
蛇行して流れ、そ
の両岸に民家が並
んでいる。まるで
おとぎ話の世界に
紛 れ 込 ん だ よ う
だ。
　その日は、百年
以上の歴史がある
古い宿に宿泊。心
温まる接待にほっ
こりする。
　翌日は、江戸時
代に笹ヶ谷銅山の年寄役を務めた堀氏の庭園を訪れ
た。紅葉のころが一番美しいそうだが、３月は雛飾
りがずらりと並べられ、見事であった。
　帰りに、同じ年頃のタクシーの運転手さんが「僕
らが若かったときは、津和野はとても賑やかだった
けど、今では年寄りばかりになってしまった。唯一
の津和野高校も生徒が減り、県外から山村留学を募
り、寄宿舎生活をしている。」などと話された。地
方は何処も同じだなと感慨深く聞いた。
　旧森鴎外宅や殿町通りの古い建造物を眺めなが
ら、50年ぶりの津和野を楽しんだ。
　一日も早くコロナを心配しないで、安心して旅が
できる日が戻って来ることを願っている。

会 員 の 声

小 さ な 旅
高多 俊子（中部地区会員）

津和野の街並み

太鼓谷稲成神社の鳥居
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した３月22日から毎朝健康テニスを楽しんでいま
す。
　また27日には、湯梨浜町の羽衣石城に登り東郷
池、馬ノ山古墳、日本海を眼下に展望し素晴らしい
景色を堪能しました。

　何が起こるか分からない日常の時の流れのなかで
チョットしたことで大きな事故に繋がることを改め
て実感しました。

はじめに
　現在、日南町教育委員会で社会教育に携わってい
る。本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、諸々の会合や研修会・イベントが中止と
なった。ご多分に漏れず、本町も生涯学習講座や文
化祭、イベントなどは中止を余儀なくされたが、い
ろいろな感染防止策を駆使して、実施したものもあ
る。しかし、学びたいけれど受講するのを控えられ
た人たちも多くおられた。

　各地で桜の見頃を迎える一方、コロナ禍で日常生
活が大きく変わるなか、私は感染こそしなかったも
のの、昨年の２月末に転倒骨折で入院、その後遺症
で今年の３月初めまで大きな出来事が３回も続き異
例の年でした。
　最初の出来事は、昨年の２月29日に庭の小さな斜
面でチョットした油断で転倒、左足首を骨折し初め
て１ヶ月入院。その節は弘済会のフルガードのお世
話になり感謝しています。４月に退院し２ヶ月後に
は日常生活ができソフトテニス仲間の人達にも助け
られながら、10月25日のスポレク大会に出場でき完
全回復に内心喜んでいました。
　問題は、後遺症の１回目となる11月初めの頃、骨
折した左足を無意識に右足で庇い無理をしていたせ
いか右足股関節と右腿内転筋の痛みが増し、11月末
には経験したことのない激痛で歩行も困難な状態に
陥り、回復する先月の２月末まで痛みに大変苦労し
ました。
　２回目の出来事は、12月中旬から右肩甲骨、右腕
に経験のない激痛で指先に力が伝わらなく箸を持ち
動かすことが出来なく、左手で食事し苦労しまし
た。
　３回目は、12月末の大雪の前日側溝の溝蓋に右手
薬指の指先を挟む。
　些細なことで色々つまずき、後遺症の右足股関節
痛から３ヶ月、桜前線の北上と共にようやく歩行時
の痛みが解消し、桜の開花と同時に倉吉市営コート
の人工芝工事のうち４つのコートが完成。オープン

羽衣石城より日本海東郷池

学びつづけよう
青戸 晶彦（西部地区会員）

つまずいて知った健康の有難さ
後悔先に立たず

河本 哲夫（中部地区会員）

倉吉市営テニスコート
4/22 人工芝完成４面オープン ミニたたら製鉄
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私たちは学びつづけたい

　人間は学びつづけることにより人間になること
ができる。それは永遠の真理であり、一人一人の、
いわば日常の課題である。人間はまた、学びつづ
けることによって、自らの若さを保ち生きがいを
高めることができる。歳若くても学ばぬものの顔
には生気がなく、学びつづけるものの表情は、生
き生きとして明るい。
　私たちは、まず自らのために学びつづけたい。
いつまでも健やかに、より美しく生きぬくために、
しかもそれは決して自らのことにのみとどまるこ
とではない。生き生きとした人の存在は、その家
族を、また友人をさらに近隣の人々を喜ばせる。

　この文章は、昭和55年度から日南町生涯学習学級
「人生学園」の学園信条の中に述べられている。と
ても心の中に残っていて、今の仕事の根幹をなして
いる。
退職後は「キョウイク」と「キョウヨウ」
　定年退職になっても、仕事をする人や地域の活動
に参加する人など、「元気な高齢者」が増えている。
一方で定年退職して、行くところがない、やること
がない、話す人がいない、そんな高齢者も増えつつ
ある。
　毎日元気に生活を送るための秘訣は「キョウイク

（教育？）」と「キョウヨウ（教養？）」であるという。
この言葉は参議院議員であった野末陳平氏の言葉で
あるらしい。
　「キョウイク」とは「今日も行くところがある」こ
と、「キョウヨウ」とは「今日も用事がある」ことだ
そうである。逆に、「行くところ」も「用事」もな
ければ、高齢者は家に引きこもったままで一日が終
わってしまう。健康寿命を延ばすための合言葉が

「キョウイク」と「キョウヨウ」のようだ。
健康寿命と生涯学習
　健康寿命とは、介護や人の助けを借りずに、普段
の生活が一人ででき、健康的な日常が送れる期間の
ことをいう。健康寿命とよく比較されるのが『平均
寿命』である。
　鳥取県の平均寿命は女性87.27歳（全国14位）、男
性80.17歳（全国39位）と延びた。また、健康寿命は、
女性74.14歳（全国40位）、男性71.69歳（全国33位）
である。平均寿命と健康寿命の差は、介護を受ける
か寝たきりの状態で生活する期間である。これから
は健康寿命を伸ばすことに意識を変える必要がある。
　そのためには、
①　感情豊かで、生きがい・趣味をもつ。
②　スポーツを好む。

会 員 の 声

③　友人との交際を好む。
④　新聞、テレビでニュースを見る。
⑤　時代の移り変わりに敏感になる。
こうした実践が健康寿命を伸ばすと言われている。
まさに生涯学習そのものである。
学歴社会から学習歴社会に
　学歴偏重の社会的風潮がまだまだ残っている。そ
んな学歴の重視ではなく、「学習歴」が重要視され
る世の中に変える必要がある。自分のために、いつ
でも、どこでも自由に学習機会を選択し、学ぶこと
ができ、その成果が評価される社会でありたい。
　いつでも、どこでも、自由になんでも、学び続け
ることがとってもかっこいいと、みんなが認める社
会にしたいものである。

おわりに
　私が校長１年目の研修会で非常に興味を持って聞
いた話がある。それは、江戸時代後期の儒学者で
あった「佐藤一斎」という人物である。その佐藤一
斎の語ったことばの一つに、「少くして学べば則ち
壮にして為すこと有り。壮にして学べば 則ち老い
て衰えず。老いて学べば則ち死して朽ちず。」（言志
晩録：第60条）というのがある。口語訳をすれば、

「若くして学べば、大人になって人のために役に立
つ人間になる。壮年になって学べば、年をとっても
衰えない。年をとって学べば、その精神は永遠に残
る。」ということばである。
　これこそが、生涯学習であると感じた。指導者の
バイブルと呼ばれた「言志四緑」を購入し、学校経
営に生かしたいと読んだものだ。現在の仕事にも通
じる。

全体学習
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鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様へ

団体扱割引 保険料

８８８８％
年間 7,960 円

割安

下記保険料例の場合、
一般契約に比べて

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。

(基準日:2019年7月1日現在）

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

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。）。

＜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
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
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
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
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％）、
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
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
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
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
日額５,０００円

*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
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
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
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
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
ＴＥＬ：0857-26-5334 ＦＡＸ：0857-22-0248 担当：山陰支店 鳥取支社

ＴＥＬ：0857-23-2201 ＦＡＸ：0857-22-1388

0108-GN02-B12054-201905

適用 *1*1*1*1

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 保険料

８８８８％
年間 7,960 円

割安

下記保険料例の場合、
一般契約に比べて

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。

(基準日:2019年7月1日現在）

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

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。）。

＜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
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
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
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
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％）、
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
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
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
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
日額５,０００円

*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
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
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
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
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
ＴＥＬ：0857-26-5334 ＦＡＸ：0857-22-0248 担当：山陰支店 鳥取支社

ＴＥＬ：0857-23-2201 ＦＡＸ：0857-22-1388

0108-GN02-B12054-201905

適用 *1*1*1*1

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 保険料

８８８８％
年間 7,960 円

割安

下記保険料例の場合、
一般契約に比べて

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。

(基準日:2019年7月1日現在）

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

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。）。

＜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
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
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
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
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％）、
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
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
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
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
日額５,０００円

*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
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
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
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
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
ＴＥＬ：0857-26-5334 ＦＡＸ：0857-22-0248 担当：山陰支店 鳥取支社

ＴＥＬ：0857-23-2201 ＦＡＸ：0857-22-1388

0108-GN02-B12054-201905

適用 *1*1*1*1
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オプション

オプション

オプション

安心をお届けします。

賠償
に関する
補償

ご自身
の補償

お車
の補償

東京海上日動は、

３つの基本補償 ３つの基本特約
賠償責任保険 弁護士費用特約

（日常生活・自動車事故型）*2　（自動車事故型）*2

傷 害 保 険 入院時選べるアシスト特約

【対人賠償責任保険、対物賠償責任保険】 もらい事故アシスト

ロードアシスト、レンタカー等諸費用アシスト

入院時選べるアシスト【人身傷害保険】*1

人身傷害の
他車搭乗中および車外自動車事故補償特約

レンタカー費用等
補償特約（事故時30日）

と で

車 両 保 険
自動セット 車両全損時諸費用補償特約

自動セット

「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。

相手方の治療費や修理費等をお支払いします。

自動セット 対物超過修理費特約

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。

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。

※乗車中の方も
補償します。

３つの基本補償 ３つの基本特約

車両搬送・応急対応・レンタカー
費用等補償特約（15日）

*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。

フリガナ

お名前

ご勤務先・所属

フリガナ

ご自宅住所

ご自宅電話番号

（　　　　　　）　　　　　ー

ご勤務先電話番号（内線　　　　　　）

〒　　　　　ー

年　　　　　月　　　　　日お車の納車日 
（車両購入・買替の場合）

【代理店】
株式会社　鳥取教弘
住所：〒680-0833 
鳥取県鳥取市末広温泉町608 
TEL：0857-26-5334　FAX：0857-22-0248

（　　　　　　）　　　　　ー

【保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
山陰支店　鳥取支社 
住所：〒680-0011　 
鳥取県鳥取市2-351　TEL：0857-23-2201

＠

お
問
い
合
わ
せ
先

メール 
アドレス

※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

tm-20210519-0009

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。
鳥取教弘の団体扱割引 東京海上日動の 

一般契約に比べ

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％）} 
　 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％）}ご注意

ドライブエージェント パーソナル（DAP）

１０％適用 約５％割安

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（DAP）特約（事故発生の通知等に関する特約）をご用意しました。

もしもの事故も、いつもの安心も。ドライブレコーダーが見守ります！
端末は2種類をご用意！

前方はバッチリ！
前方1カメラ型

特約保険料
月額620円

＊

後方も撮影可能！
2カメラ一体型

特約保険料
月額810円

＊

※2カメラ一体型は2021年 
4月以降始期契約の場合にご 
契約いただけます。

〈内側〉

〈外側〉

＊ 保険期間1年、団体扱の場合の分割払保険料です。

東京海上日動オリジナルドライブレコーダーの主な特徴（共通）
映像を鮮明に 

記録
自動で事故連絡＆ 

通話も可能
事故時の映像を 

自動送信
常に最新版に 

自動アップデート

「安心・安全」をお届けする３つのサービス
「いざ」という時も

日常の運転中も

ご契約の更新時も

高度な事故対応サービス
事故防止支援サービス
安全運転診断サービス

サービスの概要について動画でもご案内しています

前方 
1カメラ型

2カメラ 
一体型

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

―　　―13



オプション

オプション

オプション

安心をお届けします。

賠償
に関する
補償

ご自身
の補償

お車
の補償

東京海上日動は、

３つの基本補償 ３つの基本特約
賠償責任保険 弁護士費用特約

（日常生活・自動車事故型）*2　（自動車事故型）*2

傷 害 保 険 入院時選べるアシスト特約

【対人賠償責任保険、対物賠償責任保険】 もらい事故アシスト

ロードアシスト、レンタカー等諸費用アシスト

入院時選べるアシスト【人身傷害保険】*1

人身傷害の
他車搭乗中および車外自動車事故補償特約

レンタカー費用等
補償特約（事故時30日）

と で

車 両 保 険
自動セット 車両全損時諸費用補償特約

自動セット

「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。

相手方の治療費や修理費等をお支払いします。

自動セット 対物超過修理費特約

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。

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。

※乗車中の方も
補償します。

３つの基本補償 ３つの基本特約

車両搬送・応急対応・レンタカー
費用等補償特約（15日）

*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。

フリガナ

お名前

ご勤務先・所属

フリガナ

ご自宅住所

ご自宅電話番号

（　　　　　　）　　　　　ー

ご勤務先電話番号（内線　　　　　　）

〒　　　　　ー

年　　　　　月　　　　　日お車の納車日 
（車両購入・買替の場合）

【代理店】
株式会社　鳥取教弘
住所：〒680-0833 
鳥取県鳥取市末広温泉町608 
TEL：0857-26-5334　FAX：0857-22-0248

（　　　　　　）　　　　　ー

【保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
山陰支店　鳥取支社 
住所：〒680-0011　 
鳥取県鳥取市2-351　TEL：0857-23-2201

＠

お
問
い
合
わ
せ
先

メール 
アドレス

※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

tm-20210519-0009

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。
鳥取教弘の団体扱割引 東京海上日動の 

一般契約に比べ

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％）} 
　 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％）}ご注意

ドライブエージェント パーソナル（DAP）

１０％適用 約５％割安

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（DAP）特約（事故発生の通知等に関する特約）をご用意しました。

もしもの事故も、いつもの安心も。ドライブレコーダーが見守ります！
端末は2種類をご用意！

前方はバッチリ！
前方1カメラ型

特約保険料
月額620円

＊

後方も撮影可能！
2カメラ一体型

特約保険料
月額810円

＊

※2カメラ一体型は2021年 
4月以降始期契約の場合にご 
契約いただけます。

〈内側〉

〈外側〉

＊ 保険期間1年、団体扱の場合の分割払保険料です。

東京海上日動オリジナルドライブレコーダーの主な特徴（共通）
映像を鮮明に 

記録
自動で事故連絡＆ 

通話も可能
事故時の映像を 

自動送信
常に最新版に 

自動アップデート

「安心・安全」をお届けする３つのサービス
「いざ」という時も

日常の運転中も

ご契約の更新時も

高度な事故対応サービス
事故防止支援サービス
安全運転診断サービス

サービスの概要について動画でもご案内しています

前方 
1カメラ型

2カメラ 
一体型

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

鳥取市東町

オプション

オプション

オプション

安心をお届けします。

賠償
に関する
補償

ご自身
の補償

お車
の補償

東京海上日動は、

３つの基本補償 ３つの基本特約
賠償責任保険 弁護士費用特約

（日常生活・自動車事故型）*2　（自動車事故型）*2

傷 害 保 険 入院時選べるアシスト特約

【対人賠償責任保険、対物賠償責任保険】 もらい事故アシスト

ロードアシスト、レンタカー等諸費用アシスト

入院時選べるアシスト【人身傷害保険】*1

人身傷害の
他車搭乗中および車外自動車事故補償特約

レンタカー費用等
補償特約（事故時30日）

と で

車 両 保 険
自動セット 車両全損時諸費用補償特約

自動セット

「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。

相手方の治療費や修理費等をお支払いします。

自動セット 対物超過修理費特約

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。

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。

※乗車中の方も
補償します。

３つの基本補償 ３つの基本特約

車両搬送・応急対応・レンタカー
費用等補償特約（15日）

*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。

フリガナ

お名前

ご勤務先・所属

フリガナ

ご自宅住所

ご自宅電話番号

（　　　　　　）　　　　　ー

ご勤務先電話番号（内線　　　　　　）

〒　　　　　ー

年　　　　　月　　　　　日お車の納車日 
（車両購入・買替の場合）

【代理店】
株式会社　鳥取教弘
住所：〒680-0833 
鳥取県鳥取市末広温泉町608 
TEL：0857-26-5334　FAX：0857-22-0248

（　　　　　　）　　　　　ー

【保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
山陰支店　鳥取支社 
住所：〒680-0011　 
鳥取県鳥取市2-351　TEL：0857-23-2201

＠

お
問
い
合
わ
せ
先

メール 
アドレス

※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

tm-20210519-0009
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（2018年4月1日現在）

1,157円 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。

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 な々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。

■ 保険料に関する事項 ＜月払・教弘扱＞

● 保険料例（保険金額：１００万円につき） ● 更新後保険料例（保険金額：１００万円につき）

●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。

一般の
お客様

教職員の
お客様

（通話料無料）

コールセンター

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。

◀当社用

2018.4 改訂

前改2017.4 2018.4  60,000  Gi-A-2018-058（YK：2021.9.30）GGi-A-2018-0582018.4改訂

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  保障期間満了時のご契約例＞

新教弘保険ご加入のみなさまへ

●死亡・高度障害保障を提供する保険です。

●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。

新教弘保険 K型の特徴

・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。

●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。

保障期間満了後も

安心支える
たすけあいの輪

ジブラルタ生命日本教育公務員弘済会

教職員の皆さま

各種の公益事業 教弘保険加入と
保険金の支払い

６０年以上に
わたる提携関係

（略称：（公財）日教弘）公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称：（公財）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）および福祉事業は、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。

「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。

保険期間
5年満了ごとに

自動更新

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

満 了

新教弘保険K型
（集団契約特約付勤労保険）
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（2018年4月1日現在）
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令和３年７月　ｰ第32号ｰ

鳥取教弘友の会友の会 鳥取市末広温泉町608番地
TEL（0857）26－5334 FAX（0857）22－0248

編集

（公財）日本教育公務員弘済会鳥取支部

発行

㈱ 鳥 取 教 弘

日　時：令和３年４月30日（金）１１時より
場　所：セントパレス倉吉　

わさび田（倉吉市関金町）

今日も元気に《令和３年度用》

山 根 俊 道
福 本 國 愛
中 川 　 昇
押 村 克 彦
栗 岡 玲 子
加 藤 邦 雄
野 崎 淳 介

米 田 克 彦
澤 　 宗 樹
神 波 慧 子
河 本 哲 夫
高 多 俊 子
船 越 延 子
小 林 千 春

神 庭 賢 一 
依 藤 典 篤
中 村 金 一
小 川 　 聰
川 田 修 一

会　　　　長
副 会 長（東）
　 〃 　（中）
　 〃 　（西）
運営委員（東）
　 〃 　（〃）
　 〃 　（〃）

運営委員（東）
　 〃 　(〃）
　 〃 　（中）
　 〃 　（〃）
　 〃 　（〃）
　 〃 　（西）
　 〃 　(〃）

運営委員（西）
　 〃 　（〃）
監 　 査（東）
　 〃 　（中）
　 〃 　（西）

役　名 氏　　名 氏　　名 氏　　名役　名 役　名

令和３年度　事業計画2

1 令和２年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第19期　令和２年度～令和３年度）

◆役　　員（19名）

●支部長あいさつ

●たすけあいの輪

●各地区総会、研修旅行について

●特集：教育振興事業の取り組み
●会員の声「日々生き生きと」

●損害保険（フルガード、自動車）

●65歳からの新教弘保険Ｋ型

●令和３年度運営委員会報告

●第19期友の会役員（令和３年度)

…P1
…P2
…P2
…P3～6
…P7～11

…P12～14
…P15～16
…P17
…P17

⑴　事業報告
①　令和２年度　総会
　※「新型コロナウイルス感染拡大防止」のため中止としました。

②　「友の会」会報の発行（31号）…７月

③　「教弘手帳」の配布（希望者）…11月

④　研修旅行「佐賀県を中心とする陶磁器の産地を巡る２泊３日の旅」を企画していましたが、「新型コロナ
ウイルス感染拡大防止」のため中止としました。

⑵　会計決算報告及び会計監査報告 
　事務局長より会計報告があり、川田修一監査の監査報告で、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。

⑴　事業計画
①　総会の開催
　◎秋に各地区ごとに開催　　　
　◎今年度は懇親会を行いません。
　◎新型コロナウイルスの感染状況によっては
　　中止とする場合があります。

②　「友の会」会報の発行　７月   
　◎特集号：令和２年度教育振興事業の様子／副会長及び運営委員による寄稿等

③　「教弘手帳」配布（希望者）

④　研修旅行
　※今年度も、研修旅行委員会を設置し、規模、日程、場所等について検討し案内します。
　◎新型コロナウイルスの感染状況によっては中止とする場合があります。

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をします。
　◎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
　　等を報告してください。「宿泊施設利用券」を送付します。
　◎利用券を宿泊施設のフロントに提出してください。
　※今年度より「白兎会館」も宿泊補助の対象施設となりました。多くの方がご利用下さい。

※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

令和３年度 鳥取教弘友の会　運営委員会

☆新役員

☆
☆
☆

10月７日（木）　場所：白兎会館
10月13日（水）　場所：倉吉シティホテル
10月５日（火）　場所：米子ワシントンホテル

東部地区
中部地区
西部地区

指定宿泊施設
1泊目
2泊目

2,000円
2,000円

2,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族

《永年勤続表彰》　川田　修一　監査（５年表彰）　感謝状と記念品を贈呈
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