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2022年７月頃～2024年１月３日（水）開催！

今日も元気に《令和４年度用》
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1 令和３年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第20期　令和４年度～令和５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４年度運営委員会報告

●第20期友の会役員（令和４年度)

…P1
…P2
…P2
…P3～6
…P7～11

…P12～14
…P15～16
…P17
…P17

⑴　事業報告
①　総　会
　•中部地区（新型コロナウイルス感染対策を十分に施したうえで）開催。
　　　　　　　18人参加、総会＋バイオリンとヴィオラのミニコンサート
　•東部・西部は「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（32号）…７月
③　「教弘手帳」の配布（希望者）…11月
④　研修旅行「世界遺産『石見銀山』まち歩き・石見神楽出張上演と絶景トロッコ列車『奥出雲おろち号』２

日間の旅」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、小川聰監査の監査報告で、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
　◎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３年度教育振興事業の様子／副会長及び運営委員等による寄稿
③　「教弘手帳」配布（希望者）
④　研修旅行
　※研修旅行委員会を設置して、日程・場所等実施の方向で検討し案内します。
　◎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 
　◎教弘保険加入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。
　※令和３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４年度 鳥取教弘友の会　運営委員会

☆新役員

☆

☆

☆
☆

10月４日（火）　場所：白兎会館
10月12日（水）　場所：倉吉シティホテル
10月７日（金）　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

3,000円
3,000円

2,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族

《永年勤続表彰》　中村　金一　監査、小川　　聰　監査（10年表彰）
　　　　　　　　　高多　俊子　運営委員（５年表彰）　感謝状と記念品を贈呈



　盛夏の候、鳥取教弘友の会会員の皆様には、ますますご健勝にてお過ごしのこととお慶び申し
上げます。
　さて、私ですが、このたび鳥取支部長（友の会会長）を６月末で退任いたしました。
　思い起こせば、平成24年度より10年３ヶ月間、事務局長・専任幹事・支部長と、多くの皆様の
ご支援とご協力をいただき勤めさせていただきました。特に事務局長の時には、元支部長山田篤
様、同じく尾﨑祥彦様、前支部長加藤憲雄様には、特段のご指導を賜りながらの勤めであり感謝
申し上げます。仕事を開始した平成24年４月１日は、内閣府から『公益認定』をいただき公益財
団法人として歩みを始めた時でした。組織の確立はもとより公益財団法人となった日教弘（弘済
会）は『民による公益の増進』という新法の精神と法人の任務を自覚しながら着実な展開に努め
てまいりました。正に基礎を築き上げる期間であり、精一杯努力してきたつもりでいます。
　友の会会員の皆様にはこうした弘済会の果たすべく役割を後押ししていただきました。皆様の
こうした各地区での活動は自主的運営を基本に教育振興への寄与貢献、会員の福祉増進や親睦・
交流を図っていただきました。深く感謝申し上げます。
　鳥取教弘友の会がますます充実・発展されますことを祈念し、退任のあいさつとさせていただ
きます。

　盛夏の候、鳥取教弘友の会会員の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。皆
様には、平素より本会並びに鳥取教弘友の会の諸事業の推進にご理解とご支援を賜っております
こと、厚くお礼を申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大でここ２年間思うように活動ができず、皆様には大変申し訳
なく思っています。会員の皆様が一堂に会して交流を深める機会が一刻も早く訪れることを念ず
るばかりです。
　さて、令和４年７月１日より前山根俊道支部長の後任として支部長に就任いたしました前田厚
彦です。どうぞよろしくお願いいたします。
　令和４（2022）年度は、日本教育公務員弘済会創立70周年、公益財団認可10周年の年です。70
年前、教育に携わる仲間たちの「たすけあい」の輪を広げようとの思いから始まった日本教育公
務員弘済会は、「たすけあい」（共助）にとどまらず、今では日本屈指の助成団体として教育振興
事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）（公助）を展開しています。鳥取支部もそ
の一翼を担い、「最終受益者は子どもたち」を合言葉に鳥取の教育の発展の下支えを努めていま
す。教弘保険あっての弘済会であり、皆様のご支援の賜物です。
　明日を担う子どもたちの健やかな成長のために、また友の会会員の皆様にお元気をお届けする
ために、微力ではありますが、これからも事業の充実発展に努めてまいりたいと思います。皆様
の一層のご協力をお願いし、就任の挨拶とさせていただきます。

退任のあいさつ

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　
　　前支部長 　山　根　俊　道

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部　
　　支部長 　前　田　厚　彦

（鳥取教弘友の会 会長）
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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
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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

　４月28日（木）の友の会運営委員会で、コロナ禍ではありますが感染対策をしっかりとりながら、
今年度は各地区で総会を開催する方向で進めることが決定されました。多数の方のご参加をお待ちし
ています。
　各地区の開催予定日は右記
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。

　４月28日（木）の友の会運営委員会で、今年度の研修旅行について、規模、場所、実施方法等を十
分に考慮し、実施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。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
〔加藤邦雄（東部）　河本哲夫（中部）　船越延子（西部）　杉本仁詞（事務局）〕　

　令和４年４月１日施行の日教弘会員制度規程により、会員の資格や条件が整備さ
れました。日教弘の趣旨に賛同していただいた教職員の方が日教弘（弘済会）会員
となります。友の会の皆様はすでに会員であり、右のような会員証がすでに届いて
いると思いますが、このカードをお持ちの方は日教弘本部の福利厚生サービス（日
教弘クラブオフ）を利用することができます。
　詳細につきましては日教弘ホームページでご確認ください。

鳥取教弘友の会

東部地区 ⓾月４日（火）⓾時～⓬時　 場所：白兎会館
中部地区 ⓾月⓬日（水）⓾時～⓬時　 場所：倉吉シティホテル
西部地区 ⓾月７日（金）⓾時～⓬時　 場所：米子ワシントンホテルプラザ

友の会研修旅行について

新しい会員制度規程について

各地区総会（東中西部地区）について
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令和３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　　18人
　・貸与金額　　1,625万円
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、私立高校

８校及び高等専修学校３校の計45校
　　　（１名10万円給付、１校２人を原則とする）
　　・給 付 者　　　　　84名
　　・給付金額　　　　　840万円

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　46万円＞
　①学校研究（団体研究を含む）
　　 【最優秀賞】 　　10万円　（１件）
　　⃝鳥取市立宮ノ下小学校　　　校長　武林真理
　　　 「互いのよさを認め合いながら、夢や希望を

持ち、主体的に行動する子どもの育成」
　　　　～特別活動で学校が変わる！
　　　　　　　　　　　　３年間の取り組み～
　　 【優 秀 賞】 　　５万円　（１件）
　　⃝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」
　　　　～「自治力」を基盤とした
　　　　　　　　　　　　特別活動等の実践～
　　 【奨 励 賞】 　　３万円　（２件）
　　⃝大山町立中山小学校　　　　校長　生田信樹
　　　 「主体的に学び、豊かに表現する子の育成」
　　　　～子どもの考えを大切にし、
　　　　　　　　説明する力を高める授業づくり～
　　⃝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」
　　　　～一人一人の「わかる・できる」を
　　　　　　大切にした算数科の学習をめざして～

　　 【特 別 賞】 　　５万円　（１件）
　　⃝鳥取県立鳥取商業高等学校　校長　岩田直樹
　　　 「大切なのは、ことが起こったその後の対応」
　　　　～「学校で新型コロナウイルスの
　　　　　　　　　　　クラスター発生」その後～
　②個人研究（グループ研究を含む）
　　 【最優秀賞】 　　５万円　（１件）
　　⃝琴浦町立八橋小学校　　　　教諭　谷田健司
　　　 「児童の『気づき』を促す低学年のＧＩＧＡ

端末活用」
　　　　～２年生活科
　　　　　　　 「まちたんけん」の学習を通して～
　　 【優 秀 賞】 　　３万円　（３件）
　　⃝琴浦町立船上小学校　　　　教諭　松井敏樹
　　　 「ふるさとを愛する子どもの育成」
　　　　～３年社会科
　　　　　　　 「農家の仕事　畜産」を通して～
　　⃝鳥取市立北中学校　　　　　講師　渡辺敦子
　　　 「外国籍の生徒の学びを保証する」
　　　　～個別の支援の取り組みを通して～
　　⃝鳥取市立桜ヶ丘中学校　学校司書　山田富美子
　　　 「学校図書館と情報リテラシー」
　　　　～今、学校司書としてできること～
　　 【奨 励 賞】 　　２万円　（３件）
　　⃝鳥取県立青谷高等学校　　　教諭　吉田　学
　　　 「体験型学習の教育的効果について」
　　　　～学校設定科目「弥生文化探究」の

　　実践的取り組み～
　　⃝鳥取県立鳥取工業高等学校　教諭　戸國義樹
　　　 「プログラミング学習の研究」
　　　　～球体ロボットＳＰＲＫ＋を用いた

フィジカルプログラミング～
　　⃝伯耆町立二部小学校　　　　教頭　加藤　保
　　　 「朝からやる気の出る学校を目指して」
　　　　～全校児童が楽しくなる

児童玄関の工夫について～　

　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）】
　　⃝大山町立大山小学校　　　　校長　牧　昭浩
　　　 「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」
　　　　～言語活動を工夫し、正しく読む力を

育む国語科の授業づくり～
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　　⃝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」
　　　　～対話を通していきいきと表現する生徒を

そだてる 授業リフレクション研究を取
り入れて～

　　 【個人部門（奨励賞）】
　　⃝日野町立日野中学校　　　　教頭　青江邦弘
　　　 「コロナ禍だからこそ　等身大のＳＤＧｓの

視点で」
　　　　～2020中学校社会科のまとめを通して～

　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）】
　　⃝米子市立淀江中学校　　　　校長　宇城　明
　　　 「自らの考えを持ち、つながりあい、高めあ

う生徒の育成を目指して」
　　　　～確かな自軸の育成を図るための一考察～
　　 【個人研究（採択）】
　　⃝鳥取県立米子西高等学校

非常勤講師　山口隆博
　　　 「教師も生徒もわくわくする授業の実践」
　　　　～これが本当のActive Learningだ！～

２　教育研究助成
　⑴　日教弘鳥取支部奨励金（学校・園教育研究助成）
　　贈呈校・園　 ＜22校・２園…240万円＞
　　①通常募集 ＜13校・２園…150万円助成＞
　　　〔小学校80万円、中学校40万円、
　　　 県立学校10万円、私立幼稚園20万円〕
　　 【小 学 校】助成校数　８校　　80万円
　　⃝鳥取市立城北小学校　　　　校長　大西泰博
　　　 「自ら課題を発見し、解決に向けて主体的に

学び合う児童の育成」
　　⃝鳥取市立東郷小学校　　　　校長　依藤雅司
　　　 「思考し伝え合い、共に学びを拓く子どもの

育成」
　　　　～子どもが変わる「しかけ」で
　　　　　　　スケールデメリットをメリットに～
　　⃝八頭町立船岡小学校　　　　校長　林　敦司
　　　 「学び　つながり　創り出す　子供」
　　　　～１人１人が主体的に参加し、考え、
　　　　　　問い続ける学級経営を基盤とした、

道徳科の授業づくり～
　　⃝米子市立和田小学校　　　　校長　福田哲周
　　　 「自ら考え判断し、表現する児童の育成」
　　　　～プログラミング的思考を育む
　　　　　　　　　　　　　　学習活動の工夫～

　　⃝米子市立伯仙小学校　　　　校長　坂本貴俊
　　　 「夢を語り合い豊かな人間性と創造力をもつ

子どもの育成 －人間力が高まる学校－」
　　　　～『自治力と学力』の向上を基盤として～
　　⃝米子市立就将小学校　　　　校長　住田秀二
　　　 「多様な他者と協働し、学校生活をより楽し

く豊かにしようとする子どもの育成」
　　　　～仲間とともに楽しむ体育学習～
　　⃝米子市立加茂小学校　　　　校長　吉田誠克
　　　 「認め合い　語り合い　高め合う加茂っ子」
　　　　～友だちとつながり合い、認め合う
　　　　　　　　　学級づくりと学力向上の実現～
　　⃝米子市立住吉小学校　　　　校長　村中祥宏
　　　 「自分の考えや思いを伝え合い　ともに高め

合う子どもの育成」
　　　　～価値ある反応で住みよい学校を! ～
　　 【中 学 校】助成校数　４校　　40万円
　　⃝鳥取市立高草中学校　　　　校長　小林　傳
　　　 「豊かな心をもって、自らの生き方を主体的

に創造できる生徒の育成」
　　⃝岩美町立岩美中学校　　　　校長　大西勝人
　　　 「主体的・対話的で深い学び（探究的な学

習）の更なる推進」
　　　　～21世紀型スキル育成への挑戦～
　　⃝倉吉市立西中学校　　　　　校長　御舩宗則
　　　 「自ら学び、より良い判断をして、行動する

生徒の育成」
　　⃝境港市立第二中学校　　校長　山本淳一
　　　 「『主体的・対話的で深い学び』を実現して

いくための授業改善を目指したタブレット
等によるＩＣT機器の活用」

　　 【県立学校】助成校数　１校　　10万円
　　⃝鳥取県立米子高等学校　　校長　山口明美
　　　 「米子高校マスコットキャラクター制作による

学校活性化とそのＰＲ効果についての研究」
　　　　～創立50周年に向けての生徒会活動～
　　 【私立学校】申請なし
　　 【公立幼稚園・認定こども園】　申請なし
　　 【私立幼稚園・認定こども園】　助成園数 ２園

　　　20万円
　　⃝認定こども園　あけぼの幼稚園

園長　波多野和雄
　　　 「自然を通して小さな発見！大きな発見　健

やかな心・身体を育む」
　　⃝米子みどり幼稚園　　　　　園長　佐藤康広
　　　 「豊かな感性を育む園生活を考える」
　　　　～リトミックを通して「いきいき」とした

子どもの姿を目指して～
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　　②追加募集　　＜９校…90万円助成＞
　　　〔新型コロナの影響で助成金等の申請が予算

額を下回る見通しとなったため〕
　　 【小 学 校】助成校数　４校　　40万円
　　⃝鳥取市立美保小学校　　　　校長　半田雅人
　　　 「笑顔とやる気にあふれた子どもの育成」
　　　　～つながりを活かすカリキュラムデザイン～
　　⃝鳥取市立米里小学校　　　　校長　谷口　静
　　　 「生活・学習する主体となる子どもの育成」
　　⃝倉吉市立西郷小学校　　　　校長　井上達也
　　　 「地域と連携し、学びを横断的に繋ぐ活動の

推進」
　　　　～自然環境を活用した特色ある
　　　　　　　　　　　教育活動を目指して～
　　⃝米子市立福生東小学校　　　校長　藤原敏朗
　　　 「自他を大切にし、互いのよさを認め合い、

高め合う子どもの育成」　
　　　　～一人一人が大切にされる
　　　　　　魅力あふれる校区づくりをめざして～
　　 【中 学 校】助成校数　５校　　50万円
　　⃝鳥取市立東中学校　　　　　校長　鈴木哲也
　　　 「生徒が『分かる・できる』と感じる授業へ

の挑戦」
　　　　～教科会強化・公開授業による

指導力の向上～　
　　⃝鳥取市立気高中学校　　　校長　池原巳途志
　　　 「気高中全校生徒による気高町伝統芸能『貝

殻節』の踊り、唄、三味線で地域を元気に」
　　⃝琴浦町立東伯中学校　　　　校長　中村慎二
　　　 「タブレット端末を中心としたＩＣＴ機器の

活用をすすめ、学ぶ意欲の向上とお互いを
認め合い、学び合う授業づくり」

　　⃝米子市立加茂中学校　　　　校長　小谷　斉
　　　 「ともに考え、ともに高め合う生徒の育成」
　　　　～一人一人が主体的に考え、集団として高

め合うための授業づくり、仲間づくり、
環境づくり～

　　⃝大山町立名和中学校　　　　校長　賀川雅規
　　　 「個々の学力を伸ばし、協同学習推進のため

の効果的なＩＣＴの活用」

　⑵　教育研究団体助成 ＜38団体　283.8万円＞
　　　鳥取県小学校長会　　　　　　　　　10万円
　　　鳥取県中学校長会　　　　　　　　　10万円
　　　鳥取県高等学校長協会　　　　　　　10万円
　　　鳥取県特別支援学校長会　　　　　　10万円
　　　鳥取県公立学校教頭会　　　　　　　10万円
　　　鳥取県立学校副校長・教頭会　　　　10万円

　　　鳥取県公立小中学校事務職員研究会　10万円
　　　鳥取県学校保健会養護教諭部会　　　10万円
　　　鳥取県学校栄養士協議会　　　　　　10万円
　　　鳥取県立学校事務長会　　　　　　　10万円
　　　鳥取県立学校事務職員協会　　　　　10万円
　　　鳥取県私立中学高等学校長会　　　　10万円
　　　鳥取県私立中学高等学校副校長・教頭会

　10万円
　　　鳥取県私立中学高等学校事務長会　　10万円
　　　鳥取県教研集会　　　　　　　　　　15万円
　　　県国公立幼稚園・こども園長会　　　10万円
　　　県私立幼稚園・認定こども園協会　　10万円
　　　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　２件　　　 ＜18万円＞
　　⃝中国地区知的障害教育研究大会　　〔10万円〕
　　⃝令和３年度中国地区福祉科高等学校長会総

会・研究協議会・学科主任等研究協議会並び
に第６回中国地区高校生介護技術コンテスト

〔８万円〕

３　教育出版
　⑴　教育実践研究論文集第15号の発行

7,600部 ＜710,600円＞
　　　鳥取支部募集教育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　文化・芸術・スポーツの振興
　⑴　教育講演会等　　　 ＜４団体　　50万円＞
　①鳥取県ＰＴＡ協議会　　　　　　　 〔20万円〕
　　◇鳥取県ＰＴＡ研究大会
　　　・講　演
　　　　 『あーよかったな　あなたがいて ～優し

さという温かい貯金～』
　　　　講　師　教育サポーター　 仲島　正教 氏
　　　・実践発表
　　　　 「アフターコロナを見据えて見直ししたこと」
　　　　　　　　　倉吉市小学校ＰＴＡ連合会

会長　梅谷　友美 さん
　　　　　　　　　東伯郡小学校ＰＴＡ連合会

会長　千熊　一弘 さん

令和３年度
教育振興事業の取り組み
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　②鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会　　　 〔15万円〕
　　◇講演会
　　　 『子どもたちの未来のために考えるスマホと

のよりよい関係』
　　　講　師　鳥取県ケータイ・インターネット教育
　　　　　　　　　　　　 推進員　垣本　雅史 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、感染症対策
　④青少年育成鳥取県民会議　　　　　 〔10万円〕
　　・講演会
　　　 『コロナ禍の青少年育成！あなたは…？』
　　　　～青少年育成のこれまでとこれから～
　　　講　師　鳥取県青少年育成アドバイザー協会

　　新川　裕二 氏
　　・第43回「少年の主張鳥取県大会」
　　　最優秀賞受賞者　発表
　　　 『ボーダレスな社会を目指して』

　米子市立後藤ヶ丘中学校　浅倉　晴花 さん

　⑵　芸術・文化活動助成 ＜２団体 158,840円＞
　　⃝鳥取県中学校文化連盟　　　　　　 8,840円
　　⃝鳥取県高等学校文化連盟　　　　 150,000円

　⑶　スポーツの振興　　　 ＜４団体　40万円＞
　　⃝鳥取県スポーツ少年団　　　　　　　10万円
　　⃝鳥取県小学校体育連盟　　　　　　　10万円
　　⃝鳥取県中学校体育連盟　　　　　　　10万円
　　⃝鳥取県高等学校体育連盟　　　　　　10万円

四　福祉事業の取り組み
１　指定宿泊施設利用補助 ＜72泊 144,000円＞
　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。
☆令和４年度より教弘保険加入の友の会会員は１泊
目、２泊目ともに3,000円の補助となりました。

２　結婚祝金給付　　　55人　55万円（１人１万円）
３　子ども誕生祝金給付

 112人 112万円（１人１万円）
４　傷害又は疾病による欠勤見舞金給付

　16人　19.6万円
５　災害見舞金支給　　　　　　　０人　　　０円
６　会員死亡弔慰金給付　　　　　17人　　17万円
７　健康増進補助　　　　　　　 926人  265.6万円

種　　類 補助金額 人　数 金　額
１泊２日ドック 4,000円 116人 464,000円
１日人間ドック 3,000円 572人 1,716,000円
脳ドック 2,000円 238人 476,000円

☆令和４年度より65歳未満の教弘保険加入の友の会
会員も健康増進補助の対象となりました。
８　友の会
　・総会運営補助　　　　　　　　　　 550,000円
　・記念品　　　　　　　　 1,650人　2,468,400円
９　令和３年度退職記念品贈呈（温度・湿度計ライ
フナビ）　　　　　　　　　　　　　　　　220人

≪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99名の加入者があり、保険金の支
払いは以下のとおり５件（109,080円）でした。
＜フルガード支払例＞
（傷　害）・自宅前で段差に躓き転倒、腰部骨折
　　　　　・段差に躓き転倒、顔面を創傷
　　　　　・荷物を持っていてバランスを崩し、壁

に手指を突いてしまった
　　　　　・ランニング中、スピードを上げた際、

ふくらはぎを肉離れした
（携行品）・車のドアを開けた際、かけていた眼鏡

にあたりフレームを損傷

　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３年度加入件数 ８３４ 11件の増
（令和２年度加入件数） （８２３）

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

―　　―6



　昨シーズンからスノーボードを
始めました。スキー場でスキーを
するのは家族連れかシニア。若者
はおしなべてボードです。ボード
の魅力を知りたくて、退職したら
挑戦しようと思っていたのです
が、いろいろなスキー場に行くと

新たな斜面を攻めるのが楽しくて、延び延びにして
いました。
　しかし、このコロナ禍で他県のスキー場に行きづ
らくなり、かといって近場の氷ノ山ばかりでは飽き
てしまいます。そこで、スノーボードなら氷ノ山で
も飽きないと考え、昨年の２月から始めました。
　記念すべき第１回は２月14日。娘の連れ合いがイ
ンストラクターの資格を持っているというので、指
導をお願いしました。友達から「スキーができれば
ボードは楽勝」と言われていましたが、第一印象は
「全く別物」でした。斜面を歩いて登り、ボードを
つけて滑るのですが、まず立てない。立って滑り出
してもすぐ転ぶ。スキーの場合、「転ぶ～」と思っ
てから「あ～、転んだ」ですが、ボードは前触れも
無く転びます。「ちょっとバランスを崩した！」と
思った瞬間に転んでいます。突然転ぶので、身構え
る暇が無く、受け身がとれません。頭を打つ、お尻
を打つ、手を出せば手首をしこたま打ちます。ボー
ドのためにヘルメットを買い、必ず着用しています
が、ヘルメットのおかげで何回も命拾いしました。
　何回か斜面の上り下り繰り返した後、１回くらい
はリフトに乗ろうと挑戦しました。しかし、リフト
にたどり着くまでに何回も転び、リフトから降りた
ら転び、下に降りるまでに何回転んだか、へとへと
になって１回目の挑
戦が終わりました。
昨シーズンはその後
５回ボードをしまし
たが、とても疲れる
ので１時間ほどした
らスキーに履き替え
るというパターンで
練習しました。
　今シーズン最初

は、おっかなびっくりでしたが、体がバランス感覚
を覚えていました。疲労度も去年より軽くなり、３
時間くらいボードだけ練習できるようになりまし
た。そして、今年５回目、１月17日、初めて上から
下まで転ばずに滑り降りることができました。一番
易しい第１リフトですが、「やった」という充実感
を久々に味わいました。今年は３月29日が滑り納め
となりましたが、氷ノ山のすべてのリフト（第３リ
フトは中間）で転ばずに降りてこられるようになり
ました。次なる課題を求めて、氷ノ山でまだまだ楽
しめそうです。ビバ氷ノ山！

　なんとか総会を開催できないものかと思いを巡ら
せていました。コロナ禍で各種イベントもほぼ中止
となる昨今、９月を迎え是非を決定する時期に来て
いました。どうしたものか。中部地区役員５名が集
まり検討を重ねました。中止する理由を探すのでは
なく可能性を考えました。幸い中部地区は感染者数
が落ち着いてきていました。マスクやアルコール消
毒、密にならない会場設営、会の内容等々感染防止
に万全を期すよう検討しました。何と言っても18名
の会員の方から「参加」の返事をいただき、その思
いを大切にと考えました。山根会長とも協議を重ね
開催を決断しました。
　当日、山根俊道会長の挨拶でスタート、日教弘の
教育振興に寄与・貢献するという使命に向かって、
現状や活動について熱い思いを聞きました。ジブラ

会 員 の 声

コロナを機会に挑戦
加藤 邦雄（東部地区会員）

総 会 開 催
中川 　昇（副会長・中部地区会員）
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　コロナ禍の今、海外旅行など及ぶべくもないが、
2005年６月、私はエジプトのギザの三大ピラミッド
の前にいた。一生に一度は見たいと思っていたピラ
ミッドだ。定年退職の記念として妻が計画してくれ
たツアー「エジプト・トルコ２週間の旅」である。
その他赤のピラミッド、階段ピラミッド、屈折ピラ
ミッドなども見た。カイロ博物館では何体かの王の
ミイラ、ツタンカーメンの黄金のマスクや棺などを
じっくりと鑑賞することができ、永年の夢が叶った
思いであった。

　しかし、エジプト以上に私を感動させてくれたの
はトルコであった。親日的な国民性、魅惑的なイス
タンブールの街とオスマン帝国のトプカプ宮殿、ト
ロイ、エフェソスなどの古代ローマ遺跡はもとよ
り、中学生の頃図書館の図鑑で見た一生見ることは
ないだろうと思っていたカッパドキアの奇景と地下
都市、白く輝くパムッカレの石灰棚、どこまでも続
くアナトリア高原の大平原は忘れることができな
い。この年の11月には中央ヨーロッパの旅にも出か

ルタ生命保険株式会社、東京海上日動火災保険株式
会社よりご挨拶、教弘生命保険、教弘損害保険につ
いて説明を頂き、年に一度は意識し直すよい機会に
なると感じました。
　後半は、例年行っていた懇親会をやめ、ビオラの
生原幸太さん、バイオリンの湯浅いづみさんをお招
きしコンサートを開催しました。お二人とも地元山
陰地方で幅広く活動され活躍しておられます。
　生原さんの軽妙なトークと、ビオラとバイオリン
の音色に魅了されました。「懐かしい曲をたくさん
ありがとうございました。」「とてもよい時間をすご
すことができました。」「コンサートがあるので初め
てこの会に参加しました。」等々の感想を頂きまし
た。身近で聞く迫力、一体感のある演奏会、本当に
素敵な時間となりました。

　次の表は、会終了後にいただいたアンケート結果
です。

　この他にも多くのご意見を頂きました。その思い
を胸にこれからもより良い総会を目指したいと思っ
ております。会員の皆様、気軽に来てください。お
待ちしています。

定年退職旅行
小川 　聰（中部地区会員）

スフィンクスとピラミッド

カッパドキアにて
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けた。
　今思い返して見ると、いい時に定年を迎え、いい
旅をさせていただいたと思う。早くコロナが終息
し、誰もが安心して海外旅行を楽しむことができる
日が来ることを願うばかりである。

　後期高齢者となり長寿福祉課より「フレイル度」
の基本チェックリストが送られてきました。自己採
点の結果は「閉じこもりぎみ」「うつ傾向の可能性」
というものでした。
　私の日常は101歳の父、99歳の母といっしょに暮
らしています。退職をした時から生活形態が特に変
わったことはありませんが、だんだんに介護につい
やす時間が多くなり、自分自身の時間が少なくなっ
てしまったということです。以前はイベント案内を
見て美術館や博物館などにもよく出かけていました
が、今、外出といえば週３回の買い物と病院通いで
す。
　父母の楽しみは「食べること」特別な献立を作る
わけではありませんが「柔らかいもの、旬のもの、
食べなれた味」がいいようです。買い物は生活に必
要な仕事ですが、同時に知り合いとの出会いの場で
あり、人の動きや商品を見る楽しみにもなっていま
す。
　退職後、10年程通っていた押花教室も生活にゆと
りがなくなりやめました。今できる楽しみは、季節
を感じながら近くをウオーキング（散歩）すること
です。一輪花をつんで帰って小さな花瓶にさした
り、名前のわからない花を図鑑で調べたり…。

　ある研修会で、「元気
老人」でいるためには
「静」と「動」のバラン
スのとれた生活をするこ
と「頭も体も動かなく
なった」ではなく「動か
す日常」が大切。教員を
していた人は話を聞いた
りテレビを見たりして、
自分がやった気になる人
が多いという話を聞きま

した。今、身にしみて感じています。
　自分の体調の悪い時、押しつぶされそうになると
きもありますが、家で過ごしたいという父母にこた
え、夫の協力を得ながらの介護ですが何よりも健康
で、今できるささいなことにも、喜びや楽しみを持
ちながら暮らしていきたいと思っています。

　退職の年に鳥取県中部地震が起きました。いつも
の地震と違うと気づき、子どもたちがびっくりする
ほど機敏に非難しました。避難所開設も初めて。行
政も学校現場もみんなで知恵を出しながら準備・運
営をしたことを思い出します。それからしばらく市
の児童が集う行事は、会場被災のため中止や延期と
なりました。以前の生活に戻るのは簡単なことでは
ないのだと思い知らされました。
　その後も各地で災害が続き、そしてこの新型コロ
ナの大流行です。時間が経つにつれウイルスは感染
力を強める反面、毒性を弱めながら収束に向かうそ
うですが、収束までにはしばらく時間がかかりそう
です。人の行動や価値観まで変えてしまうウイルス
に遭遇し、何が事実なのか、自分にとって大切なこ
とは何なのかと問い直す日々です。
　しかし自分には甘く三日坊主になりがちな私です
ので、繰り返しのある毎日を過ごそうと「継続する」
ことを目標にしました。まずは運動です。YouTube
を見ながらフィットネスやラジオ体操をし、水泳教
室や整体教室にも参加しています。
　退職後週三日の学生支援員の仕事は、自分の世界
を広げてくれる時間となっているのでもう少し続け
ようと思っています。ゆっくりと時間をかけて話を

会 員 の 声

ささいなことにも喜びを
神波 慧子（中部地区会員）

退職して５年
吉岡 裕子（中部地区会員）
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で、男爵となり東京へ。その次女の夫が二代目の宮
司と続く。大正天皇や昭和天皇が皇太子時代に参拝
された。随員はともに東郷平八郎である。多くの宮
様も参拝されている。名和長年は従一位。敷地は約
３万平方メートル。
　８年前に前宮司名和から、「親戚でもあるので、
名和神社の総代になってくれ」と言われ、３代にわ
たって名付け親にもなってもらっていることから引
き受けた。生きておられるときには２、３か月毎に
なにかとお手伝いしていたのだが。
　私にとって悲劇的な事件が突如起きた。それは２
年前の夏、警察から電話が入り、宮司が亡くなった
との知らせであった。３代目の宮司の長男であった
前宮司は、21年前単身で名和に帰ってきていたので、
身寄りが少ないため真っ先に連絡が入ったのであ
る。京阪神にいる息子や娘と相談の上、コロナ禍の
こともあるので、家族葬で執り行った。
　一番の問題は宮司探しである。１日だけは息子も
一緒に心当たりにお願いに行ったが、その後は一人
で神職探しである。社格だけは鳥取県で一番高い
が、収入は少ない上にそれ相当の資格がないと正式
に宮司になれないという決まりがあるため、断られ
続け、最終的には私の従兄を代務者に迎えた。他に
４社の神社の宮司をしているので、常時社務所に詰
められないことと期間は５年間で神事だけ行い、他
のことは全て私が行うという条件であった。総代会
で提案し、承認してもらった。
　一昨年、鳥取県立博物館の方がこられ、来年
「とっとりの乱世」という企画展を行うから名和神
社が所蔵するものを見せてくれとの要望があり、い
くつか見てもらった中に、秀吉の朱印状や後醍醐天
皇・名和長年・水戸光圀の書であると言われても、
私にとって全く読めないので、何と書いてあるのか
いまだに分からないままである。私が分かるのは三
条実美の『名和神社』や東郷平八郎の『別格官幣社
名和神社』の文字や鳥取池田藩からの日本で一番大

聞き、解決方法を一緒に
考えています。ボラン
ティア活動やパン教室、
家庭菜園、趣味の手仕
事、友達とのおしゃべり
なども時間を見つけて楽
しんでいます。
　最近はコンサートも始
まりました。高校生の時
に神戸で震災に遭ったと
いう中村万平さん。ピアノを演奏されている姿は、
自分自身に向き合う姿そのものでした。久しぶりに
感動して帰りました。施設や病院の感染対策や自宅
待機等が緩和されたら、三度目のハワイも夢じゃな
い。気軽に旅ができる日を楽しみにして、あたりま
えのように続く毎日の生活を大切にしていきたいと
思っています。

　はや退職して10年の年月が流れた。前任者から70
歳になるので、この教弘友の会の役員を代わってく
れと言われたのを思い出す。私もとうとうその年齢
に達したと思うと一抹の寂しさを感じる。
　思えば、退職時、当時の教育長が勤務校に来られ、
今後の仕事についての希望を聞かれ「中学校の講師
を」と答えた。当の教育長は「地元に恩返しをする
ように」と言われ、中山ふれあいセンターと下田中
児童館に６年間にわたってお世話になった。しばら
くすると、民生児童委員やまちづくり委員等、断っ
ているにもかかわらず、次々と押し付けられ？代表
的なものをあげると、学校関係では大学の県支部事
務局長、宗教関係では汗東神社総代会長、役場関係
では町総合計画審議会会長等々。新型コロナウイル
スで会合が少なくなったが、ときには１日に４回も
会合が重なり、迷惑をかけたこともあった。しかし、
今、最も時間を費やしているのは、名和神社の環境
整備である。名和神社は元別格官幣社（国が造営し
た神社）、後醍醐天皇を助けた名和長年とその一族
をまつる神社で、明治16年に現在の建物になってい
る。現在の社格は県内の別表神社４社のうちの１つ
である。初代宮司は九州からきた名和長年の末裔

教弘友の会役員を終了するにあたり
押村 克彦（西部地区会員）
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きい『時
と

刻
き

の太鼓』ぐらいである。もっとも名和神
社の宝物がなくなったら責任問題になるので、貴重
なものは県立博物館に保管してもらっている。
　昨年の10月から11月にかけて鳥取県立博物館の
「とっとりの乱世」では、後醍醐天皇綸旨（土地寄
進の承認）、豊臣秀吉朱印状（島津氏方ついていた
ので降伏の文書）、小早川隆景謝状（朝鮮出兵での
活躍に対して）の３点である。もっとも、名和長年
や主だった一族は京都で戦死し、他のものは後醍醐
天皇からもらった九州の地で城持ちになり、豊臣秀
吉に敗れて小早川家等の家来となっている。名和氏

会 員 の 声

の活動は名和ではなく、九州で続いていた。
　現在の名和神社の環境整備は、総代といくつかの
ボランティアグループである。前宮司なら総代とし
て難ある人物でも、新しい総代は作業のできる人に
なってもらっている。一人で掃除することが多い
が、困ったときには総代とボランティア、なかでも
中学校の同窓生に声をかけると数人が来てくれる。
ありがたいことである。教弘友の会総会も同じで出
会って話ができる。詰まるところ同じものが流れて
いるように思う。
　このように少しずつではあるが足腰に問題がない
限り名和神社の環境整備に尽力したい。あと14年後
には名和長年没700年祭をしなければいけない。準
備だけは次の総代さんのために整えておきたいので
ある。
　一線を退いた後に打ち込めるものがあるというこ
とは、私にとって幸せなことだと思うようにしてい
る。
　最後に、会員の皆様のご健勝とご活躍をお祈りし
て教弘友の会役員終了の挨拶とします。

―　　―11



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
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＜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
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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
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令和４年７月　ｰ第33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４年４月28日（木）１１時より
場　所：倉吉体育文化会館　

展望広場砂像（ツタンカーメン）鳥取砂丘　砂の美術館　　第14期　砂で世界旅行・エジプト編
2022年７月頃～2024年１月３日（水）開催！

今日も元気に《令和４年度用》

前 田 厚 彦
福 本 國 愛
中 川 　 昇
小 林 千 春
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
木 村 一 也

神 庭 賢 一
依 藤 典 篤
中 村 金 一
小 川 　 聰
伊 藤 静 也

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４年度　事業計画2

1 令和３年度　事業報告及び会計決算報告

鳥取教弘友の会役員
（第20期　令和４年度～令和５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４年度運営委員会報告

●第20期友の会役員（令和４年度)

…P1
…P2
…P2
…P3～6
…P7～11

…P12～14
…P15～16
…P17
…P17

⑴　事業報告
①　総　会
　•中部地区（新型コロナウイルス感染対策を十分に施したうえで）開催。
　　　　　　　18人参加、総会＋バイオリンとヴィオラのミニコンサート
　•東部・西部は「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（32号）…７月
③　「教弘手帳」の配布（希望者）…11月
④　研修旅行「世界遺産『石見銀山』まち歩き・石見神楽出張上演と絶景トロッコ列車『奥出雲おろち号』２

日間の旅」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、小川聰監査の監査報告で、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
　◎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３年度教育振興事業の様子／副会長及び運営委員等による寄稿
③　「教弘手帳」配布（希望者）
④　研修旅行
　※研修旅行委員会を設置して、日程・場所等実施の方向で検討し案内します。
　◎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 
　◎教弘保険加入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。
　※令和３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４年度 鳥取教弘友の会　運営委員会

☆新役員

☆

☆

☆
☆

10月４日（火）　場所：白兎会館
10月12日（水）　場所：倉吉シティホテル
10月７日（金）　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

3,000円
3,000円

2,000円
2,000円

泊　数宿泊施設 会　員 家　族

《永年勤続表彰》　中村　金一　監査、小川　　聰　監査（10年表彰）
　　　　　　　　　高多　俊子　運営委員（５年表彰）　感謝状と記念品を贈呈
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