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●ジブラルタ生命コールセンター（教職員専用・通話料無料） ☎0120－37－9419
●岡山第一・第四・第六　　　☎086－271－2010　 ●岡山第二・第五・第七　☎086－234－7501
●津山　☎0868－22－4053　　　　　　　　　　　●倉敷　☎086－422－1769
●笠岡　☎0865－62－4455　　　　　　　　　　　●総社　☎0866－92－6550

ジブラルタ生命保険㈱岡山支社　各営業所電話連絡先ジブラルタ生命保険㈱岡山支社　各営業所電話連絡先

●お手続きについて
　「新教弘保険」にご加入の方には，満期を迎えられる３か月前にジブラルタ生命からご案内ハガキが届くほか，
担当ＬＣが可能な限り手続き等をご案内いたします。
　ご契約についてのご不明な点やご相談は，ジブラルタ生命の最寄りの営業所またはコールセンターへお気軽に
お問い合わせください。

65歳を
迎える皆様へ 新教弘保険Ｋ型ご加入のご案内

福祉事業を継続してご利用いただくために

　現在ご加入の「新教弘保険」のほとんどは，65歳で満期を迎えます。その際，健康状態にかかわらず，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」に加入し，保障延長することができます。
　新教弘保険が満期を迎えると友の会も退会となりますが，「新教弘保険K型」にご加入いただくと，友の会
会員資格が継続され，一日人間ドック，大腸がん検診，宿泊補助などの福祉事業がご利用いただけます。
ぜひご検討ください。

※上記の内容は2021年12月現在の概要を示したもので，保険料は月払で教弘扱の例です。詳しくは，共済事業（提携保険
事業）提携保険会社ジブラルタ生命のLC（ライフプラン・コンサルタント）にお問い合わせのうえ，「保険設計書（契約
概要）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

●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）

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，今後変動することがあ
ります。

被保険者の年齢は満年齢で計算し，１年未満の端数に
ついては６ヵ月以下のものは切り捨て，６ヵ月を超え
るものは１年とします。（保険年齢計算方式）

＜新教弘保険　保障期間満了時のご契約例＞＜新教弘保険　保障期間満了時のご契約例＞＜新教弘保険　保障期間満了時のご契約例＞

保険料払込期間
65歳 70歳 75歳 80歳

満了ご契約

（
新
教
弘
保
険
）

新教弘保険Ｋ型
（集団契約特約付勤労保険）（集団契約特約付勤労保険）
新教弘保険Ｋ型

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

保険期間
５年満了ごとに
自動更新

80歳までの保障延長プランのお取扱い
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。 80歳まで保障

を継続できます。

新教弘保険は
保障期間満了後も

契約年齢
70歳
75歳

男　性
1,773円
3,090円

女　性
  887円
1,512円

契約年齢

65歳

男性

1,157円

女性

576円

85
令和４年１月10日

〒703-8258 岡山市中区西川原255  電話 岡山（086）272-1909番（代表） FAX 岡山（086）272-1781番　ホームページ http : //www.okakyoko.or.jp

日教弘岡山支部
岡　山　教　弘

新年のご挨拶（友の会会長　竹井千庫）………………………　２
第２回友の会役員会報告　………………………………………　２
大腸がん検診のご案内　…………………………………………　３
令和４年度一日人間ドック補助事業について　………………　３
岡山教弘友の会事務局からのお知らせ　………………………　４
わたしは今「農業を楽しむ」（大月一郎）……………………　６
ＬＣの想い（岡山第六営業所　本郷恒子）……………………　７
65歳満期を迎える皆様へ（教弘保険のお知らせ）……………　８

岡山県立岡山大安寺中等教育学校２年　 小坂　亮太さん
「冬の鬼ノ城」（カレンダーコンクール入賞作品）
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友の会だより



●対象者

　年齢基準日において40歳以上で，次のいずれかに該
当する方（※年齢基準日…令和４年３月31日）
　・弘済会会員およびその配偶者
　・弘済会準会員
●募集人員　500名（現職会員含む。先着順）
●検査料

　無料。ただし，検体の郵送料のみご負担ください。
●検査方式　自己採便方式
●委託医療機関　公益財団法人岡山県健康づくり財団
●申込方法

　同封の「大腸がん検診申込書」に必要事項をご記入
の上，ハガキに貼付，もしくは封筒に入れてお申込
ください。
●あて先

　〒703-8258　岡山市中区西川原255

　岡山教弘友の会「検診」係

　日本では大腸がんの患者が年々増加しており，早期発見と治療が大切です。弘済会が実施する大腸がん検診は，
検査料無料で受検できます。ご希望の方は同封の「大腸がん検診申込書」でお申込ください。

●実施日程

・申込締切…令和４年１月28日（金）必着
・検査キット送付…２月21日頃。同封の説明書により
検体を採取し，期日厳守で医療機関あてに送付して
ください。

・結果通知送付…３月中旬
※検査キットおよび結果通知は，医療機関よりご自宅
あてに送付されます。
●配偶者の受検申込をされる方へお願い

・申込書に，配偶者の氏名（ふりがな必須）・生年月
日・年齢・性別を必ずご記入ください。

・申込書内④の配偶者の受検区分は，「Ａ夫婦ともに
受検」「Ｂ配偶者のみ受検」のいずれかに〇をして
ください。
　Ａ・Ｂどちらの場合も，①～④の項目を全てご記入
の上，一枚の申込書でお申込ください。

－３－－２－

大腸がん検診のご案内 申込期日：１月 28 日（金）必着
定期的な検診で健康状態をチェックしましょう！

申込方法等詳細は，令和４年７月10日発行の「友の会だより」誌面でお知らせします。
ご希望の方は，必ず誌面をご確認の上，ご応募ください。

＊実施概要＊
【募集期間】令和４年７月10日～８月初旬　【採否通知】令和４年８月中旬～８月下旬
【受診期間】令和４年４月１日～令和５年２月末日まで
＊お申込から補助金振込までの流れ＊

弘済会へ補助の申込
７月10日～８月初旬

採否通知送付（定員超過の場合は抽選）
８月中旬～８月下旬

ご自身で医療機関へ予約
２月末までに受診（領収書をもらう）

受診後，領収書原本を添付した受診報告書を
弘済会へ提出（提出締切３月10日必着）

弘済会から会員指定の口座へ
補助金振込

　去る11月25日，お
かやま西川原プラザ
において令和３年度
第２回役員会を開催
しました。
　役員改選に伴い，

中田哲雄氏と畦田正博氏が退任され，運営委員として
新たに佐堂典子氏と古矢道弘氏が就任されました。

◆福祉事業
・一日人間ドック補助：申込者数701名，令和３年11
月末現在で受診報告者数299名。今年度の一日人間
ドック補助を申込された方で，まだ受診報告をさ
れていない方は，３月10日までに報告書をお送り
ください。

・代替事業（生産物等プレゼント）：応募者数2,723名，
当選者数420名，追加当選者数100名。たくさんのご
応募ありがとうございました。当選者の発表は品物
の発送をもって代えさせていただきます。

◆福祉事業
・大腸がん検診：本誌３頁（右頁）および同封の
「大腸がん検診申込書」をご参照ください。

　新年　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には，友の会の各種事業の推進に
ご理解・ご支援を賜っており，深く感謝申し上げ
ます。
　今年度は，日教弘が公益財団法人となって10年
という節目の年であり，2022年からは弘済会の新
会員制度規程になり，それに伴う福利厚生サービ
スの開始など，新たな出発に向けての記念すべき
年になります。岡山支部におきましては，1952年
に教弘設立準備委員会が組織され，翌年日教弘
４番目の支部として設立されました。この間，実
に70年。皆様のご支援と先人・先輩諸氏のご尽力
に感謝いたしますとともに，基本理念である「最
終受益者は子どもたちに」を胸に，教育振興事業
や会員向けの福祉事業の充実に取り組んでまい
る所存であります。
　さて，友の会の事業といたしましては，一昨年に
引き続き，コロナ禍の下，総会や親睦・研修旅行の
中止など，誠に残念な状況になっております。
　そこで，代わりの事業として，県内専門高校等

の実習での加工品等や農業女子の方々の生産品
を希望者に抽選で贈呈することといたしました。
初めての試みで応募者が集まるか心配もしまし
たが，420セットに対し2,723名と実に多くのご応
募を頂きました。このため，更に100セットを追
加することといたしました。当選された方には既
に品物が届いているものと思います。
　現在，来年度の事業について，この事業の実
施も含め検討をしているところですが，会員の皆
様方に親睦と交流を深め，喜んでいただけるもの
となりますよう工夫してまいりたいと存じます。
　さて，今年の干支は「壬寅」で，「冬が厳しい
ほど，春の芽吹きは生命力にあふれる。春に大き
く開花するには地道に自らを磨く必要がある」と
いうことを表しているそうです。まだまだコロナ
禍の終息が見通せる状況ではありませんが，お
互いに感染防止に留意しながら，春の芽吹きに向
けて，気持ちを新たに“生きがい”の追求にマイ
ペースで取り組んでまいりましょう。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

「壬寅」の年頭に寄せて

今年度事業の中間報告

当面の事業計画

【募集予告】令和４年度　一日人間ドック補助事業について【募集予告】令和４年度　一日人間ドック補助事業について【募集予告】令和４年度　一日人間ドック補助事業について

岡山教弘友の会　会長  竹井　千庫

新年のご挨拶

会　　長　竹井千庫
副 会 長　北山鎮道　宮田正彦　岡部初江
運営委員　那須知美　吉田　信　落合敏恵
　　　　　河内智美　永井　裕　平山竜美
　　　　　武藤幹夫　佐堂典子　古矢道弘

岡山教弘友の会役員一覧（敬称略）
●募集定員を上回る応募者多数の場合は，抽選となります。
●弘済会の補助の採否に関わらず人間ドックを受診される方は，抽選結果がわかる前に医療機関へ
ご予約されることをおすすめします。
●令和４年４月１日以降，募集開始前に人間ドックを受診された方も，２万円以上の金額が記載され
た領収書原本をご提出いただける場合は，ご応募が可能です。
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意 

点

第２回友の会役員会報告



●対象者

　年齢基準日において40歳以上で，次のいずれかに該
当する方（※年齢基準日…令和４年３月31日）
　・弘済会会員およびその配偶者
　・弘済会準会員
●募集人員　500名（現職会員含む。先着順）
●検査料

　無料。ただし，検体の郵送料のみご負担ください。
●検査方式　自己採便方式
●委託医療機関　公益財団法人岡山県健康づくり財団
●申込方法

　同封の「大腸がん検診申込書」に必要事項をご記入
の上，ハガキに貼付，もしくは封筒に入れてお申込
ください。
●あて先

　〒703-8258　岡山市中区西川原255

　岡山教弘友の会「検診」係

　日本では大腸がんの患者が年々増加しており，早期発見と治療が大切です。弘済会が実施する大腸がん検診は，
検査料無料で受検できます。ご希望の方は同封の「大腸がん検診申込書」でお申込ください。

●実施日程

・申込締切…令和４年１月28日（金）必着
・検査キット送付…２月21日頃。同封の説明書により
検体を採取し，期日厳守で医療機関あてに送付して
ください。

・結果通知送付…３月中旬
※検査キットおよび結果通知は，医療機関よりご自宅
あてに送付されます。
●配偶者の受検申込をされる方へお願い

・申込書に，配偶者の氏名（ふりがな必須）・生年月
日・年齢・性別を必ずご記入ください。

・申込書内④の配偶者の受検区分は，「Ａ夫婦ともに
受検」「Ｂ配偶者のみ受検」のいずれかに〇をして
ください。
　Ａ・Ｂどちらの場合も，①～④の項目を全てご記入
の上，一枚の申込書でお申込ください。

－３－－２－

大腸がん検診のご案内 申込期日：１月 28 日（金）必着
定期的な検診で健康状態をチェックしましょう！

申込方法等詳細は，令和４年７月10日発行の「友の会だより」誌面でお知らせします。
ご希望の方は，必ず誌面をご確認の上，ご応募ください。

＊実施概要＊
【募集期間】令和４年７月10日～８月初旬　【採否通知】令和４年８月中旬～８月下旬
【受診期間】令和４年４月１日～令和５年２月末日まで
＊お申込から補助金振込までの流れ＊

弘済会へ補助の申込
７月10日～８月初旬

採否通知送付（定員超過の場合は抽選）
８月中旬～８月下旬

ご自身で医療機関へ予約
２月末までに受診（領収書をもらう）

受診後，領収書原本を添付した受診報告書を
弘済会へ提出（提出締切３月10日必着）

弘済会から会員指定の口座へ
補助金振込

　去る11月25日，お
かやま西川原プラザ
において令和３年度
第２回役員会を開催
しました。
　役員改選に伴い，

中田哲雄氏と畦田正博氏が退任され，運営委員として
新たに佐堂典子氏と古矢道弘氏が就任されました。

◆福祉事業
・一日人間ドック補助：申込者数701名，令和３年11
月末現在で受診報告者数299名。今年度の一日人間
ドック補助を申込された方で，まだ受診報告をさ
れていない方は，３月10日までに報告書をお送り
ください。

・代替事業（生産物等プレゼント）：応募者数2,723名，
当選者数420名，追加当選者数100名。たくさんのご
応募ありがとうございました。当選者の発表は品物
の発送をもって代えさせていただきます。

◆福祉事業
・大腸がん検診：本誌３頁（右頁）および同封の
「大腸がん検診申込書」をご参照ください。

　新年　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には，友の会の各種事業の推進に
ご理解・ご支援を賜っており，深く感謝申し上げ
ます。
　今年度は，日教弘が公益財団法人となって10年
という節目の年であり，2022年からは弘済会の新
会員制度規程になり，それに伴う福利厚生サービ
スの開始など，新たな出発に向けての記念すべき
年になります。岡山支部におきましては，1952年
に教弘設立準備委員会が組織され，翌年日教弘
４番目の支部として設立されました。この間，実
に70年。皆様のご支援と先人・先輩諸氏のご尽力
に感謝いたしますとともに，基本理念である「最
終受益者は子どもたちに」を胸に，教育振興事業
や会員向けの福祉事業の充実に取り組んでまい
る所存であります。
　さて，友の会の事業といたしましては，一昨年に
引き続き，コロナ禍の下，総会や親睦・研修旅行の
中止など，誠に残念な状況になっております。
　そこで，代わりの事業として，県内専門高校等

の実習での加工品等や農業女子の方々の生産品
を希望者に抽選で贈呈することといたしました。
初めての試みで応募者が集まるか心配もしまし
たが，420セットに対し2,723名と実に多くのご応
募を頂きました。このため，更に100セットを追
加することといたしました。当選された方には既
に品物が届いているものと思います。
　現在，来年度の事業について，この事業の実
施も含め検討をしているところですが，会員の皆
様方に親睦と交流を深め，喜んでいただけるもの
となりますよう工夫してまいりたいと存じます。
　さて，今年の干支は「壬寅」で，「冬が厳しい
ほど，春の芽吹きは生命力にあふれる。春に大き
く開花するには地道に自らを磨く必要がある」と
いうことを表しているそうです。まだまだコロナ
禍の終息が見通せる状況ではありませんが，お
互いに感染防止に留意しながら，春の芽吹きに向
けて，気持ちを新たに“生きがい”の追求にマイ
ペースで取り組んでまいりましょう。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

「壬寅」の年頭に寄せて

今年度事業の中間報告
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岡山教弘友の会事務局からのお知らせ● ●

　岡山教弘友の会では，偶数年度に岡山市以外で交流会を企画・開催しています。来年度は，前
回コロナ禍により中止となった東備地域で開催する予定です。詳細は７月10日発行の「友の会だ
より」でお知らせします。
　※今後の状況によっては内容を変更する場合や開催を中止する場合があります。

　岡山教弘友の会では，昨年度からのコロナ禍により親睦事業の中止が続いていることや，県内
の高校や生産者を支援するため，会員の皆様に抽選で高校生の生産物等をプレゼントする代替事
業を実施しました。
　2,723名の方からご応募をいただき，当初ご案内していた420名のほか，さらに100名追加して
総勢520名の方に品物をお届けしました。
　初めての試みでしたが，ご賛同の声や友の会事業へのご意見などを数多くいただきました。今
後も会員の皆様に喜ばれる事業を企画・実施してまいりますので，どうぞご期待ください。

　一日研修旅行は，「宿泊を伴う旅行が難しい」という声から企画した日帰りバス旅行です。来
年度は県北部の会員の皆様にご参加いただけるよう，発着地点はＪＲ津山駅を予定しています。
日程や旅程の詳細は，７月10日発行の「友の会だより」でお知らせします。
　※今後の状況によっては内容を変更する場合や催行を中止する場合があります。

　多くの高校が地域産
業の育成を学んでいる
ことを知りました。今
後もその学校紹介や協
力できることの企画な
どあればと思います。

　高校，農業生産者の
方を支援する代替事
業，大変素晴らしいこ
とです。皆でコロナ禍
を乗り越えましょう。

　今回の企画はステキ
です。楽しみがひとつ
増えました。ありがと
うございます。今回だ
けでなく続けてほしい
です。

令和４年度岡山教弘友の会　交流会

■ 代替事業（生産物等プレゼント）のご報告 ■

日　程
場　所

令和４年11月10日（木）
おさふねサービスエリア（瀬戸内市長船町長船1133-2）

令和４年度岡山教弘友の会　一日研修旅行
催行時期 令和４年 秋頃 発着地点 ＪＲ津山駅（予定）
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　いつも先生方には弘済会事業にご理解とご賛同を

いただき心より感謝しております。私は入社して13

年目となりますが，学校担当者としてお仕事をさせ

ていただけるのは，ご縁あってお会いできました先

生方のお陰と感謝の気持ちでいっぱいです。コロナ

禍で営業活動も制限がある中で快く貴重なお時間を

作ってくださり嬉しく思います。心よりお礼申し上

げます。

　さて，今回ご紹介させていただく先生は早島支援

学校を退職された津田秀哲先生です。

　津田先生との出会いは９年前，私が担当する早島

支援学校に校長先生として赴任されたことがきっか

けでした。当時からお話が上手でコミュニケーショ

ンを大切にされていると感じていました。春先に弘

済会の福祉事業である入学祝品についてご相談した

ところ，全体朝礼でそのことを伝えてくださり，多

くの会員の先生方からお声がかかりました。そのお

陰でしっかりお祝品をお渡しすることができまし

た。この頃，沢山の先生方が教弘会員になってくだ

さったように思います。

　ご退職後は年に１回程度，ご自宅やお勤め先に情

報提供でお伺いする中で奥様ともお話する機会もで

きました。奥様にも教弘保険と介護終身保険をご提

案させていただいた時のことです。ためらう奥様に

津田先生は「教弘保険の満期金がある。家族が将

来，幸せのために使ってもらえるなら。」と奥様の

幸せを想い，背中を押してくださったようです。奥

様の喜びが伝わり，私も幸せを分けていただいたよ

うな温かい気持ちになりました。

　津田先生はご退職後，休日に四国八十八ヶ所の巡

礼をされることが楽しみとのことでした。ご自身の運

転で四国４県のお寺を巡る旅です。コロナ禍，飲食店

ではなく，その土地のスーパーで名産品を買ってホテル

で食べられるのも楽しみの一つだそうです。ご夫婦で

名付けた「お遍路セット」，これはにんにくや塩等の

調味料のセットで役に立つそうです。ご夫婦共に旅先

でお酒を楽しまれたり，美しい景色に感動されたお話を

お聞きし，人生を楽しく仲睦まじく過ごされているご

様子に心が温まりました。家族で楽しむ何かを私も作

りたいと思いました。

　最近の体調についてお伺いしたところ，現職中は

高かった血圧も今は平常値になったそうです。「や

はり原因はストレスが大きかったかな。」と笑って

話しておられました。「津田先生の元気の源は何で

すか？」と尋ねると，即答で「ジブラルタかな？」

とナイスなお答えをいただきました（笑）。

　ジブラルタ生命ではお客様に経済的な保障と心の

平和をお届けするという理念があります。家族に対

する思いやりの気持ちを具体的な形で表す一つの手

段が生命保険です。人は生まれてから亡くなるまで

３つの坂があると言われます。上り坂，下り坂，ま

さか！何かあった時に傍に私たちがいて手を差しの

べること，人生設計を組み立てるお手伝いとして力

になること，ご加入から保険金をお届けするまでが

仕事であることの大切さを心に持ち，お客様に心寄

り添い，心を込めて続けていきたいと思います。弘

済会との長い歴史を大切に今後も頑張りたいと思い

ますので，どうぞよろしくお願いいたします。

心寄り添い， 心込めて・・・続ける
ジブラルタ生命岡山支社　岡山第六営業所　本郷　恒子
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　退職前から，「何か趣味を作っておかな
いと，定年後困るよ。」などとよく先輩に言
われていましたが，元来趣味らしい趣味を
持っていなかった私にとって，その困ると
きはすぐに来ました。定年後３年間は教育
関係のお手伝いをしましたが，その後はこ
れという趣味も見つけられないまま，コロ
ナ禍を迎えることになりました。
　ただ，私の家は農家なので，暇を持て余
すことはあまりありません。私にとって農業
は，祖先から受け継いだ土地を守るという
こと，そして自分で育てたものを食べる喜
びを味わえるということに意味を感じてい
ました。しかし今は，そこまで考えないで
「無理をせず，楽しめる程度の農業」を
やってみようと考えるようになりました。も
うすぐ94歳になる母の指導を受けながら
やっています。たぶん，70年近く前に農家
に嫁いで，ひたすら田畑を守ってきた母にとっても，
今が最も楽しく楽な気持ちで農業に関わっているので
はないかと感じています。「今度は何をどこへ植え
る？」などと，やや夢のある楽しい会話をしています。
用がなくても畑へ足を運ぶと，何となく癒される気が
します。また，ネットで調べては，ゴボウの袋栽培と
か，空飛ぶカボチャなど少し変わった栽培方法も楽し
んでいます。

　我が家には，亡くなった父が植えたピオーネの木
が１本だけあります。もう20年以上経ち，端のほう
は枯れたので切ったりしてずいぶん小さくなりまし
たが，何とか毎年実をつけています。わずかな収量
なので，日ごろお世話になっている人や親戚などに
配っています。ただ配って喜ば
れるだけでは面白くないので，
袋にコメントを書いたシールを
貼って渡します。その反応がと
ても楽しみなのです。相手の家
族がそれを読んで，くすっと笑
う姿を想像すると何だかワクワ
クしてきます。またスーパーへ
行き，並んでいるピオーネを見

て，「ほう，立派」とつぶやくときもあれ
ば，小さくガッツポーズをして「勝った」
とつぶやくときもあります。高い値がつい
ていると，自分は売らないのになぜか幸せ
な気分になります。それもささやかな楽し
みの一つです。

　ところで，農業は病害虫，鳥獣，そして雑
草との戦いであるということは共通した悩みではない
でしょうか。動物との格闘はまさに知恵比べです。特
にイノシシに関しては，近所で米を作っている者同士
で情報交換をしながら，妙に一体感を感じたりもしま
す。昨年の夏には，タヌキにピオーネを２週間で30房
取られました。これは参りました。でも，それもいろい
ろな人との話の種になるので，その知恵比べを楽しむ
ことにしています。病気や害虫への対応は，勉強をし
てあれこれとやってはみますがなかなか上手くいきま
せん。また天候にも大きく影響されますが，これは祈
るしかありません。そして結局は，「自然には逆らえな
いなあ」という諦めや悟りの気持ちも同時に鍛えられ
ることになります。
　楽しむと言えば，私と同じように教員を定年退職した
弟が，月に一度農作業の手伝いに来てくれます。もちろ
ん，その夜酒をたっぷ
り酌み交わすのが目的
であることは言うまで
もありません。それで
もトラクターで田を耕
運したり，草刈りをし
たり，冬は山へ入って山掃除をしたりと，少しだけ汗を
かきます。若い頃は，部活の話題で一緒に飲んでいまし
たが，今はネットで調べた野菜の作り方や漬け物を作っ
たこと，ホームセンターで掘り出し物を見つけたことな
ど，たわいもない話題で盛り上がっています。
　これからも，肩の力を少し抜き，農業を通じて自然
や人とのんびり関わり，ストレスの少ないスローライフ
を楽しみたいと思っています。コメント入りのピオーネ

ゴボウの袋栽培 空飛ぶカボチャの支柱

トラクターに乗って

稲刈りに精を出す
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が１本だけあります。もう20年以上経ち，端のほう
は枯れたので切ったりしてずいぶん小さくなりまし
たが，何とか毎年実をつけています。わずかな収量
なので，日ごろお世話になっている人や親戚などに
配っています。ただ配って喜ば
れるだけでは面白くないので，
袋にコメントを書いたシールを
貼って渡します。その反応がと
ても楽しみなのです。相手の家
族がそれを読んで，くすっと笑
う姿を想像すると何だかワクワ
クしてきます。またスーパーへ
行き，並んでいるピオーネを見

て，「ほう，立派」とつぶやくときもあれ
ば，小さくガッツポーズをして「勝った」
とつぶやくときもあります。高い値がつい
ていると，自分は売らないのになぜか幸せ
な気分になります。それもささやかな楽し
みの一つです。

　ところで，農業は病害虫，鳥獣，そして雑
草との戦いであるということは共通した悩みではない
でしょうか。動物との格闘はまさに知恵比べです。特
にイノシシに関しては，近所で米を作っている者同士
で情報交換をしながら，妙に一体感を感じたりもしま
す。昨年の夏には，タヌキにピオーネを２週間で30房
取られました。これは参りました。でも，それもいろい
ろな人との話の種になるので，その知恵比べを楽しむ
ことにしています。病気や害虫への対応は，勉強をし
てあれこれとやってはみますがなかなか上手くいきま
せん。また天候にも大きく影響されますが，これは祈
るしかありません。そして結局は，「自然には逆らえな
いなあ」という諦めや悟りの気持ちも同時に鍛えられ
ることになります。
　楽しむと言えば，私と同じように教員を定年退職した
弟が，月に一度農作業の手伝いに来てくれます。もちろ
ん，その夜酒をたっぷ
り酌み交わすのが目的
であることは言うまで
もありません。それで
もトラクターで田を耕
運したり，草刈りをし
たり，冬は山へ入って山掃除をしたりと，少しだけ汗を
かきます。若い頃は，部活の話題で一緒に飲んでいまし
たが，今はネットで調べた野菜の作り方や漬け物を作っ
たこと，ホームセンターで掘り出し物を見つけたことな
ど，たわいもない話題で盛り上がっています。
　これからも，肩の力を少し抜き，農業を通じて自然
や人とのんびり関わり，ストレスの少ないスローライフ
を楽しみたいと思っています。コメント入りのピオーネ

ゴボウの袋栽培 空飛ぶカボチャの支柱

トラクターに乗って

稲刈りに精を出す
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●ジブラルタ生命コールセンター（教職員専用・通話料無料） ☎0120－37－9419
●岡山第一・第四・第六　　　☎086－271－2010　 ●岡山第二・第五・第七　☎086－234－7501
●津山　☎0868－22－4053　　　　　　　　　　　●倉敷　☎086－422－1769
●笠岡　☎0865－62－4455　　　　　　　　　　　●総社　☎0866－92－6550

ジブラルタ生命保険㈱岡山支社　各営業所電話連絡先ジブラルタ生命保険㈱岡山支社　各営業所電話連絡先

●お手続きについて
　「新教弘保険」にご加入の方には，満期を迎えられる３か月前にジブラルタ生命からご案内ハガキが届くほか，
担当ＬＣが可能な限り手続き等をご案内いたします。
　ご契約についてのご不明な点やご相談は，ジブラルタ生命の最寄りの営業所またはコールセンターへお気軽に
お問い合わせください。

65歳を
迎える皆様へ 新教弘保険Ｋ型ご加入のご案内

福祉事業を継続してご利用いただくために

　現在ご加入の「新教弘保険」のほとんどは，65歳で満期を迎えます。その際，健康状態にかかわらず，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」に加入し，保障延長することができます。
　新教弘保険が満期を迎えると友の会も退会となりますが，「新教弘保険K型」にご加入いただくと，友の会
会員資格が継続され，一日人間ドック，大腸がん検診，宿泊補助などの福祉事業がご利用いただけます。
ぜひご検討ください。

※上記の内容は2021年12月現在の概要を示したもので，保険料は月払で教弘扱の例です。詳しくは，共済事業（提携保険
事業）提携保険会社ジブラルタ生命のLC（ライフプラン・コンサルタント）にお問い合わせのうえ，「保険設計書（契約
概要）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

●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）

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，今後変動することがあ
ります。

被保険者の年齢は満年齢で計算し，１年未満の端数に
ついては６ヵ月以下のものは切り捨て，６ヵ月を超え
るものは１年とします。（保険年齢計算方式）

＜新教弘保険　保障期間満了時のご契約例＞＜新教弘保険　保障期間満了時のご契約例＞＜新教弘保険　保障期間満了時のご契約例＞

保険料払込期間
65歳 70歳 75歳 80歳

満了ご契約

（
新
教
弘
保
険
）

新教弘保険Ｋ型
（集団契約特約付勤労保険）（集団契約特約付勤労保険）
新教弘保険Ｋ型

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

保険期間
５年満了ごとに
自動更新

80歳までの保障延長プランのお取扱い
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。 80歳まで保障

を継続できます。

新教弘保険は
保障期間満了後も

契約年齢
70歳
75歳

男　性
1,773円
3,090円

女　性
  887円
1,512円

契約年齢

65歳

男性

1,157円

女性

576円

85
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〒703-8258 岡山市中区西川原255  電話 岡山（086）272-1909番（代表） FAX 岡山（086）272-1781番　ホームページ http : //www.okakyoko.or.jp
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岡山県立岡山大安寺中等教育学校２年　 小坂　亮太さん
「冬の鬼ノ城」（カレンダーコンクール入賞作品）
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友の会だより


