
令和５年度

弘済会 「福祉事業」の手引き

ご回覧 → 担当者保存

１ 日教弘福井支部福祉事業・関連事業一覧 P1～2

２ 各種申請書（様式）
（１）結婚祝金 P3

（２）出産祝金 P3

（３）入学祝金（小学校） P3

（４）入学祝金（高等学校） P3

（５）銀婚祝金 P3

（６）健康増進補助（人間ドック・脳ドック受診） P4

３ 日教弘クラブオフについて P5～7
※誰でも会員になれます。（入会費・年会費無料で充実の付帯サービス）

４ 個人情報の取扱いについて
1.給付金申請により提示された個人情報は、当会の福祉事業実施に伴う業務
・事務以外に使用しません。

2.当会の個人情報方針については、当会のホームページをご覧ください。

日教弘福井支部ＱＲコード

日教弘福井支部宛への送付物があ

る際は、教育センター内の他団体 公益財団法人

様宛封筒(県教組様の青い封筒や学 日本教育公務員弘済会福井支部

生協様のオレンジの封筒等）のご TEL 0776-23-4433 FAX 23-1828

利用はご遠慮いただきますようお E-mail:fukui@nikkyoko.or.jp

願いいたします。



福祉事業利用可能な会員 申請書について

　教弘保険(ユース教弘保険･新教弘保険A型･新教弘保険B型･新教弘
保険S型・新教弘保険K型)に加入しており、申請時も継続していること

　申請書は、添付しているものあるいは当支部のホームページよりダウ
ンロードしてご利用ください

※上記の保険以外のみの加入は福祉事業利用不可 ★ホームページアクセス方法…日教弘福井支部で検索

応募多数の場合は抽選

国内研修旅行 福井支部の実施する研修旅行
に参加する際に補助する

教弘保険に加入している退職
会員

6月上旬ごろ 申込書を提出する

参加費支払時
※旅行開催は9月上旬を予定
※開催・中止の判断連絡は
　 8月上旬を予定

20,000円
定員あり
※先着順

映画鑑賞券を贈呈する 教弘保険に加入している会員
利用可能期間に合わせて別途
案内

応募用紙を提出する 利用可能期間に合わせて贈呈 2枚1組を100組200名

映画鑑賞会

福井支部の実施する映画鑑賞
会に招待する

教弘保険に加入している会員
開催の2ヵ月前にホームページ
等で告知する

応募用紙を提出する 開催の2週間前 ペアで250組500名 応募多数の場合は抽選

健康増進補助
(人間・脳ドック受診補助)

51歳以上で人間ドック・脳ドック
を受診した際に補助する

51歳以上で教弘保険に加入し
ている会員

受診後2ヵ月以内

申請書と受診機関の領収書のコピー
を提出する
※補助金振込口座の記入が必要
　　福井銀行･北陸ろうきんのみ

随時 5,000円
年度内1回のみ
※定年齢ドック・健康健診
は不可

食品のカタログギフト
※加入年数・加入口数で金額が異なる

申請期間に申請できなかっ
た場合は、次年度給付

満45歳健康祝金 年度内に満45歳を迎えられる
会員に祝金を送る

満45歳を迎えられ、
教弘保険に加入している会員

申請不要 ８月～または翌年２月～ 食品のカタログギフト5,000円相当

銀婚祝金 銀婚式(結婚から25年)を迎え
られた際に祝金を贈る

教弘保険に10年以上加入して
いる会員

銀婚式を迎える年度の
9月1日～9月30日

申請書を提出する
※添付書類不要

11月中旬～

平成30年度新設
※30年以前は給付不可
※15年継続祝金は廃止

高等学校入学祝金 お子様が高等学校に入学した
際に祝金を贈る

教弘保険に加入している会員 入学年度随時受け付け
申請書を提出する
※校長の職印がもらえない場合は、
生徒手帳等のコピーを添付

随時

6口以上で5年以上の会員
　　　　　　　　　：ギフト券7,000円
6口未満または5年未満の会員
　　　　　　　　　：ギフト券5,000円

小学校入学祝金 お子様が小学校に入学した際
に祝金を贈る

教弘保険に加入している会員 入学年度随時受け付け
申請書を提出する
※校長の職印がもらえない場合は、
母子手帳のコピーを添付

随時 ギフト券7,000円

ギフト券7,000円

出産祝金 お子様が誕生した際に祝金を
贈る

教弘保険に加入している会員 出産から1年以内
申請書を提出する
※校長の職印がもらえない場合は、
母子手帳のコピーを添付

随時 ギフト券7,000円

結婚祝金 結婚した際に祝金を贈る 教弘保険に加入している会員 結婚から1年以内
申請書を提出する
※校長の職印がもらえない場合は、
証明書類を添付

随時

宿泊補助 日教弘指定宿泊施設を利用す
る際に補助する

教弘保険に加入している会員
あるいはその家族

利用日の4日前までに
ご自身で電話にて予約後、
福井支部に電話で申込する

随時
会員：3,000円
家族：2,000円

年度内1家族4泊まで
※指定宿泊施設は日教弘
HPあるいはしおりを参照

令和５年度　日教弘福井支部　福祉事業

福祉事業 事業内容 対象 申請期間 申請方法 給付時期 給付内容 備考
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年2回開催

デジタルタイマーもしくは２ＷＡＹライト

おたのしみ
プレゼント

クイズあるいはアンケートの回
答者の中から抽選で豪華景品
を贈る

全教職員
上期：4月1日～6月30日
下期：9月1日～11月30日

参事あるいは学校担当者経由で
応募用紙を提出する

上期：7月中旬～
下期：12月中旬～

豪華景品

（新規）
講師応援グッズ

講師に応援グッズを贈る 講師 申請不要 ９月～

加入継続記念品

65歳の満期時に教弘保険K型
へ移行継続した際に記念品を
贈る

65歳満了時に新教弘保険K型
に移行した会員

随時
65歳満了時に新教弘保険K型へ移行
継続する

退職時に教弘保険を継続した
際に祝金を贈る

退職時に教弘保険を継続した
会員

申請不要 退職時に教弘保険を継続する

教弘保険継続５年を終えられ、
６年目に入る会員に記念品を
贈る

教弘保険に平成30年度加入
し、継続５年を終えられ、今年
度６年目に入る会員

申請不要

ユース教弘保険から新教弘保
険へ移行継続した際に記念品
を贈る

ユース教弘保険を満了時に新
教弘保険に移行した会員

随時
ユース教弘保険満了時に新教弘保
険へ移行継続する

8月下旬 若狭肉すき焼き肉

随時 手首式血圧計

クリップファイル

８月～または翌年２月～ 若狭塗箸
ジブラルタ生命保険の学校
担当者が持参

随時

退職会員記念品
教弘保険、または、教弘付属
保険の退職手続きをする際に
記念品を贈る

教弘保険、または、教弘付属
保険に加入の退職予定者

申請不要 退職手続き時に関係書類を提出する 随時 今治タオルセット

教頭昇任御祝 教頭に昇任された際に記念品
を贈る

教頭昇任者 申請不要 4月～6月 名刺入れ
ジブラルタ生命保険の学校
担当者が持参

A4バインダー

校長昇任御祝 校長に昇任された際に記念品
を贈る

校長昇任者 申請不要 4月～6月 高級ボールペン

新規
加入記念品

教弘保険に新規で加入した際
に記念品を贈る

教弘保険新規加入者 随時 新規で教弘保険に加入する 随時

ジブラルタ生命保険の学校
担当者が持参

新採用記念品 新しく採用された教職員に記
念品を贈る

新採用教職員全員 4月1日～7月31日
学校担当者経由で申込書を提出す
る

4月上旬～ 数点の中から選択

令和５年度　株式会社福井教弘　福祉関連事業

福祉関連事業 事業内容 対象 申請期間 申請方法 給付時期 給付内容 備考
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印

職印

【受付番号      】

※銀婚祝金は9/３０までに受理分→11月以降。それ以降の受理分は翌年度11月以降に給付します。

銀  婚 配偶者名 結婚年月日 年   月   日

証 明 欄
上記のとおり相違ないことを証明します。

 令和   年   月   日  
所属校等名

所属⾧印

※結婚から高等学校入学祝金は毎月１５日までに受理分→当月末。それ以降の受理分は翌月末に給付します。

高等学校入学
お子様名 続柄

（令和  年  月  日生）

学校名

小学校入学
お子様名 続柄

（令和  年  月  日生）

学校名

出  産

お子様名 続柄
（令和  年  月  日生）

※給付金送付先（自宅送付を希望される方のみお書きください。）

〒

職員番号 旧姓(結婚の場合)

申請内容 （該当する祝金を○印で囲んでください。）

住  所
〒

結  婚 配偶者名 結婚年月日 年   月   日

結婚・出産・小学校入学・高等学校入学・銀婚祝金給付申請書
公益財団法人

日本教育公務員弘済会福井支部⾧ 宛

所属校等 申請者氏名
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・日帰り ・1泊2日

・2泊3日 ・脳ﾄﾞｯｸ

※受診機関の領収書（コピー可）を添付ください。

令和   年   月   日

          印

〒

申 請 日

申請者氏名

申請者住所

受診医療機関

※毎月１５日までに受理分→当月末に給付します。それ以降の受理分は翌月末に給付します。

普通 ・ 当座

健康増進補助（人間ドック・脳ドック）申請書

公益財団法人

日本教育公務員弘済会福井支部⾧ 宛

申請者職員番号

及び生年月日
性別 年齢 電話番号 所属校等名

※定年齢ﾄﾞｯｸ、健診は不可

（S・H  年  月  日生）

男

女
歳

コース名

ﾌ ﾘ ｶﾞﾅ

名 義 人

【受付番号      】

   年   月   日

   ～   月   日

※定年齢ﾄﾞｯｸは4/1現在で満50・53・55・58歳の公立学校共済組合の組合員が対象です。

銀  行  名 支  店  名

福井銀行 ・ 北陸ろうきん 支店 ・ 本店 

預金種目 口座番号

【補助金 受取口座名】※振込先は下記のどちらかの金融機関でお願いします。

受診年月日
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　　あなたもスマホでチャレンジしよう！ ！　① → ② → ③

QRコードからはじめよう、「日教弘クラブオフ」！！
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※掲載内容は2023年1月現在の情報です。最新情報は日教弘クラブオフをご覧ください。

マップを広げると、さらにたくさんのお店が・・・

福井市中心部

「日教弘クラブオフ」が使えるお店がこんなに！！

敦賀市中心部鯖江市・越前市
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