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元気発信局 「静岡県立浜松湖東高等学校」

静岡教弘教育活動奨励賞・静岡教弘研修補助金贈呈園・校一覧

静岡教弘リタイアメントライフプランセミナー開催のお知らせ

静岡教弘クイズ＆ちょっと ホッと “Me time”

 「逆さネコ」 函南町立東中学校２年　長島　馨子
　机の上で寝そべる私の愛猫を描きました。顔の色はただの茶色ではなく黒色と茶色を混ぜた焦げ茶色を使い、目の色は黄色と

黒色で塗り、少しの白を加えると、本当に生きているような顔になりました。また、愛猫は鼻がとても可愛く、鮮やかなピンク

色をしているので、混ぜる色に気をつけました。ネコの可愛い姿がいろいろな人に見てもらえたら、すごく嬉しいです。

静岡教弘だよりは、

日教弘ホームページ

からご覧いただける

ようになりました。
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湖東高校の グローバル ハイスクール プロジェクト

　湖東高校では、生徒自身が実際に様々な格差や差別で困っている人と接することにより、社会の抱える問題
を理解し、自分がどのような形で実社会と関わることができるかを、体験を通して学んでいきます。

フェアトレード

　フェアトレードとは、貧困のな

い公正な社会をつくるために、途

上国の経済的社会的に弱い立場

にある生産者と、強い立場にある

先進国の消費者が対等な立場で

行う貿易です。

　世界中の人々が安心して日常

生活を送り、個々の能力をいかん

なく発揮し、持続可能な社会づく

りの実現に向けて、湖東高校は身

近なところから「フェア（公正）」

について考える取組を行ってい

ます。

コトバショ

　学びたいという気持ちのある、すべてのこども

への個別学習支援を高校生が行います。 

　昨今の社会問題であるこどもの貧困は、学力格

差と貧困格差が連動しています。貧困世帯のこど

もは塾に通えない、外国籍のこどもが言葉の問題

から勉強したくてもできないという状況がありま

す。格差をなくし、さらに貧困世帯、外国籍のこ

どものみならず、すべてのこどものために、湖東

高校「総合的な探究プロジェクト」の１つとして、

学習支援ボランティアがあります。浜松市神久呂

協働センターにて「コトバショ」の名称で生徒が

学習塾を運営しています。

　ラオスのコーヒー農園の人た

ちとのオンライン交流や東ティ

モールのコーヒー農園のオンラ

インツアーによりフェアトレー

ドについて学び、実際に商品を

宣伝、販売します。

　徳之島のコーヒー農園にて持

続可能なコーヒー栽培につい

て学び、開発途上国の栽培につ

いて考えるきっかけとします。

　湖東高校では、少数派 （マイノリティ）である人々が差別や排除の対象にならないように、

また、自分たちが多数派 （マジョリティ） になった時に少数派を排除しないように考えるこ

とを重要視します。研修を通じて多数派になった人々が、少数派はどのような気持ちでい

るのかを実感していきます。さらに、マイノリティとマジョリティが各々の「ちがい」を

肯定的に受け入れる姿勢を持つことが大切であることにも気づかせていきます。

〒431-1112

浜松市西区大人見町 3600

053-485-0215

所所在地・

町 3600
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　修学意欲がありながら学資金の支払が困難と認められる者に対して、奨学金を貸与し、大学への　修学意欲がありながら学資金の支払が困難と認められる者に対して、奨学金を貸与し、大学への

進学及び修学の継続を支援しています。令和 4 年度は 45 人に 3,975 万円の貸与をいたしました。進学及び修学の継続を支援しています。令和 4 年度は 45 人に 3,975 万円の貸与をいたしました。

「奨学金貸与」の報告

　令和４年度は単年度事業として、交通条件及び文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に　令和４年度は単年度事業として、交通条件及び文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に

所在する学校等に対し、「へき地学校教育支援事業」を実施いたしました。所在する学校等に対し、「へき地学校教育支援事業」を実施いたしました。

　へき地指定２～５級の学校に対して、１件５万円、11 校、総額 55 万円を助成いたしました。　へき地指定２～５級の学校に対して、１件５万円、11 校、総額 55 万円を助成いたしました。

へき地学校教育支援事業の報告

　学校や保護者、地域、関係機関、企業等と連携するなどして、　学校や保護者、地域、関係機関、企業等と連携するなどして、

幼児幼児、児童児童、生徒の豊かな成長に寄与する教育文化活動を継続的生徒の豊かな成長に寄与する教育文化活動を継続的

に推進し、実績を上げている教職員、学校、教育団体等に対し、に推進し、実績を上げている教職員、学校、教育団体等に対し、

「地「地域教育振興事業」を実施いたしました。域教育振興事業」を実施いたしました。

　１件 10 万円、４団体、総額 40 万円を助成いたしました。　１件 10 万円、４団体、総額 40 万円を助成いたしました。

地域教育振興事業の報告

　修学支援として、　修学支援として、
公立高校、私立高校、公立高校、私立高校、
国立・公立特別支援国立・公立特別支援
学校高等部に在学中学校高等部に在学中
の生徒を対象に、総の生徒を対象に、総
額 1,708 万円を給額 1,708 万円を給
付いたしました。付いたしました。

「奨学金給付」の報告
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全日制

定時制･通信制

特別支援学校高等部

合計

199 人

72 人

33 人

304 人

1,393 万円

216 万円

99 万円

1,708 万円

給付金額

７万円

３万円

３万円

人数 給付金合計

静岡教弘の奨学事業では、大学生等への奨学金の貸与、高校生等への奨学金の給付を行っています。

さらに、令和５年度からの大学給付奨学生（予約型）の開始にあたり、

今年度は、奨学生６人の募集を行いました。

静岡教弘の教育文化事業では、幼児、児童、生徒の豊かな成長に寄与する教育文化活動を

継続的に推進し、実績を上げている教職員、学校、教育団体等に対して助成を行っています。

熱海市立初島小学校

沼津市立戸田小学校

静岡市立井川小学校

静岡市立梅ヶ島小学校

浜松市立気田小学校

浜松市立熊小学校

熱海市立初島中学校

沼津市立戸田中学校

静岡市立井川中学校

静岡市立梅ヶ島中学校

浜松市立春野中学校
静岡市立梅ヶ島小中学校

裾野市立富岡第二小学校

静岡市立清水小島小学校

NPO 法人 WAKUWAKU 西郷

静岡県立掛川特別支援学校御前崎分校

 上右：裾野市立富岡第二小学校 

 下左：静岡県立掛川特別支援学校

　　　　　　　　　　　御前崎分校



2022

　保護者や地域、関係機関等と連携し、特色ある教育研究活動に取り組み、児童、生徒の豊かな成長に寄与する教育活

動を継続的に推進し、確実な実績を上げている学校、グループ、団体を対象に、静岡県教育委員会、静岡市教育委員会、

浜松市教育委員会、静岡県校長会、静岡県高等学校長協会、静岡県特別支援学校長会、静岡県私学協会、静岡県教職員組合、

静岡教弘参事会からの推薦に基づき、1 件 10 万円、総額 2,080 万円の奨励金を贈呈しました。

上：伊東市立東小学校

　：静岡市立清水三保第一小学校

　：袋井市立袋井中学校

　：静岡県立伊豆総合高等学校

下：浜松市教育会館 

　：静岡県立浜北特別支援学校

　：静岡県立磐田西高等学校

　　　（上段・下段ともに左より）

清水町立清水中学校

磐田市立富士見小学校

長泉町立北中学校

島田市立大津小学校

藤枝市立広幡中学校

静岡県立三島長陵高等学校

静岡県立掛川工業高等学校

静岡県立浜北特別支援学校

湖西市立岡崎小学校

伊東市立東小学校

袋井市立袋井中学校

伊豆市立土肥小中一貫校

静岡県立清水南高等学校中等部

静岡県立焼津水産高等学校

静岡県立磐田西高等学校

静岡県立西部特別支援学校

磐田市立磐田北小学校

菊川市立菊川西中学校

袋井市立周南中学校

牧之原市立萩間小学校

静岡県立下田高等学校

静岡県立島田商業高等学校

静岡県立吉田特別支援学校

静岡市立安倍川中学校

浜松市立大平台小学校

静岡市立田町小学校

浜松市立有玉小学校

静岡市立中田小学校

浜松市立葵が丘小学校

東伊豆町立稲取中学校

伊豆の国市立大仁小学校

伊東市立富戸小学校

三島市立北小学校

裾野市立深良小学校

御殿場市立原里中学校

沼津市立第五中学校

沼津市立戸田小中一貫学校

富士市立天間小学校

富士市立富士中学校

富士宮市立上野小学校

静岡市立安西小学校

静岡市立千代田小学校

静岡市立城内中学校

静岡市立大谷小学校

静岡市立清水三保第二小学校

南伊豆町立南伊豆東中学校

伊豆市立熊坂小学校

三島市立西小学校

清水町立南小学校

裾野市立向田小学校

小山町立成美小学校

沼津市立愛鷹中学校

富士市立大淵第一小学校

富士市立青葉台小学校

富士市立吉原北中学校

富士宮市立富士根南中学校

静岡市立伝馬町小学校

静岡市立西奈南小学校

静岡市立宮竹小学校

静岡市立長田西中学校

静岡市立清水高部東小学校

函南町立丹那小学校

熱海市立多賀中学校

三島市立錦田小学校

長泉町立南小学校

御殿場市立東小学校

沼津市立第三中学校

沼津市立静浦小中一貫学校

富士市立岩松小学校

富士市立吉原第一中学校

富士宮市立西小学校

富士宮市立富士根北中学校

静岡市立葵小学校

静岡市立美和中学校

静岡市立西豊田小学校

静岡市立清水有度第一小学校

静岡市立蒲原西小学校

静岡県教育委員会推薦静岡県教育委員会推薦

静岡市教育委員会・浜松市教育委員会推薦静岡市教育委員会・浜松市教育委員会推薦

地区校長会・静岡県教職員組合単組・支部推薦地区校長会・静岡県教職員組合単組・支部推薦

▶▶▶
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静岡市立両河内小中学校

焼津市立大井川東小学校

藤枝市立岡部小学校

藤枝市立稲葉小学校

島田市立五和小学校

掛川市立第一小学校

御前崎市立第一小学校

磐田市立向笠小学校

磐田市立竜洋西小学校

森町立飯田小学校

湖西市立東小学校

浜松市立佐鳴台小学校

浜松市立蒲小学校

浜松市立内野小学校

浜松市立浦川小学校

浜松市立蜆塚中学校

浜松市立積志中学校

浜松市立庄内中学校・庄内小学校

静岡市立蒲原中学校

焼津市立大村中学校

藤枝市立朝比奈第一小学校

島田市立島田第三小学校

牧之原市立相良中学校

掛川市立原田小学校

掛川市立西中学校

磐田市立岩田小学校

袋井市立袋井北小学校

磐田市立向陽中学校

湖西市立知波田小学校

浜松市立新津小学校

浜松市立北浜北小学校

浜松市立豊岡小学校

浜松市立上阿多古小学校

浜松市立富塚中学校

浜松市立雄踏中学校

浜松市立細江中学校

焼津市立焼津南小学校

焼津市立大富中学校

藤枝市立高洲小学校

島田市立金谷小学校

川根本町立中川根南部小学校

掛川市立大坂小学校

菊川市立加茂小学校

磐田市立田原小学校

袋井市立笠原小学校

森町立森中学校

浜松市立曳馬小学校

浜松市立豊西小学校

浜松市立麁玉小学校

浜松市立初生小学校

浜松市立西部中学校

浜松市立可美中学校

浜松市立神久呂中学校

浜松市立清竜中学校

静岡県立伊豆総合高等学校

静岡県立沼津城北高等学校

静岡県立富士宮北高等学校

静岡県立静岡城北高等学校

静岡県立榛原高等学校

静岡県立天竜高等学校

静岡県立浜松商業高等学校

静岡県立小山高等学校

静岡県立富士高等学校

静岡県立清水西高等学校

静岡市立高等学校

静岡県立池新田高等学校

静岡県立浜松江之島高等学校

静岡県立浜松工業高等学校

静岡県立沼津東高等学校

静岡県立富士宮東高等学校

静岡市立清水桜が丘高等学校

静岡県立川根高等学校

静岡県立磐田北高等学校

静岡県立浜松城北工業高等学校

静岡県立浜松湖北高等学校佐久間分校

静岡県立静岡視覚特別支援学校

静岡県立静岡北特別支援学校南の丘分校

静岡県立東部特別支援学校

静岡県立浜松視覚特別支援学校

静岡県立富士特別支援学校

静岡県富士見中学校

清水国際高等学校

静岡北高等学校

浜松学芸中学校

静岡県富士見高等学校

常葉大学附属橘中学校

磐田東中学校・高等学校

静岡県西遠女子学園中学校

星陵高等学校

常葉大学附属橘高等学校

浜松開誠館中学校・高等学校

静岡県高等学校長協会推薦静岡県高等学校長協会推薦

静岡県特別支援学校長会推薦静岡県特別支援学校長会推薦

静岡県私学協会推薦静岡県私学協会推薦

▶▶▶

▶▶▶

下田市立朝日小学校

伊豆の国市立韮山南小学校

富士宮市立人穴小学校

静岡市立清水第三中学校

焼津市立大井川南小学校

掛川市立倉真小学校

磐田市立大藤小学校

浜松市立広沢小学校

浜松市立平山小学校

静岡県立伊東商業高等学校

静岡県立焼津中央高等学校

静岡県立浜松西高等学校

静岡県立沼津特別支援学校愛鷹分校

静岡県立浜松特別支援学校

東伊豆町立稲取小学校

御殿場市立富士岡小学校

富士宮市立稲子小学校

静岡市立清水袖師小学校

藤枝市立藤枝中学校

掛川市立城北小学校

磐田市立豊岡北小学校

浜松市立八幡中学校

浜松市立神久呂小学校

特定非営利活動法人静岡 STEM アカデミー三島 STEAM Lab

静岡県立静岡中央高等学校

静岡県立天竜高等学校春野校舎

静岡県立東部特別支援学校伊豆高原分校

熱海市立桃山小学校

三島市立沢地小学校

富士宮市立大富士中学校

静岡市立清水三保第一小学校

島田市立相賀小学校

吉田町立中央小学校

袋井市立高南小学校

浜松市校長会

浜松市教育会館コンサート実行委員会

知徳高等学校

焼津高等学校

浜松日体高等学校

静岡県立藤枝特別支援学校焼津分校

静岡教弘参事会推薦静岡教弘参事会推薦

▶▶▶▶▶▶



下田市立下田小学校

伊豆市立修善寺中学校

三島市立向山小学校

御殿場市立高根中学校

沼津市立原小学校

富士市立岩松中学校

静岡市立賤機南小学校

静岡市立西奈中学校

静岡市立清水小河内小学校

焼津市立港小学校

藤枝市立瀬戸谷中学校

牧之原市立坂部小学校

掛川市立横須賀小学校

磐田市立豊浜小学校

湖西市立新居中学校

浜松市立和田小学校

浜松市立西気賀小学校

浜松市立開成中学校

静岡県立伊東高等学校城ケ崎分校

富士市立高等学校

静岡県立駿河総合高等学校

静岡県立袋井商業高等学校

静岡県立浜松東高等学校

常葉大学附属菊川高等学校

静岡市立高部こども園

西伊豆町立伊豆海認定こども園

裾野市立いずみ幼稚園

御殿場市立森之腰幼稚園

静岡市立安倍口中央こども園

静岡市立東豊田こども園

磐田市立向笠幼稚園

森町立森幼稚園

浜松市立北浜南幼稚園

浜松市立熊幼稚園

浜松市立尾奈幼稚園

西伊豆町立田子小学校

熱海市立第二小学校

清水町立南中学校

沼津市立第二小学校

富士市立元吉原小学校

富士宮市立白糸小学校

静岡市立松野小学校

静岡市立南中学校

静岡市立清水第七中学校

焼津市立黒石小学校

島田市立金谷中学校

牧之原市立地頭方小学校

菊川市立菊川東中学校

袋井市立袋井西小学校

浜松市立上島小学校

浜松市立北浜小学校

浜松市立中川小学校

浜松市立中郡中学校

静岡県立三島南高等学校

静岡県立清水東高等学校

静岡県立藤枝東高等学校

静岡県立磐田農業高等学校

静岡県立伊豆の国特別支援学校

静岡県西遠女子学園高等学校

牧之原市立地頭方幼稚園

伊豆市立熊坂こども園

長泉町立北こども園

富士市立田子浦幼稚園

静岡市立西奈こども園

焼津市立さつき幼稚園

磐田市立長野幼稚園

湖西市立岡崎幼稚園

浜松市立神久呂幼稚園

浜松市立橋爪幼稚園

函南町立桑村小学校

伊東市立宇佐美中学校

長泉町立長泉小学校

沼津市立第四小学校

富士市立鷹岡小学校

富士宮市立富士宮第四中学校

静岡市立東中学校

静岡市立森下小学校

静岡市立清水飯田中学校

藤枝市立大洲小学校

島田市立川根中学校

掛川市立土方小学校

磐田市立磐田中部小学校

袋井市立浅羽南小学校

浜松市立芳川小学校

浜松市立篠原小学校

浜松市立佐久間小学校

静岡県立下田高等学校南伊豆分校

静岡県立沼津工業高等学校

静岡県立静岡高等学校

静岡県立横須賀高等学校

静岡県立湖西高等学校

静岡県立中央特別支援学校

伊豆の国市立共和幼稚園

河津町立さくら幼稚園

熱海市立あたみこども園

三島市立錦田幼稚園

静岡市立小島こども園

静岡市立東豊田中央こども園

掛川市立土方・中幼稚園

袋井市立浅羽北幼稚園

浜松市立芳川幼稚園

浜松市立豊岡幼稚園

浜松市立内野幼稚園

　校内研修における講師の

招請、または、郊外研修に係

る旅費等に対して、静岡県

校長会、静岡県高等学校長

協会、静岡県特別支援学校

長会、浜松市立幼稚園長会、

静岡県私学協会、静岡教弘

参事会からの推薦に基づき、

1件10万 円、総 額1,030

万円の補助金を贈呈しま

した。

静岡教弘教育活動奨励賞・静岡教弘研修補助金贈呈校の研究・研修テーマは、日教弘ホームページの静岡支部

のページからご覧いただけます。　アドレス https ://www.nikkyoko.or.jp/company/shizuoka/topics.html

▶▶▶▶▶▶

上左：浜松市立芳川小学校

上右：長泉町立長泉小学校 

下右：静岡県立伊豆の国特別支援学校
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心の癒し心の癒し

　楊貴妃、篤姫、琥珀、天女、パンダ、オロ

チ…、これは私の家で飼っているメダカの種

類です。飼い始めて 13 年になります。二組

のペアからスタートしたメダカが、今では種

類も数も増え、数千匹になります。毎朝メダ

カたちへの餌やりから１日がスタートしま

す。庭に出た私の足音が聞こえると、メダカ

たちはざわつき始め、近くに寄って来て餌を

ねだります。愛おしく感じる瞬間です。私が

長い間メダカを飼い続けることができた一番

の理由は、「産卵→孵化→稚魚→成魚」の過程

を、緊張しながらも楽しく見守ることができ

たことです。子孫を残すために、小さな体で

生涯4000個以上の卵を産むといわれている

メダカってすごくないですか。春先に生まれ

た卵が孵化し、稚魚から成魚へと成長してい

ます。それぞれの個性の違いを観るのも楽し

みの一つです。心が癒され、その日の活力を

もらっています。

　でも、今、一番心が癒される時は、今年の

３月に生まれた初孫の画像や動画を見る時間

です。県外に住んでいるため、会う機会は少

ないのですが、就寝前に日々成長する孫の姿

を見ることこそが、一番の心の癒しです。

　令和４年度「学校セミナー」は、教職員の皆さまの福祉向上・生涯生活設計を支援する目的で実施しており、９月

末までに55園・校で開催いたしました。安心で豊かな生活のための「年金早わかり講座」や「生涯生活設計講座」

は、開催いただいた園や学校等から好評をいただいております。

　「学校セミナー」開催のご希望がございましたら、静岡教弘の参事・参事指導または事務局までお気軽にお問い

合わせください。

55 園・校で「学校セミナー」開催！！

共済事業（提携保険事業）提携保険会社

                          ジブラルタ生命保険株式会社静岡支社

御殿場営業所長　鷹野泰久

「本当に必要としているのは何か？」「本当に必要としているのは何か？」

　「ヒトは感情で動いて、非合理的にものごとを決定

し、あとからむりやり論理的に納得しようとしている

に過ぎない。だからよく、おかしな選択をする。」

　以前ある研修で教わったことです。

　例えば、みなさんなら、次のどちらを選びますか？

　  ①　今すぐに 10,000 円をもらう

　  ②　1 週間後に 10,500 円をもらう

　多くのヒトが①を選ぶそうです。

　でも、ちょっと計算すれば、1 週間で 5％も増えて

もらえるのだから、②を選んだほうが得なことがわか

るはずです。

　ヒトは本当に自分が何を必要としているのか、実は

よくわかっていないのです。ほかと比べてよいもの、

得に思えるものや、一番ストレスのないものなど感情

で選択をしてしまうのだそうです。

　ましてや自分の生命保険の選択は？

　ネット通販全盛の今、生命保険もネットでの加入が

可能です。しかし、その実態は？

　生命保険の加入を自ら積極的に考えるヒトはごくま

れです。でも実は世界で一番大切な家族や自分を守る

ものなのに、誰かに言われて気づき、説得されて加入

するのが生命保険なのです。

　だからこそ本当の生命保険は、LC の存在なくして

は成り立たないと考えています。

　10 月中旬に「生命保険料控除証明書」を発送いたします。

　「教弘保険」の保険料は、生命保険料控除の対象となります。

　なお、保険に関するお問い合わせは、共済事業（提携保険事業）提携保険会社のジブラルタ生命

保険株式会社のコールセンター 0120-37-9419（通話料無料）をご利用ください。

　　受付時間：平日　9:00～18:00　

　　　　　　　土曜　9:00～17:00　（日・祝日・12/31～1/3を除く）

静岡県立袋井特別支援学校 浜松市立内野小学校 静岡県立中央特別支援学校

共
済
事
業



公益財団法人日本教育公務員弘済会（略称 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）及び福祉事業は、教弘保険公益財団法人日本教育公務員弘済会（略称 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）及び福祉事業は、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。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。
静岡教弘だよりは、全文敬称を略させていただいております。

12月29日～1月4日は事務局は閉局いたします。宿泊利用券の申請はホテルへの予約後、お早めにご連絡ください。

応募方法

　左記用紙に答、勤務先、氏名をご記入の上、下記の宛先までお送

りください。正解者50人の方に 5,000円の図書カード、さらに

100人の方に「ちょこっと枕」をさしあげます。なお、正解者多数

の場合は抽選とし、「静岡教弘だより№149 冬号」にて当選者の発

表をいたします。

〒420-0856   静岡市葵区駿府町1-12 静岡県教育会館4F

　　　　　　　　公益財団法人日本教育公務員弘済会静岡支部

　　　　　　　「静岡教弘クイズ」係　  FAX 054-205-5131

教育関係者の方はどなたでも参加できます！

（旧：「教弘セカンドライフプラン説明相談会」）

国公立幼稚園・こども園にチューリップ球根を１園100球贈呈！！

地区 開催日 曜 時間 会場

東部

日

土

土

中部 土

西部
日

日

福
祉
事
業

「静岡教弘リタイアメントライフプランセミナー」開催のお知らせ

 12月 11日 

 1月 21日

 1月 28日

 1月 14日

 11月 13日

 11月 20日

　今年度末及び来年度末をもってご退職

されます会員の皆さまをはじめ、現在「教

弘保険」への加入・未加入に関わらず、こ

の機会に将来の生活設計についてご関心

のある皆さまを対象に「静岡教弘リタイア

メントライフプランセミナー」を右記日程

（予定）で開催いたします。

　10月中旬に今年度 60歳・59歳の会

員の皆さまにはご案内をお送りしますの

で、ぜひご参加ください。

お詫びと訂正　前号の教弘クイズ当選者のお名前に誤りがありました。池谷裕人様としましたが正しくは池谷祐人様でした。お詫び申し上げます。

道の駅開国下田みなと

ふじさんめっせ

プラサヴェルデ

グランヒルズ静岡

静岡県総合教育センター

浜松市教育会館

10:00

10:00

９:４５

10:00

10:00

10:00

　静岡教弘の事業の一環として「広がれ！思いやりいっぱい！花いっぱい！」を合言葉に、各園に「チューリップの

球根」の申込書をお届けし、224園からお申し込みをいただきました。お申し込みいただいた園には、球根を11月

上旬に（株）花の大和（奈良県天理市）より直接お届けいたします。

　昨年度、園からは、球根を見た園児たちの「タマネギ？」「明日、咲く？」「レインボー

のチューリップが咲くといいな～」など、可愛らしい会話を報告していただきました。

　今年度も、楽しい会話をしながら、チューリップを咲かせていただきたいと思います。

  

   

  

  

  

問題

 

ジブラルタ生命担当

営業所

氏名

11/15（火）締切11/15（火）締切
切り取って静岡

教弘へFAXまた

は郵送でご応募

ください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

円の図書カードを５０人に

さらに

「ちょこっと枕」を１００人にプレゼント‼
自分だけの時間、ひとりの時間、リラックスできる時間、・・・

それが“ ”です。

「ちょこっと枕」で、ちょっと、ホッとするひととき

“ ”をお過ごしください‼

①　北極と南極、どちらが寒い？

②　地球上でもっとも血圧の高い生物は？

③　アフリカのサハラ砂漠の「サハラ」の意味は？

④　パンダの和名は？

⑤　釣りをするために国家資格の必要な国は？

⑥　空気中に３番目に多く含まれる気体は？

⑦　「トートバッグ」が本来運んでいたものは？

⑧　鰯雲の気象学での呼び名は？

⑨　七福神の中で日本出身の神様は？

⑩　「昭和」という元号は、新元号の第二候補でしたが、

第一候補は？

勤務先 氏名


