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弘済会は教育環境整備のお手伝いとして、
今年度も多様な「教育振興事業」を実施しました。
へき地学校教育支援事業

筆甫小のへそ大根づくり

おいしくな〜れ

「へき地学校教育支援事業」においては、交通など諸条件に恵まれない山間地や離島などの小学校
30校、中学校13校に各５万円の支援を行いました。
丸森町の筆甫小学校は、恵まれた自然と温かい地域の皆さまに囲まれて、子どもたちが、やさしく、
かしこく、たくましく、そして元気に成長する学校です。全校児童９名の小規模校ですが、複式学級
の中で互いに刺激し合いながら学びを深めています。
学校行事においても、地域の皆さんと協働して運動会を開催したり、
「へそ大根」づくりや「繭細工」
づくりでは地域の皆さんのご指導やご支援を頂戴したりしています。今回の支援金は、教材・教具の
購入と「へそ大根」
「繭細工」づくりのための農園資材やクラフト用品の購入に活用して頂きました。

地域と協働した運動会

繭細工の完成品と笑顔の少年

公益財団法人
ホームページ

日教弘 宮城支部

繭細工づくり

日本教育公務員弘済会宮城支部
https://nikkyoko-miyagishibu.jp/
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将来を担う子どもたちの学習環境の向上を支援し、安心して学校生活に打ち込めるよう貸与及び給付奨学
金事業を行っています。今年度は、大学等への進学者42名に対して最高100万円を貸与し、給付奨学金・夢
サポート奨学金事業では218名の高校・支援学校高等部の生徒の皆さんに奨学金を給付しました。さらに、
臨時給付奨学金として58名に一人10万円を給付しています。奨学金を受け取った皆さんから感謝の声が届
いています。
私は、劣性遺伝によって重度の視覚障害を生じる「先天性白皮症」を患っているため、周囲
の友人たちと同じような行動をとることが少々難しく、運動や人の顔を覚えることなど不得意
なことがたくさんあります。それでも、小学校入学から今現在までの約12年間、勉学にはでき
る限り全力で取り組んできました。その間、学校や社会での様々な経験をとおして障害を持つ
私が社会にどう貢献できるかを考え、自分なりに「夢」を膨らませているところです。現時点
においては、大学に進学し、将来は人々に「夢」を与える「プランナー」になり、たくさんの
人に夢を与える企画を創り上げる人間になりたいと考えています。そ
の「夢」を実現させるための第一歩として、第１希望の大学に合格すべ
く、眼前の勉学に打ち込んでいます。
貴会より頂戴した奨学金を糧に、将来の「夢」を実現すべく、今後更
に精進していく決意です。この度は、本当に有り難うございました。

（S高等学校 ３年男子）

教育団体研究助成事業
県内では、様々な教育団体が宮城の教育振興のために活動し
ています。今年度は、コロナ禍の中で２団体から辞退がありま
したが、31団体の活動を支援いたしました。
助成団体の一つである、宮城県高等学校体育連盟は、高校生
の体育的活動を支え、その発展に寄与しています。
今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により総合
体育大会を中止せざるを得ませんでしたが、可能な範囲で代替
大会を開催することとし、７月18日のソフトボールを皮切りに、24競技で大会を開催しました。例年の県高校総
体とは異なり、無観客での開催等、競技毎にさまざまな感染防止対策を徹底しながらの開催となりましたが、各
校選手は今までの練習の成果を存分に発揮することができました。
また、11月４日、グランディ・21を会場に運動部で活動している高校生76人の参加により、運動部リーダー
養成講座を開催しました。例年の１泊２日の日程を変更し、今年は１日のみの開催となりました。生徒たちは真剣
な表情で、講演を聞いたり、演習を行ったりして熱心に参加していました。

運動部リーダー養成講座

講
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教育図書贈呈事業
毎年、弘済会宮城支部として年間100校に図書を

富谷中学校『科学道 100 冊』フェア

贈呈して参りましたが、今年度は70周年記念事業の
一環として20校を加え、さらにコロナ禍での支援と
して20校、贈呈校を都合40校増やしました。235校
から申請がありましたが、今年度は合計140校に贈
呈いたしました。
富谷市立富谷中学校は、
「ともに学び、磨きあい、
やり抜く生徒の育成」を目指しています。ふるさと
富谷市を愛し、富谷中学校生徒としての誇りをもち、
一人一人の自主性・創造性を培うとともに、知育、
徳育、体育、労育の充実に取り組んでいます。人間
性豊かで、現在及び将来にわたって学ぶ喜びをもち、
自他ともにたくましく「やり抜く（生き抜く）生徒」
の育成が目標です。
今年度贈呈を受けた富谷中学校では、
『科学道100
冊』フェアを図書室で開催しました。
「驚異のカラダ」
「宇宙フロンティア」
「世界を変えた科学者」
「科学道
クラシックス」のテーマによる書籍を、生徒たちは
手に取って興味深く読書し、友人と話し込む姿も見
られました。
『科学道100冊』フェアで興味を持って、
科学者を目指す生徒が生まれることを期待します。

教育研究大会助成事業
教育の振興と教職員の資質向上をめざし、様々な教育研究大会が開催されています。弘済会宮城支部で
は、県内で開催される全国大会、東北地区大会（北海道・東北ブロック大会）に毎年助成してきました。
今年度も、３団体から助成申請が出ておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により２団体から辞
退の連絡があり、１団体からは助成金額の減額申請がありました。今年度においては、教育研究大会の実
施は困難であったと思います。次年度は、教職員の皆さんの研究の成果を発表する機会が持てることを願っ
ています。

教育文化講演会助成事業
例年、仙台市小中学校教育研究会との共催で教育文化講演会を開催しています。今年度も、仙台サンプ
ラザホールを会場に、脚本家の内舘牧子氏を講師として招き、貴重なご講演をいただく計画でした。とこ
ろが、新型コロナウイルスの感染拡大により、残念ながら今年度は中止とさせて頂きました。次年度にお
いては、同じく内舘牧子氏を講師として招き講演会を開催する方向で調整中です。乞うご期待！

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)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。
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教育研修助成事業
坂元おけさ

各学校は、学校の実態に即して研究テーマを設定し、熱心に教育研究や研修活動を行っています。
弘済会では、こうした学校を対象に１校当たり５万円を助成してきました。毎年100校に支援してい
ましたが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大により、残念ながら予定していた講演会や事業を
実施できず２校から辞退がありました。
山元町立坂元中学校は、東側を太平洋に面する宮城県の最南端の山元町に位置し、温暖で風光明媚
な自然に囲まれています。東日本大震災では、地域全体が甚大な被害を受けましたが、全国各地から
の温かい支援により、確実に復興の途上を歩んでいます。坂元中学校は、震災被害を受けた地域にあっ
て、「地域と学校の協働活動の推進を図る取組」を推進しています。１年次においては、坂元地区に
受け継がれてきた和太鼓と坂元おけさという踊りを、地域の皆さんの模範演技と演奏に刺激を受けな
がら、熱い指導により練習を重ねて、文化祭で発表しています。地域への愛情や伝統を守ろうとする
意識を涵養することができました。また、２年次においては、例年行ってきた職場体験の代わりに、
４職業（農業、保育士、パティシエ、印刷業）の方々をお呼びして、職業や生き方についてお話しを
伺いました。地域の方との交流を深める中で、職業や将来について考えるよい機会となりました。

坂元中学校の
取組

ケーキに関する講話

太鼓の練習

「叶えたい夢、将来のことを言葉
に出す。
」ことが大事と聞き、自
分は何も努力もせず、言葉にもせ
ずにいたと気付いた。これからは
たくさん声に、言葉にしていきた
いと思う。

生徒の声
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保育に関する講話

劇の中で、坂元おけさや太鼓を
したが、みんなで協力して一つに
なって何かをすることの大切さを
知ることができました。これから
もみんなで協力していきたいと思
います。

生徒の声

支部奨励金事業
弘済会では、教育の向上発展に重要

利府町民劇団「ありのみ」の皆さん

と認めた学校外の特色ある研究や継続
的な活動に対しても助成を行っていま
す。今年度は、県内14の教育委員会か
ら推薦のあった多賀城太鼓保存会や富
谷田植踊保存会、大河原町の堤神楽保
存会をはじめとする13団体に各20万円
の活動支援金を送りました。

その中の一つである利府町民劇団「ありのみ」は、平成９年
３月の旗揚げ公演を皮切りに毎年１回の公演を開催してきまし
た。今年度は来る３月13日（土）
・14日(日)に、第24回公演「長
根怪道・百鬼夜行～利府街道伝第５話・道珍坊温泉の巻」を利
府町公民館文化ホールで実施する予定です。本来であれば、昨
年の３月に実施する予定でしたが、コロナの影響で実施できま
せんでしたので、仕切り直して今回挑戦します。皆さまのご来
場をお待ちしています。

健康 グ ッ ズ
プレゼントキャンペーン

たくさんのご応募

ありがとうございました！！

今年度は新型コロナウイルスの感染流
行により、スポーツ観戦招待事業を実施
できなかったため、健康応援企画「クイ
ズに答えて

健康グッズプレゼント！！」

を実施しました。
会員の先生方3,147名（A賞：521名、
B 賞：575 名、C 賞 414 名、D 賞：625
名、E賞：1,008名）から申し込みをいた
だき、厳正な抽選の結果、各賞50名、W
チャンス賞1,000名に賞品をお渡ししま
した。Wチャンス賞は「めぐりズム

蒸

気でホットアイマスク」
（12枚入り１箱）
、
参加賞はアルコール・ハンドジェルです。
各学校の担当LCからお受け取りください。
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学校だより拝見
Web上で多くの学校が「学校だより」を公開しています。今回は、大崎市立古川第一小学校の「令和２年
10月

学校だより第６号」から前田

正

校長先生の文章を紹介します。

メダカが死んでしまった


大崎市立古川第一小学校

校長

前田

正

故人を偲び、命ある“今”にも思いをはせる。そんな「彼岸」を、明日から
迎えようとしていた秋の朝のことでした。
一日の活動が始まって間もない頃、しゃがみこんで地面を掘り返したり土を
掛けたりしている数人の子供たちの姿が、校舎裏にありました。近付くと、い
つもは元気いっぱいで明るい表情を見せてくれることが多い４年生数人が、どこか神妙で、寂しさも漂
わせる雰囲気に包まれていました。「どうしたの？」と尋ねると、「教室で飼っていたメダカが死んでし
まったんです。だから…、皆で埋めていたんです。」と子供たち。その言葉に促され足元を見ると、なら
された地面に、近くにあった円柱形のブロックが立ててありました。そばには、校舎裏で栽培されてい
たヘチマの花も置かれていました。子供たちが、メダカへの弔いの気持ちを自分たちなりに表していた
のです。子供たちと会話を重ねた後、「皆の気持ちを『その』メダカに伝えて、教室へ戻りなさいね。
」と
促すと、子供たちは墓標に見立てたブロック前に誰ともなく集まり、静かに手を合わせました。
生き物には特徴や習性があり、当然ながら、子供たちの都合に合わせた行動はとってくれません。そ
うだからこそ、生き物を飼育することは、毎日のエサやりから始まり、排泄物の処理、誕生や病気、死
別への対応等、
“生き物の命に責任を持つことである”とも言われます。冒頭で取り上げた内容は、そん
な飼育を通じてメダカの死に直面した子供たちが、自分たちなりに考えて行動していた姿です。「死を見
つめてこそ、『生』は限りなく輝き、価値あるものとして大切にされる」とも言われます。責任を持って
メダカの「生」と「死」に向き合ってきた子供たちだからこそ、メダカの死は、この先きっと、その子
供たち自身の「生」と「死」の認識の発達に結び付いてくれるだろうと信じています。
身近な人を看取る機会が減り、多くの子供にとって、「死」は現実感が乏しいものになっていると言わ
れています。また、主人公が他者を殺りくする攻撃を繰り返したり何度も生き返ったりするゲーム等に
触れる機会が日常になりつつある子供たちにとっては、本来尊厳に満ちたものであるべきはずの「死」が、
“歪められた理解”へと向かっているのではないかとも感じさせられます。加えて、交友関係のいさかい
の中で、
「死ね」
「消えろ」等という言葉を非常に軽々しく口にする児童が散見されると、胸も締め付け
られます。命を大切にする心を育みながら、命が掛け替えのないものであることを理解させたい。 自分
や、自分と同じように他者を尊重する精神を身に付けさせたい。これは、子供たちに関わる誰もが抱く
子供たちへの『願い』のはずです。その実現には、「生」
に加え、
「死」からも命の重みを実感させることが大切な
のではないでしょうか。
「死」は、不吉や不安、恐怖等の
感情も誘発し、扱いにくい対象です。しかし、生身の大人
としての経験も踏まえ、悲しみ・喪失感・感謝等、子供た
ちに機会を捉えて直接語り掛け、「死」からも「命」を考
えさせていくことが、大人の役割でもあるように思います。
メダカの死を悼む子供たちの後ろ姿が、そんなことを教
えてくれているように感じられました。
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新任教
奮闘記

〜新任教師として奮闘されている先生を紹介します〜
弘済会はこれからの宮城の教育を担う若い先生方を応援しています。年度初めには、新任の先
生方を訪問し、お祝いやエールを送り、記念品をお渡ししました。それから、間もなく１年が経
過しようとしていますが、多くの先生方はもうすでに学校や子どもたちにとって、なくてはなら
ない存在として活躍しています。
今回は、そんな新任の先生方の中から宮城県亘理高等学校の久保田舞先生を紹介します。久保
田先生は国語科の教員ですが、生徒会を担当するとともに、男子ソフトテニス部の顧問としても
活躍しています。何事にも明るく前向きに取り組む魅力あふれる先生です。

宮城県亘理高等学校

久保田

舞

先生

７年の講師生活を経て、ようやく宮城県の高校教諭として教壇に立つ日々が始まりました。
昨年度末から覚悟はしていたものの、やはり多くの式典・行事が中止や変更を余儀なくされる
スタートとなりました。思い描いた日常とは異なり、昇降口へ行っても、教室へ行っても、ど
こにも生徒がいない。式典や行事だけでなく、授業等毎日そこにあるはずだった景色が目に見
えない脅威によって奪われ、学び舎において最も非日常的な日常の幕開けとなりました。
休校期間中は、登校日に生徒たちを迎える準備に加え、課題の作成・配信が業務の中心となりました。また、生徒
たちが日々を安心して過ごせるようにと、先生方と協力して教室の消毒・清掃作業を連日実施しながら、登校日が訪
れるのを待ちました。その時の業務一つ一つが、教職員による「生徒のために今何が出来るか」という生徒への強い
愛情に基づいていたと感じます。１学年の副担任を務める私は、まだ会ったことのない生徒たちを想像しながら、ま
ずは名前だけでも確実に覚えるよう、時間が空いたときには必ず生徒の名簿を眺めながら過ごしました。そして迎え
た登校日、生徒たちの笑顔と元気な挨拶を聞き、生徒と関わることが出来る「教員としての日常の尊さ」を改めて痛
感し、また、私たち教員は生徒の力を借りながら、学びの場を共に創り上げていくのだと実感させられました。
私は、一番苦しかった時期に寄り添ってくださった先生に憧れ、教員の
道を選びました。また、大学時代を過ごした関西の地で感じたこと・学ん
だことを、自分が育ててもらった宮城に還元したいと思い、宮城の教壇に
立つことをずっと夢見てきました。夢が叶い、学校が本格的に再開してか
らあっという間に半年が過ぎましたが、まだまだ至らない点が多く、先生
方から多くの助言・指導をいただき、支えていただきながらの毎日です。
初任校での４年間をかけて、宮城の教員として相応しい知識や指導力を身
につけるとともに、人間として成長を続けていきたいと思います。

共済事業 ( 提携保険事業 ) 提携会社

ジブラルタ生命保険㈱の取組を紹介します！

第 24 回ボランティア・スピリット・アワード受賞者
「PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY ボランティア・スピリット・アワード」( 通称：SOC) は、ボランティ
ア活動に取り組む中学生・高校生を支援するプログラムです。ブロック表彰式では、表彰終了後、参加者同士が情
報交換し、ボランティアのネットワークを広げるための交流会を行っていました。しかし、今年は新型コロナウイ
ルス感染防止のために、ブロック表彰式は中止されました。全国表彰は、ブロック表彰者のみ 12 月 20 日にオン
ラインで実施されました。本県からの受賞者は次のとおりです。

◆ ◆ ◆ 中学校部門◆ ◆ ◆
大崎市立古川北・古川中学校 ポップカーン jr
⃝ブロック賞
佐藤 里桜さん
⃝コミュニティ賞 気仙沼市立松岩中学校
アルカス・ちょボラ隊
⃝コミュニティ賞 仙台市立岩切中学校

◆ ◆ ◆ 高校部門◆ ◆ ◆
宮城県農業高等学校 岩間 ほのかさん
⃝ブロック賞
コミュニティ賞
宮城県松島高等学校 きずな F プロジェクト
⃝

オンラインでのブロック表彰式の様子
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貸与 奨 学 生 の 募 集 が
まもなく始まります
■ 第Ⅰ期 2021年２月２日
（火）
～３月19日
（金）
■ 第Ⅱ期 2021年４月１日
（木）
～５月21日
（金）

募 集 期 間

お申し込みは教弘担当 LC または弘済会までお申し出ください。
（※詳しい要項は宮城支部 HP またはきょうこう通信 Vol.23 の裏面をご覧ください）

お気軽に ご 参 加 く だ さ い ！
主催：（公財）日教弘

宮城支部

セカンドライフ セミナー の ご案内
教職員の皆さまの退職後の生活設計のお役に立てるよう、下記の日程・会場でセミナーを開催いたします。
セカンドライフの安心・充実のために、是非ご参加くださるようご案内申し上げます。皆様のご都合に合わ
せて、お一人でも、配偶者の方とご一緒でも、また弘済会会員に限らず、ご参加ください。来春のご退職予
定でなくとも参加可能です。皆様のご参加をお待ちしております。なお、ご参加の皆様には粗品を準備して
おります。
【開催時間】 10：00 から 12：00

期

日

会

場

定員

令和３年２月 ６ 日（土） 栗原 ホテルグランドプラザ浦島 50 名
令和３年２月 ７ 日（日） 仙台

仙台ガーデンパレス

令和３年２月 20 日（土） 気仙沼

気仙沼プラザホテル

80 名
35 名

令和３年２月 21 日（日） 登米 ホテルニューグランヴィア 15 名
令和３年２月 21 日（日） 仙台

ホテル白萩

60 名

※セミナーの内容は……
〈その１：変化への対応〉
・ご退職後の対応 ・公的医療保険の継続 ・公的年金の加入 ・収入の段差
・介護、相続の問題は
〈その２：安心への備え〉
・長生きがリスクになる？ ・お金の寿命を延ばす ・インフレとお金の価値
・資金の管理

・金融商品の特性

参加ご希望の方は、共済事業（提携保険事業）提携会社 ジブラルタ生命保険㈱の担当 LC にお申込み下さい。
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集：公益財団法人

日本教育公務員弘済会宮城支部

〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-5 タカノボル第25ビル ３階
発
印

行：株式会社
刷：株式会社

宮城教弘

東北プリント

TEL（022）346-1525

FAX（022）346-1528

宮城支部の個人情報保護方針（プライバシーポリシー）については、
当支部ホームページ（https://nikkyoko-miyagishibu.jp/）
をご覧ください。

