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༹૽ȷ͈͒֊࣐૭࣐̠̭ͬ͂͂̈́ͤȂ̭̻ͣ͜ఱ̧̈́୯࿒
̢̤̳ͬࠞ̀ͤ͘ȃ
ȁ̭͈̹͛Ȃौා͉˒͈ȶ༗ࡏު༹͍ݞ߄ު༹͈ഐဥੰٸȷ
̫ͬ̀ȂĲıၑম͉ٛ́Ȃ̴़๊֚͘౬༹૽֊࣐ࢃ͈૧
̱̩ਘୃ̱̹ȶۤȷͬઇ̧̞̹̺̱̹͘ȃ̷̱̀Ȃ֊࣐ࢃ
͈डఱ͈هఴ̜̳́ͤ͘ȶ၌ঊਓවͅచ̳࡙ͥஂಭਓĳıɓ
୕هȷͅచ؊̳̹ͥ͛ͅࡉೄ̱̱̹ͬমުඤယ̞̾̀͜ͅ
մ૭̱ષ̬̹̭̳͂ͧ́ȃࣽࢃȂ̯ͣͅȂˍၑমٛȂˎ
ບ݈֥̫ٛ࢜̀ͅȂઇ̞̹̺̞̹͈ۤ͂ାࣣͬͤ̈́
̦ͣडਞ͈ࡉ͈͛ݑೄ̱ैުͬૺ̹̞͛͂ࣉ̢̤̳̀ͤ͘ȃ
ȁ़౬͉ȂĲııා֚ͅഽ̞̠͂Ⴄঃ͈ఱ̧̈́୯࿒͈૧̱̞ා
̢̤̳ͬࠞ̀ͤ͘ȃ֥֚൳૧̹̈́ܨ̻́Ȃ౬֥͈ٯအ
̧̮֚ͬͤͥ́͢׳ȶ़๊֚౬༹૽ȷ̱͈͂̀ܖயͬ
ͤષ̬ȂΑθȜΒ̈́֊࣐̩̞̱̹ͬ̀ضා̱̹̞͂ͅࣉ̢̀
̤̳ͤ͘ȃ̸̠̓Ȃ̮ၑٜ̮͂ފႁ̱̩̤̞ͬͧ͢ܐ૭̱ષ
̬̳͘ȃ

ȁ૧ාྶ̫̱̤̠̮̰̞̳̀͛́͂͘͘ȃ
౬֥͈ٯအ͉ͅȂ૧̱̞ා̢ͬࠞףș̮ୄ
ટ͈̭̤͂͂ࠄ͍૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁ̯̀Ȃུා͉Ȃজ़͈࢚̓͜౬̦Ȃ̞
̞͢͢Ⴄঃ͈ఱ̧̈́୯࿒͈ȶ़౬ၛຐਔ
ාȷ͈ා̢̳ͬࠞ͘ȃఱୃˏාˍĳĶ
૧ࡽ֥ޗࢷڠࡇګ੩̱ٛ͂̀อ௷̱Ȃ֚ଲ̞ז͈ܮႤঃͬ
ୟ͙ਹ͇͈̀ࣽอജ͙ͬͥͅঢ̱̹ͤ͘ȃ̭͉ͦȂఉ̩͈
౬֥͈ٯအ͈̮̞̥أ׳Ȇ̮ފႁ़͍̭̭́͘ͅ౬ͬ
ͤȂ̭̹֗̀̀ͣͦ୶Ȃ഼֥͈̮ႁ͈̹͈̜́ͤ͘͜
̳͘ȃ̭̭ͅ૬̩ࠉփͬນ̳͍ͥ͂͂ͬ͜ͅܔ̥̻ࣣ̞̹
̞͂এ̞̳͘ȃ࡛हȂܱැমު͈͜ਜ਼ͅૺ̤ͭ́ͤȂ
ା̞ষలڎমުͬΑΗȜΠ̞̹̱̳͘ȃ̤ఞ̧̻̞̹̺̹̞
͂এ̞̳͘ȃ
ȁ༷֚Ȃ଼ĳıාഽ̥ͣই༹̹̽͘૽ଷഽ٨̞̤̀ͅڟȂ
ུා͉Ȃ
ȶא၌߿༹૽͈ףވഎ̈́ڰ൲ͬ࿒എ़๊̳֚͂ͥ౬
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़࢚౬͉Ȃྶহ̥ͣఱୃ̞̠͂Ⴄঃ͈ఱ̧̠͇͈̈́ͤಎ́Ȃ
ĲĺĲĵȪఱୃĴȫාĲĳĶȶ૧ࡽ֥ޗࢷڠࡇګ੩ٛȷ̱͂̀୭ၛ̯̱̹ͦ͘ȃ
൚শ͉߃య֗ޗଷഽً͈͒ള̜ͤ́ܢȂ
ࠃ̥̹͈֥ͦ̈́̽͘ޗఞߚ٨̞̠͂
୨̦̞̈́ܐȶࡽ຺੩ழȷ͈ཀٔ͂̈́ͤȂ
̦̀͞ࡇఘ͂ࢩ̧̦̞̱̹̽̀͘ȃ
̷͈୭͉࣭എ்̩͜ͅȂ୶ߐഎ̈́၌࢚ழ̧̱͈̹̱̱̹͂̀̀͘ضͬڬȃ
̷̱̀ȂĳıĲĴȪ଼ĳĶȫාĲĳĶͅၛຐਔා̢̳ͬࠞ͘ȃ
ࣽࢃ͜Ȃͤ͢ਰ̱̹૧ࡇګඤޗ֥͈࢚মު࣐̠ͬ͂͂͜ͅȂ૧֗ޗ͈̹͈͛ྦྷࡇګƦا
ڰ൲͈͒੩଼࣐̠̭ͬ͂̽̀͢ͅȂ͈֗ޗ૦ܙͅޟဓ̳̭ͥ͂ͬ࿒എ़̳͂ͥ౬༹૽̱͂̀Ȃ
ٯအ༷͂͂͜ͅྚြ̫࢜ͅ༜̞̳ͭ́ͤ͘͘ȃ

沿

革

ఱୃġ ĴȆġ ĲȆĳĶ 新潟県小学校教員互助会創立Ȃུࡇ გĴķȆġ ĳȆġ Ĺ ࢚߄ୟၛ߄̦ˑؙͬඏ෫̱̹ȃ
মհࡊٚͬయवͅଔడ̱Ȃٛ გĴĹȆġ ĶȆĳĶ 創立50周年記念式典̹̱࣐ͬݷȃ
ಿͅ૧ࡇګඤྩ໐ಿ࿐ۼଳॐ२̦ਖහ გĵıȆĲĲȆĴı 財団法人新潟県教職員厚生財団50年
̱̹ȃ̭͈ͬ創立記念日̳͂ͥȃ
ఱୃġ ĴȆġ ĲȆĳķ মྩਫ਼ͬ૧ࡇګඤͅ୭̫̹ȃ

史ͬอ̹̱ۏȃ
გĵĲȆġ ĴȆĴĲ ࢚߄ୟၛ߄̦Ĳıؙͬඏ෫̱̹ȃ

გġ ĵȆġ ĹȆġ Ĳ ୟၛ߄̦Ĳııྔͬඏ෫̱̹ȃ

გĵĹȆġ ĶȆĳĳ 創立60周年・保険部創設40周年記念

გĲıȆġ ĴȆġ Ĳ ୟၛ߄̦ĳııྔͬඏ෫̱̹ȃ

式典を挙行Ȃ౬֥ܱͅැͬ௭೮
̱̹ȃ

გĲĳȆġ ĲȆĲĶ 事務所を新潟市東中通１番町86番地

გĶĳȆġ ĴȆĴĲ ࢚߄ୟၛ߄̦Ķıؙͬඏ෫̱̹ȃ

の現在地に新築移転した。

გĲĵȆġ ķȆġ ĺ 社団法人新潟県教員互助会͂٨ઠ̱̹ȃ გĶĸȆġ ĴȆĴĲ ࢚߄ୟၛ߄̦Ĳııؙͬඏ෫̱̹ȃ
გĲĺȆġ ĴȆĴĲ ୟၛ߄̦ĵııྔͬඏ෫̱̹ȃ
გĶĹȆġ ĶȆĳĲ 厚生財団創立70周年・保険部創設50
გĲĺȆĲıȆĲĶ ২౬༹૽૧ࡽ֥ޗࡇګ੩ٛͬ٨ழ̱Ȃ
周年記念式典を挙行Ȃ౬֥ܱͅැ
ͬ௭೮̱̹ȃ

大日本教育会新潟県支部厚生財団と

଼ġ ĳȆġ ĴȆĴĲ ࢚߄ୟၛ߄̦ĳııؙͬඏ෫̱̹ȃ
称し、財団法人に変更した。
გĳĲȆĲĳȆġ Ķ ఱུ֗ޗٛ૧ࡇګ໐͂ၗ̱Ȃྴ ଼ġ ĶȆġ ĶȆĲĶ 厚生財団創立80周年記念式典挙行Ȃ
ઠͬ新潟県教職員厚生財団ͅ་ࢵ̱̹ȃ
౬֥ܱͅැͬ௭೮̱̹ȃ
გĳĵȆġ ĴȆĴĲ ࢚߄ୟၛ߄̦ˍ୷ྔͬඏ෫̱̹ȃ ଼ĲĶȆġ ĶȆĲı 財団創立90周年記念式典を挙行Ȃ
გĳĹȆġ ĶȆĳĹ ़ུ౬͈ୃྴઠ̱͂̀財団法人を
౬֥ܱͅැͬ௭೮̱̹ȃ
଼ĳĲȆĲĲȆĳķ లˍ༹ٝ૽ଷഽ൦տ֥ٛͬٳट̱Ȃ
冠̳̭̱̹ͥ͂ͅȃ
გĳĹȆĲıȆĳı ࢚߄ୟၛ߄̦ˍؙͬඏ෫̱̹ȃ
༹૽ࠁఠ͈൦ͬٳই̱̹ȃ
გĳĹȆĲıȆĴı 創立40周年記念͈̹͛Ȃ౬֥ܱͅැ ଼ĳĴȆġ ĲȆĳĸ ၑম̤̞ٛ̀ͅȂ༹૽൦໐͈ٛ൞
ͬ௭ဓ̱Ȃܱැങ̹̱࣐ͬݷȃ
૭̫ͬ̀ȶא၌߿༹૽͈ףވഎ
გĴıȆĲıȆġ Ĳ ૧ګঌఱ़ུ́غ౬মྩਫ਼̦ઘ̱̹ȃ
ࢨ̞ͅ߄ࡩ̦ඳͬ྾ͦȂਹါ႒͉

ڰ൲ͬ࿒എ़๊̳֚͂ͥ౬༹૽ȷ͒
͈֊࣐ͬઇ̱̹ȃ

ྫম̜́ͤȂೄࢃ̥ͣমު̦ठ ́ٳ଼ĳĵȆĲıȆĴĲ ၑম̤̞ٛ̀ͅȂ଼ĳĶා˓ոࣛ
̧̹ȃ

༹ͅ૽֊࣐૭࣐̞ͬȂ଼ĳĶාഽ

გĴĲȆġ ĸȆġ ĺ 事務所再建竣工̱̹ȃ

֊࣐ۖၭ̳̭ͥ͂ͬઇ̱̹ȃ
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創立百周年記念事業 財団マーク制定事業

厚生財団の新シンボルマークが決定しました！
最優秀賞
☆シンボルマーク採用作品
10万円旅行券贈呈
上越市立牧中学校

田中

美和子

様

団員の結束と信頼でつなぐ相互扶助の観点から、固
く結ばれたリボンの形をイメージしています。
また厚生の「Ｋ」、財団の「Ｚ」を示すと同時に、
厚生財団のこれまでの歴史と今後の100年を、未来へ
とつながる道、上り階段として表現しています。

優秀賞
５万円旅行券贈呈

佐渡市立内海府中学校

加藤

佳作賞

雄一郎

新潟市立曽野木中学校

様

星

伸二

様

３万円旅行券贈呈

長岡市立栖吉小学校

佐々木

潤

様

新潟県立栃尾高等学校

中村

信

様

新潟市立西川中学校

岩方

綾那

様

平成25年1月25日に迎える創立百周年を記念した新シンボルマーク募集に
たくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。
応募は現職団員・継続団員を併せた164人から全248点の作品が寄せられ、
厳正な審査をさせていただいた結果、
最優秀賞に上越市立牧中学校 田中 美和子 様の作品が選ばれました。
最優秀賞のマークは厚生財団の新しいシンボルマークとして商標登録し、
ホームページや刊行物、記念品など、
今後展開していく事業の中で幅広く活用していきます。
○応募者への報賞は12月中に各所属所のご本人様宛へお送りさせていただきました。入賞作品以外の応募者全員へ差
し上げる３千円または１千円の図書カードは、発送をもって発表に代えさせていただきます。
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平成

24年度 「新潟県民のための教育・文化活動」助成事業
厚生財団では新潟県民のための教育・文化活動への支援として、県内の教育振興団体や一般の地域
住民、子どもたちが参加する事業などに助成を行っています。今年度これまでに助成した団体及び事
業をお知らせいたします。

【助成内訳】
１．団体助成 …………………………………………………………………………………………………… 26団体

760万円

２．事業助成
①普通事業助成
ァ. 財団が後援又は財団支部が主催・共催・後援する事業 ……………… 12事業
ィ. 伝統文化芸術・サークル活動等 ……………………………………………………… 88団体
ゥ. 研究指定校・研究物発刊団体等 ……………………………………………………… 15団体
②特別事業助成

◇協

………………………………………………………………………………………………

6事業

120万円
380万円
105万円
535万円

賛◇ ………………………………………………………………………………………………………………………… 100万円

いじめ根絶にいがた県民会議 平成24年度「深めよう

総額

2,000万円

絆 県民運動」

（平成24年12月末現在）

【活動紹介】
小千谷東山 牛の角突きを学ぶ会

ヲミワケ太鼓

小千谷市立東山小学校

燕市立島上小学校

（闘牛活動）

■事業報告■

継続団員連絡会

（分水祭りでの披露）

ご参加いただきました継続団員の皆様に
ȁȁ感謝申し上げます

ȁौාĺ̥ͣȂࡇඤː͈̾౷ߊ଼̥ͦ̀ͅ
ĳĵාഽȶࠑ౬֥Ⴒ၁ٛȷͬٳट̱̱̹͘ȃ
ȁၑমಿ͈Օग़͉́Ȃ଼ĳĴාഽ͈মު͍ͅࠨॳޙٽ
ͬ༭̱̱̹࣬͘ȃ̹͘Ȃ़౬̦࡛ह৾ͤழ༹̞ͭ́ͥ૽
ଷഽ֊࣐࿚ఴ͞ၛຐਔාܱැমުȪܱැങȂܱැ
௭೮Ȃ۷Ȇۻરڰ൲੩଼Ȃ૧ζȜ·͈ଷȂຐාঃ༎
ॴȫ
Ȃ২ؚ͈૧ಃȂ౬֥ζͼβȜΐ͈ٳ୭͈̈́̓୰ྶ̱ͬ
̀ڎٛા̮́ၑٜ̮͂ފႁ̤̹̱̱̞ͬ͘ܐȃ
ȁः͈ٛশ͉́ۼȂ̯̹ͦࠑ౬֥͈ٯအͅ౬
֥൳আ͈ၠͬ૬̧̞̹̺͛̀Ȃ̮ࢡບ͈̠̻ͅਞ̢
̧̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃ
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●開催日／会場／参加者数
上越地区ġġ ĺġ Ķ㈬ ȟγΞσΧͼζȜΠȟĲĸĹྴ
中越地区ġġ ĺĲĳ㈬ȟγΞσΣνȜȜΗΣಿؖȟĵĲĺྴ
下越地区ġġ ĺĳĲ㈮ȟłŏł·ρ;ϋίρΎγΞσ૧ګȟĵĹĺྴ
ฦ
܁ȟġ ĶĶྴ
佐渡地区ġĲıġ Ķ㈮ȟส
総参加者数

1,141名
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現職団員の皆様へ

団員マイページのお知らせ
払込金･残高明細書の照会等にご利用ください

アクセスは財団ホームページ（URL http://www.koseizaidan.or.jp）から
パソコンやスマートフォンから利用できます。(※ )
1

SSL証明（※2）に対応して安心です。
※1 ご利用環境によって当システムをご利用できない場合がありますのでご注意ください。
（詳しくはログイン画面の ご利用環境 を参照してください。）
※2 主に電子商取引などで一般化しつつあるデータを暗号化して送受信を行う技術の総称です。

払込金･残高明細書は2ヵ年度分まで照会が可能
書式の作成ができて簡単
団員マイページメニュー
１.団員情報
２.払込残高明細書
３.明細書送付設定
４.Web申請書

お名前・所属などの基本情報を表示
住所登録やパスワード変更はこちらから
例月およびボーナス払いの明細書表示
明細書送付設定の変更。初期設定は 送付しない
お名前、所属やコードのほか、金融機関を
登録することで書式に反映

このシステムは現職団員の方のみを対象に始めさせていただきましたので、継続団員の方はご利用できません。

払込金・残高明細書
ペーパーレス化

平成25年1月から明細書の送付を
停止させていただきました。

個人情報保護の強化と送料を含む事務負担軽減のために１月分から明細書を送付いたしませ
んので、払込金・残高の確認は団員マイページからお願いします。
明細書は停止しても普通厚生費繰り入れ後の積立金残高をお知らせするために、4月に限り
全団員へ送付いたします。毎月明細書を必要とする団員は、団員マイページの明細書送付設定
を“送付する”に変更してください。

積立金明細書の提出をお願いします
積立月額変更/

3月〜
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［提出期限］

財団係宛提出
厚生財団着
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2月 6日（水）
2月12日（火）
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年度末退職の手続き

忘 れず に
手 続きを
お 願 い
し ま す！

■□■退団手続きと継続団員加入の申込み■□■
ȁාഽྎͅప̯ͦͥ౬֥͉Ȃ͈ܱئ႒ͬܢ́͘ͅຈ̴̮̩̺̯̞ȃ

提出書類 …「厚生資金積立金払戻請求書
（兼継続団員申込書）」
提出期限 … 平成25年3月26日
（火）まで
パソコン
から！

スマホ
から！

団員マイページの「Web申請書」なら書類作成が簡単です！

[手順] 団員マイページにログイン→メニュー
「Web申請書」
→
厚生資金積立に関する書式
「厚生資金積立金払戻請求書
（兼継続団員申込書）
」
をクリック！
入 力

a

退職後の住所など必須
項目を入力します。

確 認

b

申 請

ｃ

入力した内容に修正が
ないか確認します。

申請が完了したら、
書類を印刷します。

クリック！

プリント
アウト！

ɦŘŦţ૭͈၌ဥ͉ͅڎྎ̥
֣ͣक़̧۪̦́ͥޏຈါ̳́ȃ

クリック！

厚生資金積立金払戻金の送金日
平成25年4月30日（火）

クリック！

下記の赤枠①②③に記入・
押印し、郵送してください

※入力した内容が反映されて記入の手間が少なくなります
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①

②

③
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★お知らせ

退職を祝う会への招待
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監査法人の確認調査を行います
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就学祝金に関するお知らせ
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○申込時期は？
ġġġġġවࠨڠ
Ȫࣣڒȫġġවڠȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁު
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入学資金

入学決定後から

ȪĲාۼȫ

新シリーズ連載のお知らせ

在学中いつでも

学 資 金
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○添付書類は？
入学資金

入学許可を証する書類Ȫࣣڒخȫ

学 資 金

在学証明書

各種払込金の照会をするには団員マイページ！
新潟県教職員厚生財団
員厚生財団

検索

団員マイページにログイン→メニュー
「払込残高明細書」
パスワードをお忘れの場合は厚生財団までご連絡ください。

本年もよろしくお願いいたします。
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新潟県歴史
シリーズ
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それは弥生期から始まった

近世の支配者は三河・尾張・美濃大名

縄文期の新潟県域は、ヒスイ加工の高い技術や
火焔土器の豊かな文化など独自性の高い地域で
あった。
しかし、弥生期になり稲作文化が広がる中、近
畿地方の勢力が新潟県域を押さえることになる。
平安期には多くの荘園が置かれ、11 世紀後半、
下越地方の荘園は東北に出自をもつ城氏の支配を
受ける。やがて城氏は、京都の平氏政権から越後
守に任ぜられ、名実共に越後の支配者となる。

近世になり上杉氏が会津に移されると、美濃国
（岐阜）の堀秀治が高田に入り、補佐として新発
田に尾張国（愛知）の溝口秀勝、村上に信濃国（長
野）の村上頼勝を配し、越後一国を支配する。
江戸期、徳川家康は堀氏を改易し自分の六男松
平忠輝を高田に移す。しかし、軍律を乱した忠輝
を廃すると越後を分割し、長岡へ堀直竒（尾張国）、
高田へ酒井家次（三河国・愛知）
、三条へ市橋長
勝（美濃国）
、長峰（旧吉川町）へ牧野忠成（三
河国）等を異動させる。
その後も、越後諸藩は、多くの改易・転封を繰
り返し、結局、明治元年まで継続した藩は、高田、
長岡、新発田、村上、村松、与板、三根山、椎谷、
黒川、三日市、糸魚川の 11 藩であった。明治ま
で続いた藩も途中で改易・転封された藩も、藩主
の出自は多くが現在の愛知県や岐阜県である。
近世は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の出身
地の大名が新潟県域を支配したのである。

中世の支配者は関東武士
平家方の城氏が源頼朝に敗れると、越後では守
護として頼朝の側近佐々木盛綱（近江国）が任命
される。その後、北条政権になり、執権北條義時
（伊豆国・静岡）が越後守護を兼務する。さらに、
義時の子・名越朝時が守護となり、越後一国支配
は世襲化する。一方、佐渡国は、伊豆国出身の大
仏宣時が守護となり、その子孫が世襲する。
守護は鎌倉に居住し、地頭が越後に住んで国所
有の「保」や貴族・寺所有の「荘園」を支配した。
頸城郡の青木保は武蔵国（東京）の小代氏、魚沼
郡の妻有荘は上野国（群馬）の新田氏、蒲原郡の
奥山荘は相模国（神奈川）の三浦和田氏、岩船郡
荒川保は相模国の河村氏などの支配を受ける。
室町期、足利尊氏の従兄弟で下野国（栃木）出
身の上杉憲顕が守護に任命され、尊氏の重臣で相
模国出身の長尾氏が守護代に任命される。長尾氏
は景虎の代に関東管領・上杉氏を継ぎ、景虎は上
杉謙信として越後一
国支配を許され、戦
国大名の道を歩む。
越後人の典型と見ら
れる謙信にしても元
をただせば出自は相
模国長尾庄である。
中世は、頼朝や北
条氏、足利氏の出身
地の関東武士が新潟
県域を支配したので
ある。
上杉謙信は相模人？

近代の支配者は薩長土肥の県令・県知事
近代になると、明治政府は新潟県に県令・県知
事を任命する。初代県令は平松時厚（京都）、2
代楠本正隆（肥前）
、3 代永山盛輝（薩摩）
、4 代
、6 代籠
篠崎五郎（薩摩）5 代千田貞暁（薩摩）
手田安定（肥前）……。明治政権下、県令・知事
の多くは、官軍である薩摩・長州・土佐・肥前藩
出身の官員である。
新潟県が郷土出身の知事をもつのは、昭和 22
年の民選知事・岡田正平を待たなければならない。

そして現在
これだけ人々の移動が激しく、グローバル化す
る現代において、どこの県の出身者が権力を取る
かなどという議論は、既に意味を失っている。
しかし、そういう時代であるがゆえに私たちは
自覚しなければならない。新潟県民が、県内・全
国・全世界で活躍する力を身に付け、名誉ある地
位を占めることができるかどうかは、まさに新潟
県でどのような教育がなされたかに尽きるという
ことを。

上越市立大手町小学校所蔵

参考文献 『知っておきたい新潟県の歴史』田村裕 伊藤充 新潟日報事業社
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