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再生紙を使用しています

平成 7 年以降に統合・閉校となった学校を写真等により紹介します

このシリーズで掲載する記事は、「ここに学校があった　第二編－平成の統合・閉校の記録」出版
のため収集した資料をもとに編集しています。

春爛漫
赤い屋根の学校 

▲

今月の主な内容

木城町立 中
な か

之
の

又
ま た

小学校

ご存知ですか？給付事業  .....................................................３
公益文化事業実施報告  ...........................................................４

「川端康成の眼」を開催します  ........................................４
平成 27 年度 文化講演会　海幸・山幸神話の源流と交流　開催  .......５
財津和夫コンサート 2015 ～ 2016  .................................６
第 38 回教美展 作品募集  ......................................................７
第 5 回宮崎県エンジョイスポーツフェスティバル  .......８

平成 27 年度「退職後の生活を考える会」を開催します  ........９
指定宿泊施設について  ...........................................................９

「スクールコンサート」を実施しています  .......................10
地区だより  ........................................................................ 10 ～ 11
お金が必要なときは、教職員互助会がおススメ！！  .......11
無料法律相談  ................................................................................13
海外からの便り No.6  ...............................................................14



（　 ）2

　木城町立

　　中
な か

之
の

又
ま た

小学校
児湯郡木城町大字中之又 328－7

【校　史】
明治  5年　　木城村大字中之又仲野160番地に創立
明治28年　　東米良村中之又122番地に新築移転
大正 元年　　東米良村中之又331番地に新築移転
昭和22年　　東米良村立中之又小学校と改名
昭和37年　　木城村に編入。木城村立中之又小学校と改名
　　　　　　  校歌制定
平成 元年　　校舎竣工
平成21年 4月　1日　閉校。石河内小学校に統合

「赤い屋根の学校」と呼ばれて親しまれた中之又小学校は、
明治5年の創立以来136年の歴史に終止符を打った。

中之又小学校
●　 

至美郷町南郷区

尾鈴橋

松尾ダム

中之又

板谷川

至
東
郷
町

塊
所
橋 →

県
道
22
号
線

小
丸
川

平成 20 年　最後の運動会 現在はコミュニティ施設として活用されている

昭和 32 年　運動会

昭和 56 年 

　

創立百周年記念 

▲

昭和 9 年　中之又高等小学校 落成式

病気やけがで通院、入院や休職した時など
こんな給付をしています

ご存じですか？　給付事業

自動給付 病院にかかったら、手続きなしで自動的に給付します

本人の通院

５日以上入院

被扶養者

一月１件（1レセプト）　　１，５００円

１日　　　　　　 　　８００円

一月１件（1レセプト）　　　　５００円

上限

上限

☆１件（１レセプト）とは、ひと月にかかった治療費を医療機関・調剤薬局別、さらに外来・
入院別に分けたものです。
☆給付金は累計され、毎年２月に会員の指定した口座に一括して振り込みます。
　ただし、年度途中であっても累計額が１万円を超えた段階で給付金を送金します。
☆文部科学省共済組合及び全国健康保険協会加入の会員は請求が必要です。

その他、特定疾患手当金、障害給付金、弔慰金、災害見舞金・付加金があります。
これらについて記載した資料は、年度初めに所属に配布しています。
また、本会のホームページにも掲載しています。
該当しそうな時は、所属の互助会担当の方か互助会事務局へお問い合せください。

☆これらの給付をはじめ、ほとんどの請求手続きは２年間で時効（請求する権利
　がなくなる）です。せっかくもらえるものも手続きを忘れてもらえなかったと
　いうことのないように気を付けましょう。

請求給付 会員からの請求が必要です

連続３０日以上の自宅療養

さらに傷病休職になったら

２週間以上の介護休暇で給与減額

時間単位の介護休暇

一月　１５，０００円

一月　２０，０００円

１日　　２，０００円

１日　　１，０００円

「長く休まないといけなくなったときは請求！」と覚えておきましょう。



（　 ）3

平成 20 年　最後の運動会 現在はコミュニティ施設として活用されている

昭和 32 年　運動会

昭和 56 年 

　

創立百周年記念 

▲

昭和 9 年　中之又高等小学校 落成式

病気やけがで通院、入院や休職した時など
こんな給付をしています

ご存じですか？　給付事業

自動給付 病院にかかったら、手続きなしで自動的に給付します

本人の通院

５日以上入院

被扶養者

一月１件（1レセプト）　　１，５００円

１日　　　　　　 　　８００円

一月１件（1レセプト）　　　　５００円

上限

上限

☆１件（１レセプト）とは、ひと月にかかった治療費を医療機関・調剤薬局別、さらに外来・
入院別に分けたものです。
☆給付金は累計され、毎年２月に会員の指定した口座に一括して振り込みます。
　ただし、年度途中であっても累計額が１万円を超えた段階で給付金を送金します。
☆文部科学省共済組合及び全国健康保険協会加入の会員は請求が必要です。

その他、特定疾患手当金、障害給付金、弔慰金、災害見舞金・付加金があります。
これらについて記載した資料は、年度初めに所属に配布しています。
また、本会のホームページにも掲載しています。
該当しそうな時は、所属の互助会担当の方か互助会事務局へお問い合せください。

☆これらの給付をはじめ、ほとんどの請求手続きは２年間で時効（請求する権利
　がなくなる）です。せっかくもらえるものも手続きを忘れてもらえなかったと
　いうことのないように気を付けましょう。

請求給付 会員からの請求が必要です

連続３０日以上の自宅療養

さらに傷病休職になったら

２週間以上の介護休暇で給与減額

時間単位の介護休暇

一月　１５，０００円

一月　２０，０００円

１日　　２，０００円

１日　　１，０００円

「長く休まないといけなくなったときは請求！」と覚えておきましょう。



（　 ）4

「卵生神話」から「失われた釣り針神話」まで
項　　　青（熊本大学・熊本県立大学）

会員名、会員番号、住所、氏名、電話番号を明記の上、ハガキ又はFAX、E-mail で
教職員互助会までお申し込みください。

吉岡けい子・ケリソン　デイビッド（ムービングウェイブス）
李　名　正・呉　品　儀（台湾　體相舞蹈劇場）

海幸彦『隼人舞』の姿を求めて

劉　益　昌（台湾　中央研究院）
玉の呪力・霊力　～海幸・山幸神話の世界観～

海幸・山幸神話の源流と交流
～東アジアの中の日向神話～

　日本神話の舞台「日向」、その中心となるのが「海幸・山幸」の神話。天孫降臨から、山の神との和合（ニニ
ギノミコトと木花開耶姫との婚姻）を果たし、さらに海の神との和合（山幸彦と豊玉姫、ウガヤフキアエズと 
玉依姫との婚姻）が語られます。そして、日本の建国へと進む日向神話は、どのような意味を持つのでしょうか。
民族学、考古学、そして音楽と舞踊といった多様な視点から、日向神話の源流と交流を探ります。

平成 27 年度文化講演会「記紀編さん 1300 年・世界文化遺産」フォーラム

主 催：宮崎県教職員互助会・NPO 法人 i さいと　／　協 力：宮崎県立西都原考古博物館

日 時

場 所

2015年11月14日（土）
宮崎県立西都原考古博物館大ホール

定　　員

申込方法

200名 申込締切日 11月4日（水）

13：00 ～ 16：30
12：30（開場）

入場
無料

ウガヤフキアエズを主祭神とする鵜戸神宮 全国唯一海幸彦を祀る潮嶽神社全国唯一海幸彦を祀る潮嶽神社

コーディネーター：北郷泰道（宮崎県教育庁文化財課）

公益文化事業

 公益文化事業

 公益文化事業実施報告

　ディズニー夢と魔法の90年展
　　　　　　  ～ミッキーマウスからピクサーまで～

平成 27 年7月18日（土） 
▲

 8月31日（月）　             来場者数　49,183人
　ミッキーマウスから実写作品の「パイレーツ・オブ・カリビアン」、
また「モンスターズインク」などのピクサー作品までウォルト・ディズ
ニー・カンパニーが作り出したアートや小道具、コスチューム、模型の
ほか、セル画やフィギアなど約800点を一堂に展示しました。
　白黒の世界から3D、実写の世界まで、夢と希望の詰まったディズニー
の世界に多くの来館者が心を躍らせていました。

 今昔、日本の妖怪
　　　　　　　　～百鬼夜行からゲゲゲまで～

　　      平成 27 年7月18日（土） 

▲
 8月31日（月）　　　　   来場者数　29,781人

　「双頭の人魚のミイラ」や「八戸藩南部家旧蔵天狗のミイラ」をはじめ
として、貴重な絵巻ものや総合博物館所蔵の「化物婚礼之図」、またゲゲ
ゲの鬼太郎の原画やブロンズ像など、約180点を一堂に展示しました。
　多くの家族連れが訪れ、普段見る事の出来ない貴重な資料や、初めて
目にする妖怪の姿に驚きを感じながら、その不思議な存在に興味深く   
見入っていました。
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◆座席数及び会員券料金

◆申し込み方法と制限等
・互助会担当の方に取りまとめをお願いしています。
 必ず会員券申込要項をご覧になり、「財津和夫コン  
　サート TULIP の夢を歌う２  会員券申込書」で申し 
　込んでください。
・申込枚数は会員一人につき２枚以内です。
・座席は全席指定となり、座席番号の指定はできません。
※会員券申込書、申込要項については、互助会ホー
　ムページからダウンロードすることも可能です。

◆会員券のお届けと料金の支払い方法
・会員券は、11月中旬に互助会担当の方をとおし  
　てお届けします。
・料金は12 月分の給料から互助会の掛金等と一緒  
　に差し引かせていただきます。

◆その他
・会員券をお届けした後、公演中止以外の理由での
　払い戻しや、紛失等での再発行はいたしません。     
　大切に保管してください。
・この公演については、会員券、一般券ともに、「鑑賞
　補助」の対象にはなりません。

～ 財津 和夫 ＆ 姫野 達也 ～
２つの個性を生みだした偉大なグルー
プ「ＴＵＬＩＰ」。昨年、宮崎でも大好
評のうちに終了した、夢の共演第２弾
が決定！
アマチュア時代から「ＴＵＬＩＰ」時
代の曲はもちろん、今回の為の書き下
ろし曲まで盛りだくさんの「夢」のこ
ころみにご期待ください。

＜予定曲目＞
・青春の影
・サボテンの花
・虹とスニーカーの頃　　  など…

文芸誌「しゃりんばい」第38号  原稿募集
　投稿希望の方には、募集要項・応募用紙をお送りしますので、
教職員互助会（0985－29－1242）までご連絡ください。
　詳細は、「互助会報7月号（第406号）」をご覧ください。

平成27年9月30日（水）厳守
［消印有効］

応 募 締 切

 公益文化事業
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　第 38 回教美展は平成 28 年１月６日に宮崎県
立美術館で開幕し、都城展、延岡展と県内３会
場で開催します。出品希望の方には、募集要項・
出品票をお送りしますので、ご連絡ください。

作品募集
第38回

カードアート作品募集

募集部門

出品資格 会員及びその配偶者

宮 崎 県 立 美 術 館

都 城 市 立 美 術 館

延岡総合文化センター

出品資格 会員及びその配偶者・
公立学校に勤務する職員（会員外も可）

規　格 ポストカードサイズ
（148mm × 100mm）

出品点数 一人 １点
※ 通常作品は別枠で出品できます。

応募方法 平成27年12月4日（金）
までに教職員互助会まで届けてください。（郵送可）

一人 １点

無  料

絵画、デザイン、書、写真、彫刻、
工芸、趣味と生活、県外公募展入選作品

※ポストカードアートは
　別枠で出品できます。

平成28年1月6日（水）～16日（土）
※12日（火）は休館日

平成28年1月19日（火）～24日（日）

平成28年1月28日（木）～2月5日（金）
※2月2日（火）は休館日　※2月5日（金）は午後1時まで 

出品点数

出品料

展示会場及び展示期間

8 8 0 0 8 0 1

① タイトル
② 展示の向き（タテ・ヨコ）
③ 氏名（楷書で）
④ 会員番号

・絵はがき

・時候のあいさつ
（暑中見舞・年賀状など）

・写真
　などなど、ハガキサイズで厚
　さが１㎝以内であれば大丈夫
　です。

〈宛名面〉 〈作品面〉

行
会
助
互
員
職
教
県
崎
宮

二
―
二
―
一
松
老
市
崎
宮

切
手

多数のご応
募

お待ちして

おります

公益文化事業公益文化事業

搬入期間：平成27年11月16日（月）～11月20日（金）
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10：00～15：0010：00～15：00

9：00～15：009：00～15：00

8：45～13：008：45～13：00

9：00～12：009：00～12：00
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平成27年度 「退職後の生活を考える会」を開催します平成27年度 「退職後の生活を考える会」を開催します
～退職後の健康・生きがい・経済（お金）について考えてみませんか～

　「考える会」では、退職後を心豊かに過ごすために、健康・生きがい・経済（お金）のことを中心に、退職に
向けた準備と退職後の生活設計の立て方や退職互助部の事業などについて説明します。

　いろいろな制度等は、一度聞いただけではなかなか理解できません。機会をみて繰り返し聞くことが重要です。
　また、退職後ともに生活をする配偶者の方などと一緒に参加して、お互い理解を深めておくことをお勧めします。

対象者 ・退職予定の方
・早い時期から退職後の生活設計を立てたい方
・退職後のことが気になる方

受 付  13：00　／　開 会  13：30（閉 会  16：20 予定）

※ 申し込みは必要ありません。都合のよい日にご出席ください。

内　容 日　程

日時・会場

■ 健　　康　退職後の公的医療保険制度・介護保険制度
　　　　　 　  の基本的な知識及びその活用方法など

■ 生きがい　退職後の心の持ち方、生きがいづくりなど

■ 経済（お金）　公的年金制度の基本的な知識、生活設計を
　　　　　　  立てるポイント、生命保険の見直しのポイ
　　　　　　  ント、退職手当の運用など

■ 退職互助部　療養補助金制度など

１０月２４日（土）
１１月　７日（土）
１１月１４日（土）
１１月２１日（土）

月　　日 会　　場
宮崎市　JA アズムホール別館　２０２研修室
都城市　高城生涯学習センター
門川町　クリエイティブセンター門川
宮崎市　JA アズムホール別館　２０２研修室

　  時　　間
13：30 ～ 13：40
13：40 ～ 15：10

15：10 ～ 15：25
15：25 ～ 16：05
16：05 ～ 16：20
16：20

　  　内　　容
挨　拶
講　演

【講師】公益財団法人
　        生命保険文化センター

（休　憩）
退職互助部の事業説明
質　疑
閉　会

「平成27年度指定宿泊施設案内」
の訂正をお願いします。

　宝塚歌劇雪組全国ツアー、宮崎・
延岡公演ともに8月17日に申し込
みを締め切りました。取りまとめに
ついてご協力いただいた互助会担
当の方、ありがとうございました。
　昼夜合わせて、宮崎公演は、申込者943名、倍率2.5倍、
延岡公演は、申込者312名、倍率0.82倍という結果となりま
した。申込多数となった公演座席については、厳選な抽選
を行い、当選された方には、会員券をお届けしています。
　多数のお申込み、ありがとうございました。

D  8,010円 / 2人
T  6,210円 / 2人

D  6,210円 / 2人
T  8,010円 / 2人

宮崎グリーンホテル（P.4）

誤

正

指定宿泊施設
について

宝 塚 抽 選 結 果
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　地区事業は、地区運営委員長や事務局長をはじめとした地区運営委員、実行委員の方を中心に、多く
の会員の協力をいただきながら行っています。事業内容や申込方法などは、各地区の運営委員会から 
案内があります。日程や会場は変更になる場合がありますので、ご確認ください。

県 南児 湯
テーブルマナー教室
　10 月 30 日（金）／ 南郷プリンスホテル
焼肉のたれづくり体験教室
　11 月 ７日（土）／ 南郷げんき村
ゴルフ大会
　11 月 14 日（土）／ ジェイズ北郷リゾート
ソフトテニス（初心者）教室
　11 月 14 日（土）／ 北郷町さくらアリーナ
ガーデニング教室
　11 月 21 日（土）／ 日南振徳高校
森林セラピーウォーキング
　12 月 ５日（土）／ 北郷町猪八重渓谷
フラワーアレンジ教室
　12 月 12 日（土）／ まなびピア
そば道場
　12 月 19 日（土）／ 都市農村交流センター
うどんづくり教室
　 １月 23 日（土）／ まなびピア

サイクリング体験
　10 月 17 日（土）／ 西都原公園
ビーズ教室
　10 月 31 日（土）／ 高鍋中央公民館
尾鈴山登山
　11 月  ７日（土）／ 尾鈴山
ゴルフ大会
　11 月 21 日（土）／ 座論梅ゴルフカントリークラブ
ガーデニング教室
　11 月 28 日（土）／ フローランテ宮崎
テーブルマナー教室
　12 月  ５日（土）／ タツヤカワゴエ・ミヤザキ
おさかな釣り大会
　12 月 12 日（土）／ 門川沖
フラワーアレンジメント講習会
　12 月 27 日（日）／ フラワーショップ「ファンファン」
ボウリング大会
　 １月 15 日（金）／ 西都ヤングボウル

カントリー教室
　10 月 24 日（土）／ 大王谷コミセン
ピザとワインの夕べ
　10 月 30 日（金）／ マンボ・ジャンボ
トレッキング教室
　11 月 ７日（土）／ 由布市  飯盛ヶ城周回コース
お菓子作り教室
　11 月 14 日（土）／ 延岡市  宮崎ガスキッチンスタジオ
テーブルマナー教室①
　11 月 21 日（土）／ ミヤチク（ホテルメリージュ延岡）
プリザーブドフラワー教室
　11 月 28 日（土）／ 大王谷コミセン
テーブルマナー教室②
　　 １月中旬　    ／ ミヤチク（ホテルメリージュ延岡）

日 向 西 諸
若返り健康体操教室
　 ９月 26 日（土）／ 小林中央公民館
ゴルフコンペ
　10 月 24 日（土）／ 宮崎小林ゴルフコース
ガーデニング教室
　10 月 24 日（土）／ 小林市  渋田農園
ボウリング大会
　11 月 13 日（金）／ ジョイプラザ小林
宙に舞うトランポリン健康教室
　12 月  ５日（土）／ 小林コスモス
地産地消・温泉健康教室
　12 月 12 日（土）／ 小林市  神の郷温泉
テーブルマナー教室
　 １月 30 日（土）／ 宮崎市または都城市内レストラン

「スクールコンサート」を実施しています
　県内の小中学校及び県立学校を地区ごとに3つのグループに分け、アーティストを派遣するスクールコン
サート事業を実施しています。
　今年度は都北・西臼杵・県北地区の3地区で43公演を実施しています。すでに12公演が終了しました。

スクールコンサート日程表（10 月～ 11 月）
開　催　校 公 演 日 アーティスト 開　催　校 公 演 日 アーティスト

上野中学校 10月 2日（金） Whoopin 三股小学校 10月29日（木） Whoopin
五ケ瀬中等教育学校 10月15日（木） 劇団こふく劇場 南浦中学校 11月 1日（日） 北村美保
宮村小学校 10月22日（木） 橘太鼓響座 都城農業高等学校 11月 2日（月） 浜崎奈津子
長田小学校 10月22日（木） 宮崎三曲会 恒富小学校 11月 5日（木） 村上三絃道
麓小学校 10月22日（木） んまつーポス 名水小学校 11月12日（木） 新井武人
白雲中学校 10月23日（金） 劇団パレット 延岡青朋高等学校 11月13日（金） 橘太鼓響座
上南方小学校 10月23日（金） 石川ゆかり 山田小学校 11月13日（金） 劇団こふく劇場
東海中学校 10月23日（金） 橘太鼓響座 東海東小学校 11月18日（水） 村上三絃道
宮水小学校 10月23日（金） 橘太鼓響座 鞍岡小学校 11月19日（木） M И P
島野浦中学校 10月23日（金） Whoopin 中霧島小学校 11月20日（金） 温故知新
岡富小学校 10月27日（火） 劇団こふく劇場 上組小学校 11月26日（木） 劇団こふく劇場
夏尾小学校 10月28日（水） 大薗麻美子
記念式典特別公演
　創立記念や落成式などの記念式典の際、スクールコンサートの公演を希望する学校を対象に実施します。
アーティスト及び申し込み方法等詳細は互助会ホームページをご覧ください。

公益文化事業

地区だより
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事務局にお越しいただければ、小切手で  即日貸付  も可能です！

手続き簡単♪  年利 1.8％  でご利用できます！！

お金が必要なときは、
　　　　教職員互助会がおススメ！！
お金が必要なときは、
　　　　教職員互助会がおススメ！！
お金が必要なときは、
　　　　教職員互助会がおススメ！！

この他にも、結婚資金貸付や住宅貸付などありますので、詳しくは、教職員互助会までご連絡いた
だくか、ホームページをご参照ください。

生活資金 ［用　　途］
［限 度 額］

教育資金

車

自由！！
200 万円

［用　　途］
［限 度 額］

大学・専門学校の入学・在学費用
400 万円

［用　　途］
［限 度 額］

車の購入、修理、車検の費用
200 万円

［必要書類］ 貸付借用証書

［必要書類］ 貸付借用証書、在学証明書等

［必要書類］ 貸付借用証書、注文書 or 売買契約書

西臼杵

職員家族運動会
　11 月 14 日（土）／ みやざき臨海公園マリーナ 多目的広場
第 2回あけぼの会 ゴルフ大会
　日程・場所未定

教育庁

県 北
第１回テーブルマナー教室
　10 月 23 日（金）／ 和食「たけうち」
写真を楽しむ会
　10 月 24 日（土）／ 大分県杵築市
ゴルフ大会
　10 月 31 日（土）／ 北方ゴルフクラブ
ガーデニング教室
　11 月 ７日（土）／ 南方小学校（予定）
お菓子作り講習会
　11 月 14 日（土）／ 延岡市 宮崎ガスキッチンスタジオ
第２回テーブルマナー教室
　11 月 20 日（金）／ 和食「たけうち」
ボウリング大会
　11 月 28 日（土）／ 延岡サンボール
スキー・スノーボード教室
　 １月 28 日（木）／ 五ヶ瀬ハイランドスキー場

テーブルマナー教室
　10 月 21 日（水）または 10 月 28 日（水）
　／ 木地屋または雲の上のぶどう
ゴルフ大会
　10 月 31 日（土）／ 北方ゴルフクラブ
パン作り教室
　11 月 11 日（水）／ 高千穂町中央公民館
プリザーブドフラワー教室
　12 月 16 日（水）／ 高千穂町中央公民館
スキー・スノーボード教室
　 １月 16 日（土）／ 五ヶ瀬スキー場

中 央
ボウリング大会
　 11 月 ７日（土）／ 宮崎エースレーン
綾の藍染教室
　11 月  ７日（土）／ 綾の手紬染織工房
有機野菜のピザづくり教室＆その野菜残を使った草木染教室
　11 月 14 日（土）／ 綾わくわくファーム
ゴルフ大会
　11 月 14 日（土）／ 大淀カントリークラブ
プリザーブドフラワー＆フラワーアレンジメント教室
　11 月 21 日（土）／ 江南小学校
フローランテ園芸教室
　11 月 28 日（土）／ フローランテ宮崎
第１回テーブルマナー
　11 月 28 日（土）／ タツヤカワゴエ・ミヤザキ
寒い日の中華
　12 月  ５日（土）／ 綾わくわくファーム
硬式テニス大会
　12 月  ５日（土）／ 久峰総合公園
和菓子づくり
　12 月 12 日（土）／ 綾わくわくファーム
第２回テーブルマナー（冬の夜に友と語らうワインの夕べ）
　 １月 23 日（土）／ ベル・エポック・シャトーレストラン

都 北
フラワーアレンジ教室
　10 月 31 日（土）／ サンパーク都城
陶芸教室
　11 月 ７日（土）／ 生楽陶苑
ゴルフ大会
　11 月 28 日（土）／ 母智丘カントリークラブ
ガーデニング教室
　12 月 ５日（土）／ サンパーク都城
そば道場教室
　12 月 ５日（土）／ サンパーク都城
テーブルマナー教室
　 １月 29 日（金）／ ホテル中山荘
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＊江
えとう

藤　利
としひこ

彦　弁護士　（宮崎市）　電話（0985）20－9911
12月までの相談日　10月9日、11月13日、12月11日
原則として、第2金曜日の午後１時半から午後５時半まで

＊佐
ささき

々木　龍
たつひこ

彦　弁護士
　 （延岡市）　電話（0982）34－3535
12月までの相談日
10月9日、11月13日、12月11日
原則として、第２金曜日の午前10時
から午前12時、午後１時から午後３
時まで（受付時間は午前11時半まで
及び午後２時半までです。）

無料法律相談 ※事前に電話予約が必要です。

＊大
おおつか

塚　幸
こうじ

治　弁護士　（都城市）　電話（0986）46－9666
12月までの相談日　10月10日、11月14日、12月12日
原則として、第2土曜日の午前9時から午後1時まで

1    2  3  4

  5     

6 7    8 9 

 10   11   

12   13    14 15

16 17   18 19 

20    21   

22      23 

　ハガキに答え、会員番号、氏名、所属名、職場での楽しい話題や児童・生徒のこと、
今月号の感想など何でも結構です。必ず書いて、10月16日（金）までに教職員互
助会にお送りください。FAX でも受け付けます。
　正解者の中から抽選で図書カード（2,000 円分）を５名の方に抽選で進呈します。
　当選者は、氏名、所属名を会報に掲載します。また、お寄せいただいた感想等は、
会報で紹介させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

第406号（７月号）の答え
「ねがいごと」

の
節季 クロスワードパズルクロスワードパズル

　「食欲の秋」のクロスワードです。タテ・ヨコのカギをヒントにパズルを解き、グレーのマスに入った   
５文字を並びかえてテーマに関係のある言葉にしてください。

７月号当選者
・日淺真由美（志和池小）
・新納美貴子（田野小）
・小田　昭彦（須木中）
・横山　　尚（延岡しろやま支援 高千穂校）
・黒木　三善（みなみのかぜ支援）

●タテのカギ
①　この魚、落語では「目黒にかぎる」と殿様
②　お菓子に付いてくるシールや玩具
③　卵ぎっしり、柳葉魚と書きます
④　九月に出る極早生温州は皮が緑
⑤　餅とり用や、料理のトロミ付けに使う粉
⑦　十五夜に、見ながらお団子食べましょう
⑨　磯野家にも、ヒラメやカレイにも
⑪　世界最大の大根「桜島大根」の産地
⑫　沖縄料理ラフテーはこのお肉
⑮　機械や装置を、再び始動の状態に
⑰　ご飯を、洋食では何と？
⑲　グツグツ、甘く煮てアンコに
㉑　秋○○は嫁に食わすな？

●ヨコのカギ
①　アナタは、たしなむ程度？浴びるほど？
③　肝臓に良いらしい、小粒の黒い貝
⑤　峠、駅弁、どんぶりまんトリオといえば
⑥　味ではシメジに負けるなんて…
⑧　ワイルドだぞ、ウッキッキー
⑩　お刺身に添えてある花、タンポポではありません
⑪　黄門様は葵。市川団十郎さんは三枡
⑬　白雪姫がまるかじり！
⑭　ショウガのこと
⑯　唐辛子で味付け、辛子明太子に
⑱　青い鳥。君といる時。歩いてこない
⑳　銀メダルの順位です
㉑　古来、地震と関連づけられてきた魚
㉒　忍び笑いみたいね、このエスニック料理
㉓　蚕が桑を食べて、やがて口から出す貴重な糸

平成27年度 永年勤続記念品事業・リフレッシュ助成（経過措置）について
　今年度対象者に互助会担当の方をとおして、請求書をお届けしています。
　※ 請求書を失くした場合は、再発行いたしますので、教職員互助会業務係
　　 までご連絡ください。

請求は 2 年以内
お早めにご請求を !!

永年勤続記念品事業
　● 今年度対象者
　　  昭和60年度、平成7年度に加入した会員
　● 支給内容
　　10,000円相当の記念品または10,000円の慰労金

リフレッシュ助成金
● 今年度対象者
　  平成22年度に加入した会員
● 支給内容
　10,000円
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海外からの便り  No.6

　微笑みの国タイのバンコクに赴任して３年目を迎えています。宮崎県   
からは西村広毅先生も同年度派遣で赴任しています。
　在留日本人がタイ国内には約 6 万 5 千人おり、日本食の店もバンコクだけ
で約 1,500 店舗あります。また、世界一の渋滞都市ともいわれ夜遅くまで
車の行列が続いています。バンコクは戒厳令が今年 4 月 1 日に解除され、
デモが無くなり普段通りの生活ができるようになっています。しかし、8 月
に起きた爆弾テロ事件があると、海外にいることを再認識させられます。
　バンコク日本人学校は 1956 年に開校した世界で最初の日本人学校であ
るとともに、小学部 2,308 名と中学部 631 名の合計 2,923 名が在籍し、92
学級、教頭３名体制の教員数 221 名、スクールバス 177 台の世界一規模の
大きい日本人学校です。日本の教育課程を中心に学習を行うとともに、タ
イ語や英会話の授業のほか現地校との交流学習や校外学習を通して国際性
豊かな児童生徒の育成に努めています。現地校との交流会等では私もタイ
語でのあいさつに挑戦しています。

バンコク日本人学校　校長　福島　愼哉

KY
OU

SHOKUIN

G OJ YO KAI
 9

GOJYOKAIHOU

2015

▼ 職員集合写真 ▲ 車の渋滞

▲ スクールバス

▲ 小学部音楽朝会

敬　　弔
ご冥福をお祈りします。

中内　秀夫　様　（生涯学習課）
７月３日逝去　　52歳

税所　敦子　様　（福島中学校）
８月８日逝去　　53歳

向江　裕二　様　（小松台小学校）
８月10日逝去　　43歳

宮崎の歴史講座
【日　時】　平成27年10月22日（木）
　　　　　10時～ 11時30分

【場　所】　宮崎県立図書館２階  視聴覚室
【テーマ】　和泉式部と歌盗人
【講　師】　大辻 二郎　氏

主催 ／ 宮崎県地方史研究会　　問い合わせ：TEL.0985-47-0786

平安の抒情歌人和泉式部の重病が、法華嶽薬
師寺で治ったという伝説がある。又、その病は、

「歌を盗んだために呪詛されたことによる」と
いう寺の口伝があるといわれる。今回はそれ
を切り口に、盗んだといわれる「歌」にまつ
わる全国の伝承を紹介する。入場無料 申し込み不要

会員告知板

「八紘一宇」の塔を考える会  編著
定価［2000円 + 税］

購入希望の方は、著者（0985－52－5014）
又は県内の書店にお問い合わせください。

新編 石の証言
－「八紘一宇」の塔「平和の塔」の真実－

会員著書紹介会員著書紹介


