
「奏でる」
かな

　退職を機に始めた絵もかれこれ15年。いろいろなモチーフにチャレンジしながらたどり着いたのは楽し
みながら絵を描きたいという思いでした。この作品は芥川也寸志著「音楽の基礎」（岩波新書）に書かれた
音譜を見ているうちに浮かんだ思いを絵にしたものです。結果はどうであれ自分の気持ちをこめて仕上
げることができた自己満足の作品です。自分だけでなく見る人にも楽しさが伝わればうれしい限りです。
表紙の出品にお声がけいただいた互助会に感謝しながら今後も自分なりにがんばりたいと思います。

教職員互助会の事業について

会員カードについて

校内研修支援事業を行います

アイドック（眼科検診）受診案内

互助会の貸付事業をご利用ください
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その他にも多数の事業を行っています。
請求書等は「宮崎県教職員互助会ホームページ」からダウンロードできます。ご利用ください。
HPアドレス　https://www.miyazaki-kyogo.or.jp/ 宮崎県教職員互助会

教職員互助会は、宮崎県の条例団体として会員とその家族の福利厚生事業や宮崎県の教育及び
文化、芸術、スポーツの振興・発展に寄与することを目的とした公益文化事業など様々な事業を
行っています。

教職員互助会の事業について

会員カードをお配りしています

■ 「会員カード」に記載している氏名の漢字表記について
システム登録の関係上、常用漢字を使用し、表記させていただいています。
もし、記載してある漢字を変えたい場合は、「アカウント情報編集」の画面で、ご自身の漢字表記を変更し
てください。

宮崎 太郎 様

190001
ky1022go

病気・けがをしたとき 結婚・子どもが産まれたとき
　「結婚祝金」「出産祝金」

コンサートやスポーツ観戦をしたとき
　「鑑賞補助」

互助会が指定する宿泊施設を
利用したとき
　「宿泊補助」

災害にあったとき
　「災害見舞金・付加金」

もしものとき・・・
　「弔慰金」「特別弔慰金」など

資金が必要になったとき
　「生活資金貸付」「車貸付」など

　「本人療養補助金」「家族療養補助金」など

会員番号（ID）

　…「職員番号」と同一です。

パスワード

　…8桁の英数字を通知しています。

早めに「アカウント情報
編集」の画面で『任意の
パスワード（英数字８桁）』
に変更してください。

　令和２年３月１日時点で「教職員互助会の会員」の方は３月号会報と一緒に、「新規採用職員」
と令和２年度の「臨時的任用職員」の方は５月号会報と一緒に、「会員カード」を配付します。
　「宿泊補助券の発券」や「各種事業（イベント）の申し込み」などが「会員専用ページ」からご自
身でできますので、ぜひご利用ください。

事業について
詳しくは、

令和2年3月発行の
「ガイドブック2020」を

ご覧ください。
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結婚祝金…請求書+結婚を証明する書類（戸籍謄本や婚姻届受理証明書の写しなど）
出産祝金…請求書+出産を証明する書類（出生届出済証明や住民票、出生証明書の写しなど）
入学祝金…請求書+入学者の生年月日と会員との続柄を証明する書類（健康保険証の写しなど）

請求方法

※すべて証明書類は発行から３か月以内のものを添付してください
※請求権は、その事由が発生した日から生じ、満2年をもって消滅します

【ログイン画面】

会員専用ページ利用について
ログインするときの注意

会員選択　は必ず「現職」にチェックを
いれてください。

パスワード　は英字か数字かを確認して
入力してください。

アカウント情報編集について

lと１、Oと０など
よく確認してください

エル オー ゼロいち

宿泊補助券の発券完了のお知らせや各種事
業申込み、抽選結果のお知らせ等をメールで
行うため、必ず「メールアドレス」の登録が必
要です。

メールは2つまで入力できます。
たとえば、携帯とパソコンのメールアドレスを2つ登録し、「宿泊補助券控え」は携帯に、「事業申込控え」はパソコンにと分けることができます。

必ず「メールアドレス」の登録を！！

会員が結婚したとき、会員に子どもが生まれたとき、
小学校（小学部）に入学したときにお祝い金があります。

の請求はお早めに！

各所属で行う、スキルアップ研修を支援します。

 ※詳しくは、会報と一緒に配付した所属長あての文書をご覧ください。

【対　　象】 教職員互助会の会員が在籍している所属所
【助成内容】 各所属で計画される研修の経費の助成もしくは、講師の派遣を行います。
　　　　　  ただし、健康の保持増進を目的とする研修の補助は「公立学校共済組合」で実施して
　　　　　  いますので、それ以外を目的とした研修に限ります。
【実 施  数】 ４０所属（多いときは抽選）

校内研修支援事業

各種祝金（結婚祝金・出産祝金・入学祝金）

ポイ
ント！！

を行います
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■第43回 教美展の会期について
　毎年、１月初旬から開催している宮崎県教職員互助会美術展（教美展）ですが、第４３回教美展は例年よりも
早く令和2年１２月中旬から令和3年1月にかけて開催します。
　作品の募集は１０月中旬を予定していますので出品をお考えの皆さまには早めの準備をお願いします。

第４３回（2020年度）教美展会場、会期
【会 場】宮崎県立美術館　　　　　 　【会 期】宮崎展

【会 場】都城市立美術館　　　　　 　【会 期】都城展

【会 場】延岡総合文化センター　　【会 期】延岡展

「アイドックの受診」により、二次検査や治療の必要な異常が見つかるケースも少なく
ありません。眼精疲労やドライアイ、まれに緑内障の疑いのある方もいるようです。
病気の早期発見と予防のために定期的な検診をおすすめします。

アイドック（眼科検診）受診案内
令和2年度 

申込締切
6月12日（金）必着！！

【対 象  者】
現職会員（臨時的任用職員を除く）

【自己負担】
１，０００円（補助額３，４００円）

【検査時間】
１時間程度

【検査内容】
視力検査、屈折検査、視野検査、
眼圧検査、眼底検査、細隙燈顕微鏡検査

検査機関へ直接連絡し、受診決定通知書に記載して
いる受診者番号及び氏名で予約を入れ、受診してい
ただきます。

【受診方法】

1 宮崎中央眼科病院（宮崎市）
2 市民の森病院総合健診センター（宮崎市）
3 北村胃腸科眼科（日南市）
４ 宮田眼科病院（都城市）
5 小林中央眼科（小林市）
6 尾﨑眼科（日向市）
7 萩原眼科中尾内科（延岡市）

【検査機関】

【定　　員】
450名　
定員を超えたときは、次の順位で決定します。
①前年度受診していない方
②年齢の高い方

【受診期間】

2020年７月１日（水）から
      2021年２月２７日（土）

【申込方法】
P５の申込書に必要事項を記入し、FAXまたは郵送で
申し込んでください。

令和2年12月９日（水）～１９日（土）
令和３年 1月５日（火）～１１日（月・祝）
令和３年 1月1４日（木）～１月２１日（木）
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■ 所　　 　属 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■ 氏　　 　名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■ 職員番号 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■ 希望検査機関 ※希望の1~7のいずれかひとつに○印を付けてください。

１ 　宮崎中央眼科病院（宮崎市）

２　市民の森病院総合健診センター（宮崎市）

３　北村胃腸科眼科（日南市）

４　宮田眼科病院（都城市）

５　小林中央眼科（小林市）

６　尾﨑眼科（日向市）

７　萩原眼科中尾内科（延岡市）

※提供いただいた個人情報は、教職員互助会の業務のみに使用します。

令和２年度　アイドック（眼科検診）申込書
申込締切　6月12日（金）必着

宮崎県教職員互助会　業務係 
〒880-0801 宮崎市老松１-2-2
FAX（0985）27-4146

申  

込  

先

キ
リ
ト
リ
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※「生活資金貸付」以外の貸付は全て添付書類が必要です。貸付要件、必要書類など、詳しくはホームページをご覧いただくか管理係にお問い合わせください。

互助会の貸付は安心！便利！目的に合わせてご利用ください。

月曜から金曜に
受け付けた分を
翌週水曜日に送金
※不備がない場合

返済金は毎月の給与
から控除します。
無給休職のときは返
済を凍結できます。

お急ぎのときは
小切手による即日貸付
※来局が必要です

対　　象
申込方法

返済方法

毎月返済のみ（１表、２表、３表、A表、B表）を選択している方
「貸付金一部繰上返済申込書（貸付（様式３））」に繰上返済希望金額（５万円以上）を記入し、送付
してください。
受付後、希望金額に最も近い金額を記入した振込用紙をお届けしますので、７月１０日（金）までに
最寄りの宮崎銀行窓口からお振込みください。

　貸付金の一部繰上返済ができます

「ガイドブック2020」掲載の3施設について変更等がありましたのでお知らせします。

【施設名】延岡第一ホテル
【変更日】令和2年4月1日
【料　金】S（シングル）
　　　　　3,700円（1泊0食）

●協定料金の変更 ●施設名の変更 ●指定解除

【施設名】（変更前）国民宿舎青雲荘

　　　　（変更後）雲仙温泉青雲荘
【変更日】令和2年4月1日

【施設名】武雄センチュリーホテル（佐賀県）
【解除日】令和2年4月1日

申込締切：６月１９日（金）必着

生活資金貸付　　　　　　　 限度額200万円
教育資金貸付　　　　　　　 限度額400万円
車貸付　　　　　　　　　　 限度額400万円
住宅貸付　　　　　　　　　 限度額200万円～500万円（※在会年数による）
ライフサポート貸付　 　　　 限度額200万円

互助会の貸付事業をご利用ください

指定宿泊施設の料金等について指定宿泊施設の料金等について

互助会の貸付事業をご利用ください

（結婚、子育て支援、転居、医療、介護、葬祭）　　　　　（※子育て支援、転居は一回あたり50万円）

本年度の公益文化事業として８月１日（土）に宮崎市民文化ホールで開催を予定しておりました『だいす
けお兄さんの世界名作劇場パート4』の公演につきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、４月１４日付で公演の中止が決定いたしました。
楽しみにお待ちいただいていた皆様には、ご期待に添えず、深くお詫びいたします。

『だいすけお兄さん世界迷　 作劇場パート４』の開催中止のお知らせ　名

全て1.26%
（保証料不要）

年 利
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　野球をこよなく愛している、かわいい教え子の黒木優太さんから退職記念にとバトン
を頂いた宮崎大宮高校の大富省三です。32年間の教員生活の中で忘れられない出来事
を書きます。
　今から４４年前、私と中学でバッテリーを組んでいたS君は高校で野球を続けることを
両親に強く反対されました。学費の安い国立大学に入ることを願うのが当たり前の頃です。
両親の意向を汲んでいた当時の担任にも野球と勉強の両立は難
しいと説得されました。S君は悶々とした高校生活を送ります。
　3年の夏、野球部は決勝に進出しました。全校生徒のほとんどが
県営球場に応援に行った中、S君は試合中ずっと家の近くの川べ
りにひとりで座っていました。家に帰ると1年の頃の担任からS君
に電話がありました。「やっと終わったね」。S君は涙が止まらなかったそうです。
　それから20年後、私が母校の監督として再び決勝戦で敗れた試合の後、同じ県営球
場の駐車場でS君は笑顔で待っていてくれました。「やっと応援に来れたわ。」S君は、地
元の国立大学に合格。野球部のエースとして活躍、卒業後は誠実な人柄で児童や保護
者に人気の小学校の先生になっていました。
　次のペンリレーは、S君こと木花台小学校の木下史朗さんです。

大富 省三さん

ペンリレー2020

中原 智子さん



暮らしの中で起こるトラブルや事故、事件のほか、遺言
書作成、遺産分割協議など様々な相談に対応します。

江藤 利彦弁護士
〒880-0801　宮崎市老松1-5-1
TEL：0985-20-9911  FAX：0985-20-9909

互助会の会員
同じ相談内容につき年度内１回まで
6/12　7/10　8/7
13時30分から17時30分まで
月8人

利用できる人
相 談 回 数
相 談 日
相 談 時 間
相談件数上限

無料法律相談

業務連絡会について（お知らせ）
教職員互助会の事業内容や諸手続きの方法等について互助会担当者への説明を行う「業務連絡会」は、
コロナウイルスの感染拡大防止の観点から実施しないこととします。
教職員互助会の事業について、意見や質問がありましたら、直接お問い合わせください。

1

10 11 12 13

14 15 16

27 28

8 97

17 18

19 20

21 22 23

25 2624

2 3 4 5 6 ●タテのカギ
衆議院とともに国会を構成する一院
英語で星のこと。人気がある俳優・芸能人・スポーツ選手などの人。
体が大きく、力の強い動物。古くから家畜として飼われている。
横隔膜がけいれんして急に空気を吸いこむときの音
矢をつがえて飛ばすための道具
山中に建てた小屋。ヒュッテ。
新しく木や草の芽の生えてくるもとになるもの
えんぴつなどで書いた字や絵を消すためのゴム
一人だけで使う部屋
小麦粉に卵や牛乳などを混ぜ、輪のようにして油であげた菓子
機械や道具を組み立てている一つ一つの部分
三色すみれ
金より少し軽く、白色の美しいつやを持った金属
交通・輸送機関の運行・輸送。手紙。たより。
その家で、今生きている人より前の代の人たち
数の位取り。建物・橋などの柱の上に横に渡して、他の部材を支える材。
土を細長くほって、水を通す場所。細長いくぼみ。

1.
2.
3.
5.
6.
8.
11.
13.
15.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
25.
26.

●ヨコのカギ
数や図形などを勉強する小学校の科目の一つ
においやくさみがないこと
自分以外の人。ほかの人。
光がなくて、真っ暗な状態
六本の弦を張り、指やつめではじいて音を鳴らす楽器
物をこすり合わせること
米を作るために植えられる草
古い時代の言葉で、今では一般に使われなくなった言葉
暮らすこと。生活する様子。
大粒の雨が激しく降ること。また、その雨。
機械・器具などの部品
当然しなければならない務め
妻が他人に対して自分の夫をいう言葉。また他人の夫をいう言葉。
手紙を書くための用紙
予想が正しかったか、正しくなかったか、試してみること
英語で「いいえ」「いやです」など否定の意味を持つ言葉
言葉の中に他の物事を隠して、その意味を当てさせる遊び。なぞかけ。

1.
4.
7.
9.
10.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
24.
27.
28.

クロスワードパズル 【応募締切日】【応募締切日】【応募締切日】

6月26日（金）6月26日（金）6月26日（金）

3月号の答え 「シュウタイセイ」
［ 提供 ］クロスワード.jp

・ 　　　　　　（山田小学校）
・ 　　　　　　（大宮中学校）
・ 　　　　　　（みやざき中央支援学校）
・ 　　　　　　（小林こすもす支援学校）
・ 　　　　　　（延岡しろやま支援学校）

3月号当選者

応募
方法

答え、所属名、会員番号、氏名を明記の上、メール、FAXまたはハガキでご応募ください。
※当選者は、氏名等を会報に掲載しますので、あらかじめご了承ください。
※送付先住所は会報表紙に記載してあります。

◎会報の感想もお待ちしております

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6文字を並べかえて、ある言葉にしてくだ
さい。正解者の中から抽選で図書カード（2,000円分）を5名の方に進呈します。

吉 村  貴 樹
海江田 秀一
福 嶋  律 子
関 屋  一 智
黒 木  路 子

今年度もよろしくお願いします

事務局長
専  門  員
管理係長
管  理  係

業  務  係
退職互助部係長
退職互助部係

相良 浩一
木下 英視
谷口 博
髙木 綾乃　早﨑 小百合
久連松 麻美　湯元 彩
瀬尾 幸希　江口 友加里
林 真砂美
外山 奈加　
内 直美　青山 みちよ

専務理事
常務理事

田方 浩二
富井 浩二
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