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再生紙を使用しています。 平成 25 年（2013 年）５月８日

一般社団法人 宮崎県教職員互助会 退職互助部

第 １ ８ ９ 号
〒 880-0801 宮崎市老松１丁目２番２号
TEL(0985)29-1243/FAX(0985)27-4146
E メール : gojyokai@miyazaki-kyogo.or.jp
ホームページ : http://www.miyazaki-kyogo.or.jp/

平成25年４月１日、
「一般社団法人宮崎県教職員互助会」に移行しました。
ご協力ありがとうございました。

総会代議員選挙特集

 選挙管理委員会並びに総会代議員選挙について
第１回選挙管理委員会
　４月２日（火）開催。
　理事長委嘱３名の委員の中から選挙管理委員長に米澤委員が選出されました。ま
た、総会代議員選挙の日程等が決まりました。

委員長 米澤　正則 （退職互助部会員、元副理事長）
委　員 石田　貴愛 （退職互助部会員、元理事、前退職互助部運営委員会副委員長）
委　員 吉村久美子 （現職会員、大宮小学校校長）

第２回選挙管理委員会
　４月24日（水）開催。
　代議員立候補者が代議員の定数に達しなかったため各地区に依頼する推薦人数が
協議され、推薦依頼が行われました。

　　　 現職会員の推薦について
　　　　　地区運営委員連絡会を構成する各地区（９地区）の委員長、事務局長又は職務
　　　　代行者に推薦を依頼。

　　　 退職互助部会員の推薦について
　　　　　退職互助部運営委員会に推薦を依頼。
　　　

〈今後の日程〉
５月10日（金）
　各地区からの推薦締切
５月17日（金）
　全会員に、投票用紙及び総会代議員候補者名簿を送付。
　（選挙は、会員が代議員選出に異議のある候補者の所属名・氏名を投票用紙に記入し、  投票。）
５月27日（月）
　投票締切（消印有効）
５月31日（金）
　第３回選挙管理委員会を開催し、代議員当選者確定の後、ホームページ等で告示
　　
◎任期　選出の２年後（平成27年度）に実施される代議員選挙の終了時まで。
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　６月に各地区で開催される地区総会では、平成24年度の決算報告や今年度の地区事業に
係る予算・事業内容の提案が行われます。
　地区事業は、地区の会員の意見をもとに計画等がなされます。「こんな事
業だったら参加したい」「こんな活動をやってみたい」とお考えの方は、ぜ
ひ地区の総会に参加してみてください。あなたの「やってみたい！」を形
にできるのも地区事業の魅力のひとつです。

　療養補助金や宿泊補助券を請求するとき、確定申告や人間ドックの申し込みをするとき
には、“会員番号”が必要です。
　また、互助会事務局へ問い合わせや連絡をいただいた際も、迅速かつ確実に手続きを行
うために会員番号をお聞きしています。
　会員番号は、手帳に記録したり電話の近くに掲示するなど、いつでも伝えられるように
しておきましょう。

平成25年度　各地区の活動について
～地区総会に参加しましょう～

　ご存知ですか　あなたの会員番号

会員番号は請求や申し込みをするときなどに必要です

スクールコンサート始まります♪
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あなたの会員番号は…
　会員番号は、この会報が入っていた封筒
の宛名ラベルに記載しています。 
　(　　) の中の 7 桁の数字が会員番号、そ
のあとの 1 桁の数字が区分です。
　区分の 1 は会員、2 は配偶者を表してい
ます。

　今年度は、中央・県南地区にある学校を対象に実施します。

　今後の公演スケジュールについては、退互部報やホームページでお知らせします。

＜ 6月の公演＞

会　場　校

公　演　日

アーティスト

穆佐小学校

６月 13 日（木）

橘太鼓　響座（和太鼓）

　※鑑賞を希望される方は、事前に学校へ連絡してください。
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ミュージカル

『ウェストサイド物語』

会員券申込締切：平成25年６月10日（月）当日消印有効

公益文化事業

関係者席

スピーカー席 スピーカー席

◆会員券の申込要項
申し込みについて

◦申込枚数は、会員１人につきＳ席、Ａ席合
わせて２枚以内です。

◦座席のランク（Ｓ席、Ａ席）の希望はでき
ますが、座席番号の希望はできません。
◦申し込みが定員を超えた場合は、申し込ま
れた会員ごとに抽選します。

◦未就学児の入場は、ご遠慮ください。

申込方法
◦原則として、電話による申し込みの受け付

けは行いません。郵送、ＦＡＸ又はメール
にてお申し込みください。

◦会員番号・区分、会員氏名、住所、電話番号、
希望の座席（Ｓ席、Ａ席）、枚数を必ず書い
て申し込んでください。
◦抽選に外れた場合、「希望以外の座席に変
更」又は「希望の座席以外は取り消す」旨
を必ず書き添えてください。

会員券のお届けと料金の支払方法
◦会員券は６月下旬にお届けします。料金は、

会員券と一緒にお届けする振込用紙で、お
近くの宮崎銀行から送金してください。

申込先
宮崎県教職員互助会

〒 880-0801　宮崎市老松 1 丁目 2 番 2 号
TEL 0985-29-1242 　 FAX 0985-27-4146
E-mail：gojyokai@miyazaki-kyogo.or.jp

＜あらすじ＞
1950 年代後半、NY の下町ウェストサイド。不

良少年グループ、イタリア系移民のジェット団
とプエルトリコ系移民のシャーク団は、縄張り
争いを繰り返している。ジェット団の首領リフ
は、シャーク団に決闘を申し込もうと思い親友の
トニーに立会人になってもらうため、ダンスパー
ティーに出てくれるように頼む。一方、シャーク
団の首領ベルナルドは、プエルトリコから妹のマ
リアを呼び寄せ、腹心のチノと結婚させようと考
えている。パーティー会場ではジェット団とシャー
ク団がいがみ合い、翌日の決闘を約束する。しかし、
そこで初めて出会ったトニーとマリアは仲間たち
の争いの事も忘れ、一目で恋に落ちてしまう。翌日、
マリアの働く衣装店で永遠の愛を誓い合うふたり。
マリアは決闘を止めてくれるようにとトニーに懇
願する。トニーの必死の制止にもかかわらず、リ
フはベルナルドに刺されて倒れる。逆上したトニー
はリフの手からナイフを奪い、ベルナルドに襲い
かかる。それは一瞬の出来事だった。そして ･･･。

◆会員券料金及び座席数

座席数 会員券 一般券
Ｓ席 200 5,000 円 8,000 円
Ａ席 100 3,000 円 6,000 円

※公益財団法人 延岡総合文化センター友の会
「じゃがじゃがメイト」または、四季の会に入
会している方は、発売日等を確認のうえ申し
込みをしてください。

※Ｂ席（一般券：4,000 円）は、教職員互助会で
は取り扱いません。

この公演は、教職員互助会（現職・退職互助部）
加入者及び一般県民の方を対象とした公益財団
法人 延岡総合文化センター、MRT 宮崎放送との
共催事業です。教職員互助会の公益文化事業で
すので、全体的に低料金となっています。なお、
会員券には補助がありますので、一般券よりさ
らに安くなっています。会員券に大人・学生券
の区別はありません。

撮影者：荒井健

公演日：平成25年９月１日（日）
開　場：午後５時30分　　開　演：午後６時
会　場：延岡総合文化センター（大ホール）
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平成25年度　１日健診・１泊２日人間ドック・頭部MRI検査申込書

◦この申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送またはFAXにてお申し込みください。
◦今年度、対象となる方については、『退互部報の４ページ』をご参照ください。
◦決定通知は、７月中旬に発送予定です。（抽選に漏れた方にも文書を送付します）

申込締切　6月21日（金）

希望する検査
希望する検査を○で囲んでください。

１日健診　・　１泊２日人間ドック　・　頭部 MRI 検査

氏
　
名

フリガナ 会 員 番 号 区　　分

住
　
所

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　　　　）　　　－

希望する検査機関名（裏面の検査機関一覧をご参照ください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　／　県外の医療機関で受診　　

希望するコース（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．一般コース　／　２．一般及び女性コース

胃部Ｘ線検査（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．希望する　／　２．希望しない
胸部Ｘ線検査（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．希望する　／　２．希望しない

希望する検査
希望する検査を○で囲んでください。

１日健診　・　１泊２日人間ドック　・　頭部 MRI 検査

氏
　
名

フリガナ 会 員 番 号 区　　分

住
　
所

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　　　　）　　　－

希望する検査機関名（裏面の検査機関一覧をご参照ください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　／　県外の医療機関で受診　　

希望するコース（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．一般コース　／　２．一般及び女性コース

胃部Ｘ線検査（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．希望する　／　２．希望しない
胸部Ｘ線検査（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．希望する　／　２．希望しない

〈申込先〉　〒880－0801　宮崎市老松１－２－２　TEL（0985）29－1243
宮崎県教職員互助会　退職互助部　FAX（0985）27－4146

　退職互助部に加入しているみなさんの健康管理に役立てていただくため、

◦前立腺がん検査（PSA腫瘍マーカー）を追加しました

◦宮崎県外に居住する方も申し込みができるようになりました

　定期的に健診を受け、早期発見・早期治療を心がけましょう。

対象者：退職互助部に加入している方で・・・
　◦１日健診

　　　◦平成 23、24 年度に１日健診または１泊２日人間ドックを受診していない方

　　　◦頭部 MRI 検査または１泊２日人間ドックと申し込みが重複していない方

　◦１泊２日人間ドック

　　　◦加入３年以内で、平成 23、24 年度に１泊２日人間ドックまたは１日健診を

　　　　受診していない方

　　　◦頭部 MRI 検査または１日健診と申し込みが重複していない方

　◦頭部 MRI 検査

　　　◦平成 23、24 年度に頭部 MRI 検査を受診していない方

　　　◦１日健診または１泊２日人間ドックと申し込みが重複していない方

定　員
　　　◦ 1 日健診及び頭部ＭＲＩ検査　　各３００名　

　　　◦ 1 泊２日人間ドック　　　　　　　１００名　

実施期間（補助対象期間）　　
　　　平成 25 年７月１日から平成 26 年２月 28 日まで

宮崎県内に居住している方

＜検査機関を選択してください＞

１日健診・１泊２日人間ドック・頭部ＭＲＩ検査の案内
～大切なのは健康寿命　検査費用の一部を補助します～

申込締切６月21日（金）

※定員を超える申し込みが
あった場合、抽選により
受診決定を行います。

new!!

※申込書に記載の検査機関の中から、希望する検査機関を選択し、検査機関名を記入してください。

※「一般及び女性コース」を実施していない検査機関もあります。ご注意ください。
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平成25年度　１日健診・１泊２日人間ドック・頭部MRI検査申込書

◦この申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送またはFAXにてお申し込みください。
◦今年度、対象となる方については、『退互部報の４ページ』をご参照ください。
◦決定通知は、７月中旬に発送予定です。（抽選に漏れた方にも文書を送付します）

申込締切　6月21日（金）

希望する検査
希望する検査を○で囲んでください。

１日健診　・　１泊２日人間ドック　・　頭部 MRI 検査

氏
　
名

フリガナ 会 員 番 号 区　　分

住
　
所

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　　　　）　　　－

希望する検査機関名（裏面の検査機関一覧をご参照ください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　／　県外の医療機関で受診　　

希望するコース（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．一般コース　／　２．一般及び女性コース

胃部Ｘ線検査（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．希望する　／　２．希望しない
胸部Ｘ線検査（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．希望する　／　２．希望しない

希望する検査
希望する検査を○で囲んでください。

１日健診　・　１泊２日人間ドック　・　頭部 MRI 検査

氏
　
名

フリガナ 会 員 番 号 区　　分

住
　
所

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　　　　）　　　－

希望する検査機関名（裏面の検査機関一覧をご参照ください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　／　県外の医療機関で受診　　

希望するコース（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．一般コース　／　２．一般及び女性コース

胃部Ｘ線検査（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．希望する　／　２．希望しない
胸部Ｘ線検査（頭部ＭＲＩ検査を希望される方は除く）

１．希望する　／　２．希望しない

〈申込先〉　〒880－0801　宮崎市老松１－２－２　TEL（0985）29－1243
宮崎県教職員互助会　退職互助部　FAX（0985）27－4146

＜検査項目＞
【一般コース】
１日健診 １泊２日人間ドック

【女性コース】
１日健診、１泊２日人間ドック共通

　◦一般計測
　◦呼吸器系
　◦循環器系
　◦肝膵機能

◦腎尿路系
◦糖尿病
◦血液検査

　◦一般検査
　◦眼科検査
　◦尿検査
　◦血液検査

◦胸部レントゲン
◦上部消化管透視
◦心電図
◦腹部超音波検査

　◦子宮がん検査
　◦乳ガン検査

宮崎県外に居住している方

＜検査機関の指定はありません。ご自身で選んでください。＞

＜検査項目＞

　特に指定はありません。希望する検査コースの範囲内において各検査（医療）機関が行ってい

る内容にて受診してください（項目の削除、オプションの追加等はご自身で選択してください）。

宮崎県内・県外共通

◆申込締切　平成 25 年６月 21 日（金）必着

◆同封の「平成 25 年度　１日健診・１泊２日人間ドック・頭部 MRI 検査申込書」で申し

　込んでください。

◆決定通知は、７月中旬に発送する予定です（抽選に漏れた方にも文書をお送りします）。

◆県外で受診される方は、決定通知とともにお送りする「平成 25 年度　健診（１日、１泊

　２日）頭部 MRI 健診補助請求書」にて、健診補助の請求をしてください。

◆無断で受診していない場合、翌年の受診はできません。

※「県外の医療機関で受診」を○で囲んでください。

　江
えとう

藤　利
としひこ

彦　弁護士
〒 880-0801　宮崎市老松1-5-1
　電話（0985）20－9911
　FAX（0985）20－9909

相談日時
原則として、第２金曜日の午後
１時30分から午後５時30分まで

　佐
ささき

々木　龍
たつひこ

彦　弁護士
〒882-0816　延岡市桜小路365-1
　電話（0982）34－3535
　FAX（0982）21－3492

相談日時
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

　大
おおつか

塚　幸
こうじ

治　弁護士
〒885-0075　都城市八幡町1-1-1
　電話（0986）46－9666
　FAX（0986）46－9777

相談日時
原則として、第３土曜日の午
前９時から午後１時まで

互助会無料法律相談
※相談の予約は月曜から金曜の午前９時から午後５時までにお願いします。
※相談日は変更になることもありますので、電話予約の際に弁護士事務所にお尋ねください。
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期   日： 2013年７月13日（土）～９月１日（日）

中生代の海には巨大な首長竜やモササウルスなどの
海棲は虫類やアンモナイト、空には翼竜、陸上には恐
竜などが適応進化して大繁栄しました。この夏、恐竜
時代の不思議な絶滅生物たちが博物館に大集合！陸・
海・空の３つのコーナーに10ｍを越える巨大標本や貴
重な資料がぎっしり展示されます。

 特別展

よみがえる恐竜時代
～陸海空の絶滅生物たち～

開館時間：９：00～17：00（入場は16：30まで）
　　　　　※８月24日（土）・25日（日）は21：00まで（入場は20：30まで）
場　所：宮崎県総合博物館　特別展示室
観覧料：大人1,000円（800円）、小中高生500円（300円）
　　　　　（　）は団体・前売り（団体は20名以上）
主　催：宮崎県教職員互助会　宮崎県総合博物館　宮崎日日新聞社　宮崎放送

ケツアルコアトルス

フタバサウルス
©SUGAYA



7（　）

　教職員互助会の加入者（現職、退職互助部）が中心となって文化活動を行っているサー
クルに助成します。
　助成を希望するサークルには助成申請書等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。
助成対象サークル

１）絵画・デザイン・書・写真・彫刻・工芸・文芸及び音楽等の文化活動を行っている
こと

２）本会の加入者が中心となり活動を行っている県内のサークルであり、サークルの構
成員が５名以上であること

３）サークルの構成員のうち２分の１以上または10名以上が本会の加入者であること
４）入場無料の公開行事を一般県民に対して年１回以上行っていること
５）目録やプログラム等の印刷物に「宮崎県教職員互助会の文化活動助成対象サークル」

であることを明記すること

文化活動を行っているサークルに助成します 申請締切 ６月28日（金）

会員及びその家族が、九州各県の割引施設に会
員証を提示することによって、所定の割引等の特
典を受けることができる会員証による割引事業を
行っています。割引等の特典がある施設は、「割引
施設一覧」（平成23年度に配布）又は、互助会ホー
ムページでご確認ください。

会員証による割引事業
（全教互九州ブロック協議会　会員証）

（見本）

　対象：平成25年３月16日から平成25年５月８日までに誕生日を迎えられた方。
　古希：５１名　　　喜寿：５４名　　　白寿：０名

ご長寿

壹岐　清江 （児　湯）
安藤サチ子 （都　北）
谷口　正人 （中央南）
横山　ミネ （児　湯）
矢野　済子 （県　南）
河野トシ子 （県　南）
下リ藤四男 （西　諸）

渡部　卓明 （県　北）
佐伯オミツ （児　湯）
佐藤　タミ （中央西）
奈須　恒好 （中央東）
江上　　均 （中央北）
黒木　正夫 （中央北）
西道　三男 （中央西）

米寿：２１名

武田　艶子 （中央南）
岸本　　節 （日　向）
奈須　武行 （日　向）
菊田美智子 （中央北）
木幡　フヂ （都　北）
永田　トシ （西　諸）
中武サエコ （児　湯）
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「宮
みやざきれきしがく

崎歴史楽講座」の御案内
○対象

県内教職員及び教育関係職員（退職された方も
含む）
○開催日時

隔月の第２土曜日（年間計５回実施）
平成25年：６月８日・８月10日・10月12日・12月14日
平成26年：２月８日　いずれも13：00～15：00
○開催場所 宮崎県立図書館　２階読書振興室
○講座テーマ
「日本の転換期に地方はどのように対応したか」
○主な内容

　教職員や教育関係職員の皆様を対象にした
歴史学講座です。本館所蔵史料（活字化され
たもの）を読み進める輪読会を実施します。
また、県立図書館の歴史関係展示の解説も実
施しますので、歴史に興味関心がある方なら、
どなたでも気軽に参加できる内容です。
○コーディネーター

徳永孝一氏（宮崎県立図書館郷土資料調査員）
○募集定員

15名（５回すべてに参加できる方、申込み多
数の場合先着順。）
○応募要領
◦要事前申込（電話、FAX 、E-mailで氏名、勤

務先、連絡先をお知らせ下さい。）
◦締切５月31日（金）
○申込み先・お問い合わせ

宮崎県立図書館情報提供課　郷土情報担当
〒880-0031　宮崎市船塚３丁目210番地１

（電話　0985-29-2954　FAX　0985-29-2491）
（E-mail：andoh-masazumi@pref.miyazaki.lg.jp）

「平成25年度　指定宿泊施設案内」
をお届けしています

「宿泊補助券」は、退職互助部で発券
します。ご利用になる施設に予約をさ
れた後、発券の請求をしてください。

現在、再任用をされている方は、学
校に置いてある「青色の宿泊補助券」
も併せて利用できます。各所属の互助
会担当者の方にお尋ねください。

退互部報第188号（平成25年３月号）
で紹介した歌集『ひとり詩』（上村光保
著）の問合わせ先が掲載されておりま
せんでした。

同著につきましては
（0985）47－6062：著者宅
 へお問い合わせください

営業終了　　　青島観光ホテル　

指定取消日　　平成25年４月16日

指定宿泊施設の指定取消について

敬　　弔
氏　　名 年齢 逝去日 地 区

鳥山　　和 70 H24.12.27 県　北
野田トミ子 83 H25.２.４ 中央南
春山サチ子 92 H25.２.８ 都　北
櫛間　厚子 79 H25.２.17 中央南
河野　黎子 81 H25.２.26 中央西
野田　昭三 84 H25.３.２ 中央西
後藤　重雄 90 H25.３.３ 中央南
中川カズエ 85 H25.３.４ 児　湯
渡邉　泰男 92 H25.３.５ 都　北
川㟢　敏子 85 H25.３.５ 県　南
井上　達雄 79 H25.３.６ 県　北
上久保　淳 86 H25.３.７ 中央東
大山満里子 79 H25.３.７ 中央西

氏　　名 年齢 逝去日 地 区
森本　三男 76 H25.３.８ 県　南
釘㟢　ヨ子 85 H25.３.13 都　北
東　　才吾 81 H25.３.13 中央南
泉　真璃子 69 H25.３.16 児　湯
土持　綱伸 79 H25.３.17 都　北
岩室　富雄 75 H25.３.17 県　北
田代　典子 85 H25.３.18 西　諸
橋本ヨシ子 88 H25.３.19 中央北
川嶋雄二郎 78 H25.３.19 西　諸
村中田浩二 71 H25.３.21 中央西
清水　禮子 80 H25.３.22 中央北
安楽　富子 82 H25.３.23 中央北
松山タエ子 74 H25.３.24 中央南

氏　　名 年齢 逝去日 地 区
永友　隼夫 96 H25.３.26 県　南
矢野　隆男 82 H25.３.26 日　向
比江島新一 80 H25.３.27 中央東
富田　富峻 94 H25.３.29 中央南
板橋　敏光 84 H25.４.１ 県　外
古川　正春 89 H25.４.５ 県　南
久保　嘉文 83 H25.４.13 中央西
井戸川幸男 77 H25.４.13 中央南
川野　周平 89 H25.４.14 中央西
山下　實幸 73 H25.４.15 都　北
古川　季男 86 H25.４.16 中央西
松山　　齊 75 H25.４.17 中央南


