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第４回定例理事会が開催されました

　2 月１０日（金）、第 4 回定例理事会が「教弘会館」（宮崎市）
で開催され、次の 3 つの議案について、承認されました。

 第１号議案　平成 28 年度予算の補正について
　現職会員が介護休暇制度に基づき介護休暇を取得したと
き、見舞金を給付しています。
　今年度、介護休暇取得者の増加により、当初予算を上回
ることが予想されるため、次のとおり補正を行います。

補正科目 当初予算 補正後の予算
介護休暇見舞金 ２００万円 ２４０万円

 第２号議案　平成 29 年度運営方針並びに事業計画について
１　運営方針

１）会員福利の充実を図るため、健康維持・増進、生きがい、経済支援に関する給付事業や
厚生事業、貸付事業などの福利厚生事業を実施します。

２）教育及び文化・芸術・スポーツに関する公益目的事業を実施します。
３）事業全般について精査検証を行い、事業全体の支出抑制を図ります。また、同時に事務

局管理運営費についても、積極的な経費節減に努めます。
４）将来の事業運営を見据えた包括的な見直しを図るため、「組織・財政・事業検討委員会」

を発足して検討を行います。
５）基本財源となる掛金収入の確保を図るため、現職並びに退職互助部への加入促進に向け

ての取り組みを重点的に行うとともに、資産運用検討委員会の答申に基づき、資産は定
期預金と債券等で安全性を重視しながら、可能な限り有利な運用に努めます。

「しゃりんばい」は会員等が創作した小説、エッセー、短歌、俳句、詩、童話等を一
冊にまとめた文芸誌です。
第３９号は、７０作品を掲載しています。
現職向けには 5月の会報と一緒に、所属に一冊お届けします。申し込んでいる方
へは３月末から順次ご自宅へ発送予定です。ぜひ、ご一読ください。

文芸誌　　　　　　 　 第39号を発行します「 」

「しゃりんばい」第39号
（平成29年3月末発行予定）

　市川海老蔵「古典への誘い」宮崎公演については、S 席３５０席に対し、１，６９７席と
多数の申込みをいただき、ありがとうございました。
　厳正な抽選を行い、抽選結果および当選された方には会員券をお届けしております。
　また、申込みに際し、ご協力いただきました互助会担当者の皆さま、世話人・班長の皆
さまに御礼申し上げます。

市川海老蔵「古典への誘い」 抽選結果

共

　通

共

　通
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２　事業計画

　大幅な変更はなく、従来通り事業を実施します。

 第３号議案　平成 29 年度予算案について
　第 3 回定例理事会で承認された平成２９年度予算編成方針に沿って予算案を作成し、それに基
づいて事業を行います。

資産運用検討委員会報告
　資産運用についての専門知識、経験を有する外部委員２名を含む 5 名で構成する資産運用
検討委員会を昨年 7 月に設置し、本会資産の運用について検討を行いました。
　委員会は、これまでの検討内容を中間的にとりまとめ、理事会に、次のとおり報告しました。

１　運用の基本について
　　　元本の保全性を第一におき、安全性の高いものを選択されたい。

２　運用の方法について
（１）債券は格付会社１社以上が「A」格以上をつけている発行体を選択されたい。
（２）債券については償還日まで保有することを基本とする。ただし、市場環境によって

は途中売却についても考慮されたい。

３　運用にあたっての留意点について
（１）役員への説明を十分に行い、理解を得たうえで商品を購入すること。
（２）資産運用について広く情報収集につとめ、専門知識、経験を有する者からも意見を

聴取すること。
（３）資産運用と同時に、金融情勢も鑑みながら支出についても見直しを行うこと。

指定宿泊施設の変更
～平成29年4月1日から指定宿泊施設が一部変更になります～

　平成２９年度の指定宿泊施設は、２８年度の指定施設に下記の新規施設の追加及び一部を取り消して
指定します。
　ただし、引き続き指定した施設でも、協定料金が変更になったところが多くありますので、予約の
際には必ず確認してください。詳細は「平成２９年度指定宿泊施設一覧」をご覧ください。

＜指定解除の施設＞
　＜県内＞○ホテル浜荘

　○ JR 九州ホテル宮崎
　○愛和宮崎リゾートホテル
　○シティホテルプラザ延岡
　○プラザホテル延岡リーヴァ

　＜県外＞○九州ホテル（長崎県）
　○西鉄リゾートイン別府（大分県）
　○榎屋旅館（大分県）
　○旅行人山荘（鹿児島県）
　○お茶の水ホテルジュラク（東京都）

　＜共済＞○サンかつうら（和歌山県）

＜新規施設＞
　＜県内＞○延岡第一ホテル
　＜県外＞○シーサイドホテル　ツインズももち

　　（福岡県）
　○ホテルウイングポート長崎（長崎県）
　○国民宿舎　青雲荘（長崎県）
　○阿蘇の司ビラパークホテル＆
　　 スパリゾート（熊本県）
　○ホテル SEAWAVE 別府（大分県）
　○城島高原ホテル（大分県）
　○ゆふいん山水館（大分県）
　○ホテル法華クラブ広島（広島県）

HOTEL

共
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・筆記用具　　　・印鑑（みとめ印可）　
・配偶者名義の口座番号  （配偶者も退職互助部へ加入される場合必要です。）
・退職金が振り込まれる口座の口座番号とその届出印
・積立年金資料  （加入者へは 3 月に手続書類配付予定）
・全教互九州ブロック協議会会員証 ―――――――→
・針・灸・マッサージ等施術料補助券  （持っている方のみ）

　　　　　　　【午前の部】受付 　９：００　/　開会 　９：３０
【午後の部】受付 １３：００　/　開会 １３：３０

申込締切日：３月１７日（金）
月　日 会　場

４月１日（土） 午後 延岡市　社会教育センター
４月２日（日） 午後 都城市　高城生涯学習センター
４月５日（水） 午後 宮崎市　JA アズムホール本館

４月８日（土） 午前 宮崎市　JA アズムホール本館
午後 宮崎市　JA アズムホール本館

平成28年度末に退職を迎える会員の方へ
退職に伴う給付等手続き説明会を開催します

１．教職員互助会の退会手続き（セカンドライフ助成金等の請求手続き）
２．教職員積立年金に係る手続き及び相談（加入者のみ）
３．退職互助部の事業説明と加入手続き

会の内容

日　程

持ってくるもの

平成２８年度末で退職の方（再任用予定の方も）は出席をお願いします。事情により出席できない場合はご連絡くだ さい。

（見本）

一般社団法人宮崎県教職員互助会

詳しくは、前号（１月号）の６～７ページを参照ください。

平成29年度「入学祝金事業」のご案内
  対 象 者

平成２９年４月に小学校又は、小学部へ入学する子どもがいる会員。
ただし、夫婦ともに会員の場合は、原則として扶養手当を受給している会員の請求とします。
平成２４年度以降、海外の日本人学校へ赴任されていた等の事情で過去２年間に請求ができ
なかった方は、業務係までお問い合わせください。

  支給額について

２０，０００円

  請 求 方 法
「平成２９年度 入学祝金事業請求書」に必要事項を記入・押印し、教職員互助会まで送付して
ください。
※ 請求書は、６月に開催する業務連絡会で互助会担当者にお渡ししますが、先に請求される

場合は、互助会ホームページからダウンロードしてご利用ください。

現

　職

現

　職
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新生活の準備なら互助会貸付がおすすめです！新生活の準備なら互助会貸付がおすすめです！新生活の準備なら互助会貸付がおすすめです！新生活の準備なら互助会貸付がおすすめです！

生活資金貸付

教育資金貸付

車貸付
お急ぎのときは即日換金できる小切手をお渡しできます。

①手続き簡単！　②手数料一切なし！　③年利1.8％！
④保証料・保証人不要！　⑤送金までスピーディ！

【限 度 額】２００万円
【添付書類】なし
【用　　途】自由

他金融機関等で
返済されている方へ

教育関連と車関連の貸付は互助会の貸付と借換
えができます。詳しくはお問い合せください。

新生活の準備なら互助会貸付がおすすめです！

【限 度 額】４００万円
【添付書類】売買契約書又は注文書の写し
【用　　途】車の購入、修理、車検等

【限 度 額】４００万円
【添付書類】在学証明書の原本又は合格通知書の写し等
【用　　途】会員の子の学資

この他にも結婚資金貸付や住宅貸付などがあります。ご不明な点がございましたら貸付担当
までお問い合わせください。
この他にも結婚資金貸付や住宅貸付などがあります。ご不明な点がございましたら貸付担当
までお問い合わせください。

平成29年4月以降 自宅療養手当金・傷病休職手当金
の請求には添付書類が必要となります

　平成２９年４月以降に自宅療養手当金・傷病休職手当金を請求する時には、下記の書類の添付
が必要となりました。

自宅療養手当金 ・・・ 出勤簿の写し
傷病休職手当金 ・・・辞令の写し（初回請求時のみ）
※ 原本証明は必要ありません

　ご不明な点につきましては、業務係までお問い合わせください。

本人・家族療養補助金等の給付について
２月２８日　８，５６０名の会員に総額　４，７３７万円を送金しました

　本人療養補助金・家族療養補助金・入院療養手当金は、給付金の累積が 1 万円を超え
たときにその都度送金しています。また、累積が 1 万円を超えていない場合でも、毎年
2 月末には全額を送金しています。
　給付額や算出方法等でご不明な点がございましたら、業務係までお問い合わせください。

＜添付書類＞

現

　職

現

　職
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平成28年度 地区事業報告地区事業報告
西臼杵
　本年度西臼杵地区は、次の五つの事業を実施しました。「やきもの教室」は、講師の
指導のもと茶碗やカップなど素朴な味のある作品が完成しました。事業一番人気の

「テーブルマナー教室」は、２回に分けて実施し、ナイフやフォークの使い方などを細
かく指導していただくとともに、日頃会う機会の少ない他校の先生方との親睦も深ま
りました。「郷土料理教室」は、西臼杵地方の田舎うどんを始め、豆腐やこんにゃくの
作り方を学びました。「プリザーブドフラワー教室」も大人気で、クリスマスシーズン
にぴったりの花束を作ることができました。「スキー・スノーボード教室」は、前日の
積雪でスキー場への道路が心配されましたが、みなさん無事に参加することができま
した。また、当日は雪質もよく、インストラクターの指導のもと初心者も楽しく滑る
ことができました。 西臼杵地区事務局長　田邉譲治（日之影中学校）

＜郷土料理教室の様子＞

県　北

　10 月 29 日（土）、延岡地区事業の「写真を楽しむ会」に参加しまし
た。現地（蒲江道の駅）に集合し、そこから高速艇で「深島」に渡りま
す。その日は絶好の天気にも恵まれ、まずはクル－ジング気分を満喫
することができました。深島では自由行動ということで、約２時間半
程度、猫と戯れたり、島内を散策したりと楽しく過ごしました。（中に
は釣り竿持参の参加者もいて、猫そっちのけで釣りを楽しんでいる
方もいらっしゃいましたが・・・）。深島名物の「深島食堂」には、時
間と人数の関係で行けませんでしたが、次のお楽しみに取っておきたいと思います。後日、立派な写真集も発行
していただき、実行委員の方には参加者一同大変感謝しております。来年度もミステリアスな「写真を楽しむ
会」を計画されているようですので、是非参加させていただきたいと思っています。まだ、参加されたことのな
い方も、来年度は是非ご参加ください。 県北地区事務局長　甲斐計二（東海中学校）
児　湯

　「さをり教室」ではみなさん、楽しく織れました。「和食を楽しむ」季節料理かわの、すばらしい料理がまことに
美味しかったです。「サイクリング体験」は２人乗り自転車と西都原の青空の中、気持ちよくサイクリングしま
した。最高でした！「ビーズ教室」みなさん、完成品に大満足でした。「ガーデニング教室」は、立派な鉢植えもで
き、またフローランテの園内散歩もできて、参加者からとても好評でした。「テーブルマナー教室」テーブルマ
ナーについてわかりやすく説明して頂きながら、とてもおいしい料理を食べてみなさん、笑顔が弾けていまし
た。「おさかな釣り大会」は予定された日程が延びてしまいましたが、みなさん心と体がリフレッシュできまし
た。「フラワーアレンジメント講習会」すてきな良いお正月を迎えることができました。「ボウリング大会」では、
マイシューズ・マイボール持参の参加者もおられ、楽しくハイスコア続出、ストレス解消、参加賞にニッコリさ
れて気分爽快になりました。ひとつひとつの事業運営は、とても大変でしたが、参加者の喜んでいる姿を見ると
報われた気持ちになりました。来年度も、また参加したいと言われる参加者もいて、とても楽しんでおられる姿
が印象に残っています。今年度のすべての事業が無事、問題なく終えることができました。参加されたみなさん
が、とても喜ばれる事業になり、運営・実施できたことが何より「ほっと」しています。みなさまに感謝です。

児湯地区事務局長　丸山　太（西都銀上学園）
中　央

　平成28年度の中央地区は、12の地区事業を実施しました。小中高及び教育
関係機関85の所属から、定員449名に対して723名の申込みがありました。
　第3回目の「プリザーブドフラワー教室」では講師の竹澤巴菜先生やスタッ
フの方々の親切な指導により楽しい時間を過ごすことができ、参加者全員大変
満足されたようでした。　　　　　中央地区事務局長　富井浩二（赤江小学校）

教育庁

　教育庁地区では、次の 4 つの事業を実施しました。
① 教育庁等職員体育レクリエーション大会（ボウリング）宮崎エースレーン  参加会員数 113 名
② 第１回あけぼの会（ゴルフコンペ）　宮崎大淀カントリークラブ　　　　  参加会員数  26 名
③ 職員家族運動会（運動会）　みやざき臨海公園マリーナ多目的広場　　　  参加会員数  45 名
④ 第２回あけぼの会（ゴルフコンペ）　宮崎大淀カントリークラブ　　　　  参加会員数  20 名
　来年度もぜひご参加ください。　　　　　　　　　教育庁地区事務局長　菊村祐司（教育庁財務福利課）

日　向
　日向支部では今年７つの事業を行いました。昨年度からの新事業

「プリザーブドフラワー教室」は 11 月に行いました。（抽選に漏れ
てしまった方すいません。）昨年度のクリスマスリースに続き、今
年度はフラワーボックスに挑戦しました。Ａ－ＲＯＳＥ金崎加奈さ
ん指導の下、きれいなフラワーボックスにみんな満足していました。
　その他の事業は以下のとおりです。参加者の皆様ありがとうござ
いました。
　６月サーフィン教室（半日で初心者でもボードに立てました。）

８月ピザとワインの夕べ（自宅でも手軽に作れるワインを使ったカクテルの作り方を紹介していただきました。）９月
料理教室（お魚を使った細島の郷土料理をつくりました。とても豪華な昼食となりました。）10 月カントリー教室（毎
年好評を頂いています。今年は「和の晴れ着ねずみ」を作成しました。11 月トレッキング教室（今年は尾鈴山に挑戦。
沢渡りなどスリリングな場面もありましたが、全員無事に雄大な白滝を眺める事ができました。）11 月テーブルマナー
教室（いつも人気の事業です。ミヤチクのおいしい宮崎牛を堪能しながら交流を深めました。）

日向地区事務局長　永田勝徳（平岩小中学校）
県　南
　平成28年度の県南地区は、８事業を計画しましたが「ソフトテニス初心者教室」
は参加希望者が大変少なくやむを得ず中止となり７事業を実施しました。
　事業内容は昨年度と同様ですが、今年度はガーデニング教室とうどんづくり体験
教室に新しい講師をお迎えして実施しました。『多肉植物の寄せ植え』はとても好
評で「来年も応募したい」という声をたくさんいただきました。また、うどんづく
りでは麺を寝かせている間に小麦粉の話やだしの話など食育に結びつくようなお話
を聞くことができました。森林セラピーウォーキングは残念なことに台風被害のた
め通常の半分の距離までしか歩くことができませんでしたが、その分自然の中での
楽しみ方をいろいろと教えていただきました。その他の事業においてもスムーズに
運営することができ、無事今年度の事業を終えることができました。
　来年度は新規事業を考えていますので、皆様の多数のご参加をお待ちしています。

県南地区事務局長　戸髙文子（飫肥小学校）
都　北
　平成28年度は、地区事業として、5つの事業を開催しました。人気の事業は1.5倍の応募があり、公平性を保
つために過去2年間に参加されていない方を優先し、残りは抽選としました。出来るだけ多くの方に参加いた
だけるよう配慮いたしました。初めて参加された方々も満足感があり、楽しんでいただけたようです。
　まず、10月中旬にはフラワーアレンジメントを実施しました。材料は長く飾れる造花で、皆さん思い思いの作
品を嬉しそうに持ち帰られました。11月初旬に実施した陶芸教室ではカップ部門と皿部門に分かれ、それぞれ工
夫を凝らしながら熱心に制作されていました。11月中旬のそば道場は新蕎麦の出る時期でもあります。家族連れ
や若い方のグループの参加もありました。最後は自分で打った蕎麦をおいしく食べて、皆さん満足そうでした。
　年末を控えた12月上旬にはガーデニング教室を実施し、お正月に飾れる寄せ植えをしました。今年は室内で
実施していただき、雨の心配をせず済みました。最後に1月下旬にテーブルマナー教室を実施。講師の説明も
わかりやすく、お料理や会場も評判が良かったです。
　5つの事業を無事終えることが出来たのも、各所属の互助会担当の方々のご協力、委員の皆さんや各事業所の皆
さんの細やかな準備のお陰です。ありがとうございました。　 都北地区運営委員長　近藤　満（高 城 中 学 校）

 都北地区事務局長　中野恵美（山之口中学校）
西　諸
　今年度は新規事業も織り交ぜながら、７つの事業を開催しました。
　「食べて語って仲良くなろう」は道の駅えびのを貸し切って、楽しい時間を過ごし親睦を深めました。「え
びの岳トレッキング」は強風と肌寒さの中、ガイドの方の説明を受けながら頂上へ。下山後エコミュージ
アム内で登山弁当をおいしくいただきました。同日開催をした「ガーデニング教室」と「プリザーブドフ
ラワー教室」はどちらも定員を上回る申込みで「ガーデニング教室」は急遽定員を増やすほどの人気でした。

「アロマクラフト教室」は、アロマの効能の説明を受け、オイル等を作りました。ランチもいただき心も
体も癒やされました。「地産地消・温泉ふれあい健康講座」は小林市の神の郷温泉でバイキングを堪能した後、
景品がもらえる抽選会があり、おおいに盛り上がりました。「テーブルマナー教室」は、宮崎市のディア
マンルージュでレストランサービス技能士（全国コンクール 1 位！）の方からフランス料理のマナーを教
えてもらい、優雅な気分で食事をいただきました。
本年度もたくさんの方が参加していただき感謝しております。また喜んでいただける事業を企画しますの
で、ふるってご参加ください！！　　　　　　　　　　　　西諸地区事務局長　滝口みき（加久藤中学校）
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平成28年度 地区事業報告地区事業報告
西臼杵
　本年度西臼杵地区は、次の五つの事業を実施しました。「やきもの教室」は、講師の
指導のもと茶碗やカップなど素朴な味のある作品が完成しました。事業一番人気の

「テーブルマナー教室」は、２回に分けて実施し、ナイフやフォークの使い方などを細
かく指導していただくとともに、日頃会う機会の少ない他校の先生方との親睦も深ま
りました。「郷土料理教室」は、西臼杵地方の田舎うどんを始め、豆腐やこんにゃくの
作り方を学びました。「プリザーブドフラワー教室」も大人気で、クリスマスシーズン
にぴったりの花束を作ることができました。「スキー・スノーボード教室」は、前日の
積雪でスキー場への道路が心配されましたが、みなさん無事に参加することができま
した。また、当日は雪質もよく、インストラクターの指導のもと初心者も楽しく滑る
ことができました。 西臼杵地区事務局長　田邉譲治（日之影中学校）

＜郷土料理教室の様子＞

県　北

　10 月 29 日（土）、延岡地区事業の「写真を楽しむ会」に参加しまし
た。現地（蒲江道の駅）に集合し、そこから高速艇で「深島」に渡りま
す。その日は絶好の天気にも恵まれ、まずはクル－ジング気分を満喫
することができました。深島では自由行動ということで、約２時間半
程度、猫と戯れたり、島内を散策したりと楽しく過ごしました。（中に
は釣り竿持参の参加者もいて、猫そっちのけで釣りを楽しんでいる
方もいらっしゃいましたが・・・）。深島名物の「深島食堂」には、時
間と人数の関係で行けませんでしたが、次のお楽しみに取っておきたいと思います。後日、立派な写真集も発行
していただき、実行委員の方には参加者一同大変感謝しております。来年度もミステリアスな「写真を楽しむ
会」を計画されているようですので、是非参加させていただきたいと思っています。まだ、参加されたことのな
い方も、来年度は是非ご参加ください。 県北地区事務局長　甲斐計二（東海中学校）
児　湯

　「さをり教室」ではみなさん、楽しく織れました。「和食を楽しむ」季節料理かわの、すばらしい料理がまことに
美味しかったです。「サイクリング体験」は２人乗り自転車と西都原の青空の中、気持ちよくサイクリングしま
した。最高でした！「ビーズ教室」みなさん、完成品に大満足でした。「ガーデニング教室」は、立派な鉢植えもで
き、またフローランテの園内散歩もできて、参加者からとても好評でした。「テーブルマナー教室」テーブルマ
ナーについてわかりやすく説明して頂きながら、とてもおいしい料理を食べてみなさん、笑顔が弾けていまし
た。「おさかな釣り大会」は予定された日程が延びてしまいましたが、みなさん心と体がリフレッシュできまし
た。「フラワーアレンジメント講習会」すてきな良いお正月を迎えることができました。「ボウリング大会」では、
マイシューズ・マイボール持参の参加者もおられ、楽しくハイスコア続出、ストレス解消、参加賞にニッコリさ
れて気分爽快になりました。ひとつひとつの事業運営は、とても大変でしたが、参加者の喜んでいる姿を見ると
報われた気持ちになりました。来年度も、また参加したいと言われる参加者もいて、とても楽しんでおられる姿
が印象に残っています。今年度のすべての事業が無事、問題なく終えることができました。参加されたみなさん
が、とても喜ばれる事業になり、運営・実施できたことが何より「ほっと」しています。みなさまに感謝です。

児湯地区事務局長　丸山　太（西都銀上学園）
中　央

　平成28年度の中央地区は、12の地区事業を実施しました。小中高及び教育
関係機関85の所属から、定員449名に対して723名の申込みがありました。
　第3回目の「プリザーブドフラワー教室」では講師の竹澤巴菜先生やスタッ
フの方々の親切な指導により楽しい時間を過ごすことができ、参加者全員大変
満足されたようでした。　　　　　中央地区事務局長　富井浩二（赤江小学校）

教育庁

　教育庁地区では、次の 4 つの事業を実施しました。
① 教育庁等職員体育レクリエーション大会（ボウリング）宮崎エースレーン  参加会員数 113 名
② 第１回あけぼの会（ゴルフコンペ）　宮崎大淀カントリークラブ　　　　  参加会員数  26 名
③ 職員家族運動会（運動会）　みやざき臨海公園マリーナ多目的広場　　　  参加会員数  45 名
④ 第２回あけぼの会（ゴルフコンペ）　宮崎大淀カントリークラブ　　　　  参加会員数  20 名
　来年度もぜひご参加ください。　　　　　　　　　教育庁地区事務局長　菊村祐司（教育庁財務福利課）

日　向
　日向支部では今年７つの事業を行いました。昨年度からの新事業

「プリザーブドフラワー教室」は 11 月に行いました。（抽選に漏れ
てしまった方すいません。）昨年度のクリスマスリースに続き、今
年度はフラワーボックスに挑戦しました。Ａ－ＲＯＳＥ金崎加奈さ
ん指導の下、きれいなフラワーボックスにみんな満足していました。
　その他の事業は以下のとおりです。参加者の皆様ありがとうござ
いました。
　６月サーフィン教室（半日で初心者でもボードに立てました。）

８月ピザとワインの夕べ（自宅でも手軽に作れるワインを使ったカクテルの作り方を紹介していただきました。）９月
料理教室（お魚を使った細島の郷土料理をつくりました。とても豪華な昼食となりました。）10 月カントリー教室（毎
年好評を頂いています。今年は「和の晴れ着ねずみ」を作成しました。11 月トレッキング教室（今年は尾鈴山に挑戦。
沢渡りなどスリリングな場面もありましたが、全員無事に雄大な白滝を眺める事ができました。）11 月テーブルマナー
教室（いつも人気の事業です。ミヤチクのおいしい宮崎牛を堪能しながら交流を深めました。）

日向地区事務局長　永田勝徳（平岩小中学校）
県　南
　平成28年度の県南地区は、８事業を計画しましたが「ソフトテニス初心者教室」
は参加希望者が大変少なくやむを得ず中止となり７事業を実施しました。
　事業内容は昨年度と同様ですが、今年度はガーデニング教室とうどんづくり体験
教室に新しい講師をお迎えして実施しました。『多肉植物の寄せ植え』はとても好
評で「来年も応募したい」という声をたくさんいただきました。また、うどんづく
りでは麺を寝かせている間に小麦粉の話やだしの話など食育に結びつくようなお話
を聞くことができました。森林セラピーウォーキングは残念なことに台風被害のた
め通常の半分の距離までしか歩くことができませんでしたが、その分自然の中での
楽しみ方をいろいろと教えていただきました。その他の事業においてもスムーズに
運営することができ、無事今年度の事業を終えることができました。
　来年度は新規事業を考えていますので、皆様の多数のご参加をお待ちしています。

県南地区事務局長　戸髙文子（飫肥小学校）
都　北
　平成28年度は、地区事業として、5つの事業を開催しました。人気の事業は1.5倍の応募があり、公平性を保
つために過去2年間に参加されていない方を優先し、残りは抽選としました。出来るだけ多くの方に参加いた
だけるよう配慮いたしました。初めて参加された方々も満足感があり、楽しんでいただけたようです。
　まず、10月中旬にはフラワーアレンジメントを実施しました。材料は長く飾れる造花で、皆さん思い思いの作
品を嬉しそうに持ち帰られました。11月初旬に実施した陶芸教室ではカップ部門と皿部門に分かれ、それぞれ工
夫を凝らしながら熱心に制作されていました。11月中旬のそば道場は新蕎麦の出る時期でもあります。家族連れ
や若い方のグループの参加もありました。最後は自分で打った蕎麦をおいしく食べて、皆さん満足そうでした。
　年末を控えた12月上旬にはガーデニング教室を実施し、お正月に飾れる寄せ植えをしました。今年は室内で
実施していただき、雨の心配をせず済みました。最後に1月下旬にテーブルマナー教室を実施。講師の説明も
わかりやすく、お料理や会場も評判が良かったです。
　5つの事業を無事終えることが出来たのも、各所属の互助会担当の方々のご協力、委員の皆さんや各事業所の皆
さんの細やかな準備のお陰です。ありがとうございました。　 都北地区運営委員長　近藤　満（高 城 中 学 校）

 都北地区事務局長　中野恵美（山之口中学校）
西　諸
　今年度は新規事業も織り交ぜながら、７つの事業を開催しました。
　「食べて語って仲良くなろう」は道の駅えびのを貸し切って、楽しい時間を過ごし親睦を深めました。「え
びの岳トレッキング」は強風と肌寒さの中、ガイドの方の説明を受けながら頂上へ。下山後エコミュージ
アム内で登山弁当をおいしくいただきました。同日開催をした「ガーデニング教室」と「プリザーブドフ
ラワー教室」はどちらも定員を上回る申込みで「ガーデニング教室」は急遽定員を増やすほどの人気でした。

「アロマクラフト教室」は、アロマの効能の説明を受け、オイル等を作りました。ランチもいただき心も
体も癒やされました。「地産地消・温泉ふれあい健康講座」は小林市の神の郷温泉でバイキングを堪能した後、
景品がもらえる抽選会があり、おおいに盛り上がりました。「テーブルマナー教室」は、宮崎市のディア
マンルージュでレストランサービス技能士（全国コンクール 1 位！）の方からフランス料理のマナーを教
えてもらい、優雅な気分で食事をいただきました。
本年度もたくさんの方が参加していただき感謝しております。また喜んでいただける事業を企画しますの
で、ふるってご参加ください！！　　　　　　　　　　　　西諸地区事務局長　滝口みき（加久藤中学校）
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平成29年度 針・灸・マッサージ等施術料補助対象施術所一覧について
　「針・灸・マッサージ等施術料補助対象施術所一覧」を３月号会報に同封して所属に１部
配布しています。また、互助会ホームページにも対象施術所一覧を掲載しておりますので、
ご利用ください。

平成28年度 ライフプランセミナー実施報告
日　　時：平成２９年２月２５日（土曜日）
　　　　　１３時～１６時２０分
場　　所：宮崎県教育研修センター２階
　　　　　研修ホール
参加者数：３９名

　今年度の新規事業として、２０代～４０代
の会員を対象としたライフプランセミナーを
開催しました。
　今回は子育て・住宅取得を中心としたセミ
ナーを実施し、講師の野村證券　植村隆氏に
よる講義のほか、タブレットを使用した家計
診断書の作成を行いました。

海外からの便り  No.12
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2017

　リマ日本人学校は日本からおよそ１万５千キ
ロ離れた南米ペルーの首都・リマにあります。ペ
ルーと聞いて思い浮かぶのは「空中都市・マチュ
ピチュ」「ナスカの地上絵」そしてペルー民謡の

「コンドルは飛んでいく」でしょうか。アンデス山
脈からの自然の恵みを受け、インカ帝国の歴史を
残しながら発展し続けている国です。
　公用語のスペイン語は、小学部１年生から学習
しています。「Hola !（やあ）」と声を掛ければペ
ルーの人たちは「¿ Que tal ? （元気？）」と笑顔で
返してくれます。
　２年目を迎えた土曜授業では、ペルーの土を
使った陶器づくりや、アマゾンのシピポ族の方を
招き、泥染め実演を見たり、アルパカの毛で作った織物のストールへの染色をしたりして、ペルーの
歴史や文化の素晴らしさも体感しています。
　また、年間で７回の非常事態訓練（対テロ訓練は４回）を実施し、安全対策にも力を入れています。

　日本の真逆の季節になりますが、咲く
花で四季を感じることもできます。真夏
の卒業式、入学式に違和感を覚えつつ、
充実した毎日を送っています。是非一度
足を運んでみませんか。

リマ日本人学校 教頭　吉村　昭範

▲ マチュピチュ

▲ 宿泊体験学習での全体写真

▲ アマゾンのシピポ族「泥染め」 ▲ 非常事態訓練で校外へ脱出

▲ ナスカの地上絵

▲ リマ日本人学校校舎

参加者の声
・住宅ローンの繰り上げ返済や、資産形成の必要性、

学資保険の仕組みなどが良く分かった。
・個人資産を、住宅ローン・教育資金にどう使えば

良いか知る機会になりました。

現

　職

現

　職



（　 ）9

現

　職

現

　職



（　 ）10

平成 29 年度退職互助部事業一覧
　 ＊ 退職互助部会員のみ対象の事業 ＊

療養補助金

要請求
疾病または負傷により医療機関で治療を受けたときは、その自己負担額から
ひと月 1 件につき 2,000 円を控除した額の８割を給付（100 円未満切捨）
● 会員の負担が、1 件につき 10,000 円を超えないように給付
● 単年度受診分の給付限度額は 50 万円
● 給付の請求権はその事由が発生した月から生じ、満２年をもって消滅
● 受診月の翌月以降から請求可

障害給付金

要請求
身体障害者手帳１級または２級の交付を受け、かつ重度心身障害者医療費受
給資格者証の交付を受けている会員に対し、年度１回 5,000 円を給付
※ 請求書が必要な方は互助会まで連絡ください

長寿祝金
請求不要
長寿を祝い給付　　70 歳（古希）   5,000 円　　77 歳（喜寿）10,000 円
　　　　　　　　　88 歳（米寿）20,000 円　　99 歳（白寿）30,000 円

宿泊補助

要申請
親睦やリフレッシュを目的に指定宿泊施設に宿泊したとき補助
1 施設年度内 4 泊まで　ただし、年度内の総泊数の上限は 20 泊
補助額：宮崎県内 1,500 円　宮崎県外 2,000 円
● 宿泊施設への予約が完了したのち、電話または FAX、E-mail で退職互助部　　
　 へ申請
● 宿泊補助券の郵送を希望の場合は、1 週間前位までに申請が必要

人間ドック
補助

要申込
病気の早期発見と予防のため検査料の一部を補助
■ 1 日健診　　　　　　３年に１回　　　自己負担  6,000 円　定員 200 名
■ 1 泊２日人間ドック　加入後３年以内　自己負担 24,000 円　定員   50 名
■ 頭部ＭＲＩ検査　　　３年に１回　　　自己負担  8,000 円　定員 200 名
■ 眼科検診　　　　　　　　　　　　　　自己負担  2,000 円　定員 200 名
● ５月に発行する会報で、申し込み方法等について案内予定

弔慰金

請求不要
会員が死亡したとき
弔慰金 5,000 円　ただし、加入後 2 年以内で療養補助金等の給付金総額が加入
掛金の５割を超えていない場合は加入掛金の 2 割を給付

地区事業 県内を 11 地区に分け、会員相互の親睦を深めるため各地区独自の事業を実施
● 各地区発行の会報で案内

生きがい
支援事業 会員に役立つ講座の実施

 ＊ 現職会員及び退職互助部会員共通事業 ＊

互助会報 本会の事業案内等の情報発信を目的に会報を発行
文化公演
助成事業 本会が行う舞台芸術公演の入場料の一部を助成（会員券として案内）

文化・教育
活動助成事業

関係団体と連携し、自己啓発・自己研鑽のための講演会等への支援
会員が中心となって活動する文化サークルに活動助成

無料法律
相談事業 顧問弁護士による無料法律相談を実施

退

　互

退

　互
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「かしこい相続（遺言）・贈与のための講座」の概要
その2

自分の財産を、自分の意思に従って死後に与える方法です。遺言内容は、
法定相続人、法定相続分よりも優先されます。

　平成２８年１０月から１１月に各地区で実施した「かしこい相続（遺言）・贈与のための講座」
の概要についてご紹介します。

自分の意思が尊重されます。
残された相続人等が納得
し、円満な遺産の継承が期
待できます。

残された家族は財産をど
のように分けるか迷い、
権利を主張しあうことも
あるそうです。

兄弟姉妹が法定相続分を主張して、配偶者は
住んでいる家などを処分しなければならない
こともあるそうです。

遺言が特に必要な場合は？

● 夫婦の間に子がいない
相続人同士で、争いになることもある
そうです。

● 相続人同士の仲が悪い又は疎遠

介護などで特に世話になった子の配偶者や他
人がいる（子の配偶者や他人は法定相続人で
はないので、遺言がないと遺贈できません）。

● 相続人以外の人に遺産を分けたい 後継者に配慮した遺産の相続（田畑・
設備等を分割してしまうと自営業を続
けられない場合があります。）

● 農業や個人企業などを経営している

年老いた配偶者や障害のある子に、財産を多
く相続させて生活を守ることができます。

● 年老いた配偶者や障害のある子がいる 家、土地などの財産がある。
● 分けにくい財産がある

● 公益活動など、社会のために役立てたい
相続人がいないと、財産は最終的に国
庫に帰属します。

  相続人がいない場合

遺言がある

遺 

言 

書

遺言がない

遺 

言 

書

　遺言の代表的なものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。

自筆証書遺言
　遺言者が自分で、遺言内容と日
付等を記載し、署名押印します。
法律的な事項の記載もれがあると
無効になります。家庭裁判所の検
認が必要です。

　公証人が、遺言者から遺言内容を聞いて作成します。
証人２名の立会いが必要です。
　法律的な事項の記載もれを防ぐことができ、相続手
続きがスムーズにできます。家庭裁判所の検認は必要
ありません。

公正証書遺言

遺言とは？

会員著書 会員が著した書籍の購入
● 市販されてるものは定価、定価のない場合は１冊 3,000 円を上限に 2 冊まで

全教互九州ブロック
会員証割引事業

（黄色のカード）

全教互九州ブロック協議会が指定する施設を利用したとき、会員証を提示する
ことで割引を受ける

確定申告
手続き説明会 確定申告に関する情報提供等を行う

公益文化事業
本県の教育及び文化・芸術・スポーツに関する公益目的事業（教美展、しゃり
んばい、舞台芸術公演等）への参加
● 申し込み方法等については、会報で随時案内

退

　互

退

　互
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　２月１日から２月１５日にかけて、県内１０会場で平成２８年度確定申告手続き説明会を開催し、
４５９名の方の参加がありました。
　確定申告に必要な公的年金等の源泉徴収票などは、毎年、整理し保管しておくとともに、今後はで
きるだけ自分で確定申告ができるように努めましょう。

確定申告期限内（平成２９年２月１６日から３月１５日まで）に確定申告を忘れていた場合
でも、「期限後申告」が可能です。必要な方は、なるだけ早く申告するようにしてください。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。

確定申告手続き説明会を開催しました

相続人（配偶者、子、父母）の請求で、最低限相続できる財産です。た
とえば、遺言書に「すべての財産を○○に相続させる。」とあっても、
相続人は遺留分を請求できます。兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分とは？

● 配偶者と子がいる

● 配偶者と直系尊属がいる● 配偶者のみ

… 子全員で１/２ 
 　（子が二人いる場合は、それぞれ１/４）

… 配偶者が１/４、子全員で１/４
　 （子が二人いる場合は、それぞれ１/８）

● 直系尊属のみいる
… 直系尊属全員で１/３
 　（父母がいる場合は、
　　それぞれ１/６）

… 配偶者が１ /３、直系尊属全員で１ /６
（父母がいる場合は、それぞれ１/１２）

… １/２

● 子のみ

　公正証書遺言などは、本人の意思を公証人が聞いて、公証人が作成します。認知症など、判断能
力が不十分な状態になったときは作成できません。相談は無料です。お気軽に相談してください。

■ 宮崎公証人合同役場
　 （宮崎市、東諸県郡、児湯郡）
　 〒880－0802　宮崎市別府町 2－5
　 　　　　 TEL（０９８５）２８－３０３８

■ 延岡公証役場
　 （延岡市、西臼杵郡）
　 〒882－0823　延岡市中町 2－1－7
　 　　　　 TEL（０９８２）２１－１３３９

法務大臣によって任命された国家公務員
で、指定された法務局に所属し、公証（人）
役場を設置して仕事を行います。

公証人とは？

公正証書遺言、任意後見契約書、財産管理等委
任契約書、尊厳死宣言公正証書などの作成を行
います。

公証人はどんな仕事を？

公正証書遺言について相談や作成したいときは？

県内の公証（人）役場
■ 都城公証人役場
　 （都城市、北諸県郡、小林市、えびの市、西諸県郡）
　 〒885－0025　都城市前田町 15－10－1
　 　　　　 TEL（０９８６）２２－１８０４

■ 日南公証役場
　 （日南市、串間市）
　 〒887－0031　日南市戸高 1－3－1
　 　　　　 TEL（０９８７）２３－５４３０

共

　通

退

　互
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（見本）

一般社団法人宮崎県教職員互助会

　会員及びその家族が、九州各県の割引施設に会員証（右イラス
ト参考）を提示することで、所定の割引等の特典を受けることが
できる事業を実施しています。
　対象施設や会員証の再発行の手続きについては、互助会ホーム
ページの「会員証事業」をご参照ください。
　平成２９年４月から、会員証割引対象施設に宮崎県立美術館
が加わります。県立美術館主催の展覧会でしたら、カードを提
示いただくことで 5 名まで団体料金で観覧することができます。

（見本）

一般社団法人宮崎県教職員互助会

全教互九州ブロック協議会会員証による割引事業について

第39回
公益文化事業公益文化事業

162点を展示、1,572名が鑑賞

終わる
（宮崎県教職員互助会美術展）

　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等１６２点を１月
６日から２月２日にかけて宮崎市、都城市、延岡市で展示し、１，５７２名の方々に鑑賞いただきました。
　運営にあたっては、企画・実行委員の方や地区で作品受付、会場受付等、多くの会員の協力をいただきました。
　なお、企画・実行委員の方が制作された色紙等作品プレゼントには、５６２名からの応募がありました。
　３月の企画委員会で抽選を行い、当選者に贈呈します。

　今回の教美展では、『書』部門において１月８日、
２２日、２９日の３日間、県内３会場で「ギャラリー
トーク」を行いました。講師は宮崎出身で宮崎県書
道協会顧問などを務める、陣軍陽氏でした。書の歴
史や、書を学ぶ上で大切なこと、書への向き合い方
など、大変貴重なお話をしていただきました。

通
常
部
門
と
は
別
枠
で
カ
ー
ド
ア
ー
ト

作
品
を
募
集
し
、
25
点
の
作
品
を
展
示

し
ま
し
た
。

【ギャラリートーク参加者の感想】
・今後の自分の作品に役立てられることが学べました。
・久しぶりの書のトークに、若いころを思い出し、満

足でした。
・陣先生がお見えになるというので、是非、お話を

お聞きしたいと思い参加しました。大変勉強にな
りました。

【来場者の感想】
・毎年楽しみにしながら足を運んでいます。懐かしい名前

に出会えると、嬉しくなります。
・どの作品も素晴らしかったです。皆様の月々忙しい中で

このような作品をつくられることに感動いたしました。
・今年も同僚の作品に出合い、懐かしく思いました。いつ

か自分も出品できるようになりたいと思います。

ギャラリートークギャラリートーク カードアートカードアート

宮崎県教職員互助会　会員証

共

　通

退

　互
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　エンジョイスポーツフェスティバルの地
方開催も今年で３年目を迎えました！
　子どもからお年寄りまで楽しめるニュー
スポーツバイキングを中心に、競技系種目
を通して交流を深め、参加者は寒い中でも
元気に汗を流していました。

高　城　　１０月２３日（日）　１０５名
小　林　　１１月１２日（土）　１４３名
日　向　　１２月　４日（日）　１５３名
高　鍋　　１２月１１日（日）　１８５名
県　央　　　２月１８日（土）　３６６名
参　加　者　　　　　　　　　  ９５２名計

開館時間 10:00－18:00　
会　　場 宮崎県立美術館　企画展示室

（展示室への入室は 17:30 まで）

宮崎日日新聞社 TEL.0985－26－9303お問合せ 

観  覧  料
大　人
小中高生

1,200 円　 1,000円　  
   600円　    400円　

当　日　　 前売及び団体　 ※団体は20名以上
※未就学児無料

（平日9：00－17：00）

【主　催】　徳川歴代将軍名宝展 実行委員会　(宮崎日日新聞社 ほか)　　【後　援】　宮崎県教職員互助会 ほか　

会員証による割引事業
会員証を提示することによって、会期中でも最大５名まで前売り価格でチケッ
トの購入ができます。

（見本）

一般社団法人宮崎県教職員互助会

家康没後四百年
久能山東照宮徳川歴代将軍名宝展

卯花威胴丸

平成29年 ［土］4月8日 ［日］5月28日
※休館日　毎週月曜日

　久能山東照宮（静岡市）
が所蔵する神宝・奉納品
を中心とした2,000点を
超える美術・工芸品の中
から選りすぐりの文化財
を紹介します。
　15代にわたる徳川歴代
将軍の甲冑勢ぞろいは九
州初となります。

 公益文化事業実施報告

辻井伸行日本ツアー《バッハ・モーツァルト・ベートーヴェン》宮崎公演
１/13（金）宮崎市民文化ホール　　　　　　　　　　　　　　　　入場者数　1,776名

　今回のツアーで披露されたのは、自身初となるバッハの作品を含め、誰もが知る作曲家達
の不朽の名作。予定の４曲のほか、アンコールでは「別れの曲」や、自身が作曲した「風の家」
など３曲が披露されました。
　伸び伸びと情熱的に、またある時は優しさを込めて、１音１音豊かに表現する渾身の演奏
は圧巻で、観客からは惜しみない拍手が送られました。

共

　通

共

　通
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1   2  3 4 5

   6 7

8  9  10   11 12

13   14   15

  16  17

18 19     20

   21  22

23      24

1月号の答え　「ラッカセイ」

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）を現職会員５名、退互部加入者５名の方に抽選で進呈します。

現職：１月号当選者 退互部：１月号当選者

●タテのカギ
①　“初心運転者標識”の通称です
②　忍耐を説いたことわざ「○○の上にも三年」
③　新弟子さんが雑巾やモップで
④　サナギから、いよいよ蝶に
⑤　お店のオープン。全員が新人です
⑦　天気雨は狐の○○○○。コン
　　コン新婚さんね
⑨　妻が第一子出産。夫はホヤホヤのコレに
⑫　お坊さんになりたて、上手く撞ける？
⑭　グッと歯を食いしばって
⑮　課長の真向かいは落ち着かないワ
⑰　やがて開花するでしょう
⑲　＄の読み方。オイル○○○
⑳　新人の飼育係君、アミメ○○○
　　の蹴りに驚愕
㉑　選挙○○の上で熱弁、新人立候補者
㉒　真新しい制服に、初めて○○を通します

●ヨコのカギ
①　新人芸人さん、観客から取れたら有望です
③　会社は創立。雑誌なら？
⑥　「私は今度新しく…」と自己○○○○○
⑧　太鼓のお稽古、コレの持ち方から
⑩　タイル職人の修行は“つなぎめ”命
⑪　熱いうちに打て
⑬　過失。あやまち。誰にもあるさ、
　　ドンマイ！
⑮　○○○の道も一歩から
⑯　あんたがたどこさ♪とポンポン
⑱　「よって…ケンのごとし」などと読まないで
⑳　ビギナーが振り下ろして、臼
　　のヘリをガツン
㉑　理容師の見習い君、震える手でこの刃物
㉓　期待の新人選手。君は我が社の○○○○だ
㉔　会社のはケータイじゃないか
　　ら勝手が違うワ

クロスワードパズルクロスワードパズル

［応募方法］
答え、学校名、会員番号、氏名を明記の上、ハガキ
またはＦＡＸでご応募ください。
答え、会員番号、氏名を明記の上、ハガキまたは
ＦＡＸ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。

退
互

現
職

【応募締切日】

4月21日（金）まで
【応募締切日】

4月21日（金）まで
【応募締切日】

会報の感想もお待ちしております★

・田代　悦司（中央南）
・林　良子（中央東）
・別府　紘（中央西）
・堀之内　逸郎（都北）
・橋口　智宏（都北）

・苑田　道代（日之影小）
・後藤　直樹（北川中）
・崎田　一郎（清武中）
・甲斐　みちる（都城泉ヶ丘高）
・荒井　ちさ（延岡しろやま支援）

＊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  時  間　13時30分から17時30分まで
 相談件数上限　月８人

＊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・相談時間　相談者と電話にて決定
　　　　　　　　　（原則として平日）

無料法律相談
利用できる人：会員のみ
相  談  回  数：同じ相談内容 1 件につき、
　　　　　　　年度内 1 回まで

＊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  時  間　9時30分から12時まで
 相談件数上限　月４人

4月14日、5月12日、 6月9日
原則として、第2金曜日

4月8日、5月13日、 6月10日
原則として、第2土曜日

６月までの
相談日

６月までの
相談日

主な相談内容 書類等
相　続 家系図（簡単で可）、遺産の内容のメモ（簡単で可）
不動産 不動産登記簿謄本（法務局で取得）、契約書など

損害賠償 いつ、どこで、何があって、どうなったかについての簡単なメモ
金銭貸借 契約書、領収書などの書類（あれば）

離　婚 夫婦が結婚してから現在までの夫婦間の主な出来事（出産、引越、転職など）
の年表（簡単なもので可）、夫婦と子供の生年月日等を書いたメモ

※書類が無いと相談が受けられないということではありません。

共

　通

共

　通
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表紙のことば
　 「春景・長陽駅Ⅱ」

矢野　均（退職互助部）

　昨年の四月、南阿蘇鉄道長陽駅では、トロッコ列車の
到着に合わせて陽気な音楽が流れていました。カント
リーソングの生演奏でウルトラマンと車掌さんが踊り、
駅喫茶の娘さんはシャボンを吹いて迎えます。そのよう
な、長閑で平和な風景が、大地震で根こそぎ奪われてし
まいました。しかし、列車が走らない今も駅舎には人が
集い、音楽が流れ、ケーキの甘い香りが漂っています。
　復興は始まったばかりですが、明日を見つめるエネル
ギーがある限り、以前にも増して美しい故郷が再生され
ると信じています。 

現職 氏　名 年齢 逝去日 所　属　名　 氏　名 年齢 逝去日 所　属　名
岩切　秀樹 44 H28.12.11 宮崎北高等学校 迫田　義次 60 H29. 1.24 宮崎商業高等学校

退互 氏　名 年齢 逝去日 退職時所属名 氏　名 年齢 逝去日 退職時所属名
桒畑千代子 86 H27.  4.  3 西岳小学校 鬼束　英夫 84 H29. 1.  8 小松台小学校
坂元えみ子 89 H28.  6.  5 菅　三和子 88 H29. 1.  8
林田トラヨ 90 H28.  9.23 延岡・東小学校 佐藤　良子 94 H29. 1.  9 田原小学校
阿部　隆雄 88 H28.10.  1 岩脇中学校 曽我　　努 83 H29. 1.12 飯野高等学校
工藤　八重 93 H28.10.15 高妻　　寛 86 H29. 1.14 小林高等学校
二宮　達雄 83 H28.10.21 赤江小学校 鎌田　洋子 78 H29. 1.16 沖水中学校
元明　貞子 91 H28.11.  4 真栄城玄好 94 H29. 1.17 本庄小学校
西田　英子 86 H28.11.  6 河邊　道志 92 H29. 1.17 石河内小学校
川畑ノブエ 91 H28.11.26 河野　　寿 89 H29. 1.17 高鍋農業高等学校
瀬戸優美子 94 H28.12.  3 東大宮小学校 甲斐　とみ 94 H29. 1.19 宮崎西小学校
日髙省三郎 79 H28.12.  4 日知屋東小学校 五條　禮子 81 H29. 1.19
上野　　良 95 H28.12.  5 紙屋小学校 金丸　厚子 63 H29. 1.19
川越　律子 82 H28.12.  8 藤井　溥利 74 H29. 1.21 宮崎東高等学校
森﨑　春美 83 H28.12.  9 岡富小学校 浜田　好政 79 H29. 1.22 佐土原高等学校
押川　　正 94 H28.12.10 田野小学校 橋口シヅ子 91 H29. 1.23
小坂　国勝 73 H28.12.12 清武中学校 中馬　純男 89 H29. 1.23 志和池中学校
野﨑　サエ 80 H28.12.12 佐野ミツヱ 95 H29. 1.24 本庄小学校
大久保富夫 87 H28.12.13 日南工業高等学校 横山トシ子 93 H29. 1.25
河野　和穂 86 H28.12.14 庄内小学校 川畑　安雄 88 H29. 1.25 小林高等学校
河野　芳行 92 H28.12.16 大堂津小学校 上水サチ子 89 H29. 1.25
吉田　　博 86 H28.12.16 坪谷中学校 甲斐　信義 91 H29. 1.25 延岡・東小学校
矢部　洋子 74 H28.12.18 荒瀬　初枝 98 H29. 1.26 木城小学校
太田　演三 81 H28.12.20 財光寺小学校 清　　とし 87 H29. 1.28
森　　辰美 88 H28.12.21 宮崎赤江養護学校 井上芙美子 89 H29. 1.28 宮崎大宮高等学校
長尾　典昭 87 H28.12.24 宮崎北高等学校 矢山トクエ 95 H29. 1.28 那珂小学校
土持　俊雄 97 H28.12.26 池内小学校 福﨑　　親 91 H29. 1.28 沖水小学校
佐保　幸久 75 H28.12.27 財光寺中学校 安楽ハツ子 91 H29. 1.29
富士本芳市 92 H28.12.28 池内小学校 甲斐　勝代 79 H29. 2.  1 細田中学校
越智　緑朗 87 H28.12.29 延岡中学校 黒木　文夫 90 H29. 2.  2 美々津小学校
岩切トシ子 92 H28.12.31 綾 小 学 校 恵良儀一郎 74 H29. 2.  2 上南方小学校
船木　　哲 89 H29.  1.  1 教育庁総務課 山脇イワエ 89 H29. 2.  3 桜ヶ丘小学校
荒武　紀男 81 H29.  1.  2 門川農業高等学校 櫻木　信夫 88 H29. 2.  4 有水小学校
浜崎　和子 95 H29.  1.  4 山﨑　吉文 94 H29. 2.  5 宮崎工業高等学校
後藤　定子 90 H29.  1.  5 高橋マスエ 90 H29. 2.  6
野村ユリ子 93 H29.  1.  5 池田　　勤 89 H29. 2.  8 檍 中 学 校
織田　芳継 89 H29.  1.  7 多賀小学校 小笠ナミヲ 93 H29. 2.  8

敬　弔 平成 28 年 12 月 1 日から平成 29 年 2 月 12 日までに届出のあった物故者は下記
の方々です。ご冥福をお祈り申しあげます（敬称略）。

事務局からの
お知らせ

平成２９年５月に実施する代
議員選挙に関して、代議員立
候補届出書を会報に同封して
おりますので、立候補される
方は、必要事項をご記入の
上、互助会事務局まで郵送す
るか、持参してください。

 立候補受付期間
平成２９年３月１３日（月）

▼４月　５日（水）まで

共

　通


