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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
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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。
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【校 史】

明治9年9月1日

高千穂町大字向山石原庄屋跡に向

山小学校創立

明治41年12月2日

向山小学校を南北に分け向山北小

学校となる

明治42年3月27日

現在地に新校舎落成

昭和31年2月9日

午後９時大火により校舎・備品全焼

平成22年4月1日

閉校。高千穂小学校に統合

高千穂町立

西臼杵郡高千穂町大字向山1232

むこう や ま  き た

向山北小学校

五ヶ瀬川

向山南小学校
向山中学校
向山南小学校
向山中学校

高千穂小学校高千穂小学校

高
千
穂
中
学
校

高
千
穂
中
学
校

向
山
北
小
学
校

向
山
北
小
学
校

至日之影

国道
218号線

高千穂

至高森

至
三ヶ所 高千穂峡

「ここに学校があった

を販売しています。
－平成の統合・閉校の記録」

販売価格 4,500 円

校歌集と CD のセット
販売価格  2,850 円
※送料は別途かかります。

申し込み方法
本会へ電話でお申し込みいただく
か、会員番号、氏名、商品名を明
記の上、郵送、FAX 又は E-mail
でお申し込みください。

支  払  方  法
商品と一緒に宮崎銀行の振込用紙
を同封しますので、商品到着後２
週間以内にお振り込みください。

【校 史】

明治9年9月1日
向山字石原に向山小学校を創立

明治41年9月1日
向山尋常小学校を廃校

明治41年12月1日
向山南尋常小学校として、大字向山
赤仁田及び後迫に新築し開校

昭和22年4月1日
高千穂町立向山南小学校と改称

昭和51年5月2日
創立100周年記念式

昭和56年3月2日
新校舎落成

平成20年4月1日
閉校。向山北小学校に統合

【校 史】

昭和22年5月 8日
高千穂中学校向山分校を向山南小
学校内に置く

昭和51年 4月1日
向山分校が独立して高千穂町立向
山中学校として開校

昭和51年5月2日
独立記念式典、校歌制定

昭和60年4月1日
生徒数増加により複式から全学年
単式となる

平成14年 1月17日
全日本学校関係緑化コンクール準
特選受賞

平成20年4月1日
閉校。高千穂中学校に統合

高千穂町立

西臼杵郡高千穂町大字向山4815-1

むこう や ま みなみ

向山南小学校
高千穂町立

西臼杵郡高千穂町大字向山4815-1

むこう や ま 

向山中学校
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　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、新年を心新たにお迎えのこととお慶び申し上げます。

　さて、平成 27 年度もこれまで、会員を対象にした福利厚生事業や、県民を対象にした公益文化事業を
計画どおり順調に実施してきております。
　互助会事業の根幹となる給付や厚生、貸付などの福利厚生事業については、引き続き多くの会員の皆様
に利用いただいておりますが、特に、貸付事業については昨年７月に金利を引き下げて、更に利用しやす
く改善を図りました。
　また、県立芸術劇場と共催の「中村勘九郎中村七之助新緑特別公演」や県立美術館と共催の「ディズニー      
－夢と魔法の 90 年展」を始めとする公益文化事業については、お陰様で毎回好評をいただいております。

　財政面では、これまで長年の懸案でありました特別弔慰金及び退職互助部療養補助金の二つの制度につ
いて、財政改善に向けた制度改定に着手するという、大きな改革の年でもありました。
　基本財源となる掛金収入の減少やデフレ経済下でのゼロ金利政策による運用収益の減少という今日の  
厳しい状況であっても、何よりも将来にわたって会員の権利を保証しながら、安定的に組織を運営してい
くことこそが理事会や事務局に課せられた責務であります。会員にとって最善の方法を検討した上で制度
改定をいたしました。新制度の施行は、今年の４月１日からとなりますが、会員の皆様のご理解とご協力
を賜りますようお願いいたします。

　また、収入は依然減少傾向にあることから、財政安定化のためには、安定的な収入を確保する取り組み
が必要です。そのためには、現職、退職互助部会員の加入率を高めて掛金収入の確保に注力するとともに、
社会経済情勢に的確に対応しながら資産の効率的かつ効果的な運用による収益増加に努めることで、財政
基盤の強化を図ってまいります。
　一方、支出の面では、特別弔慰金及び退職互助部療養補助金の二つの制度改定と併せて、費用対効果の
観点から事業全体を見直し、支出の抑制を図ると同時に、スクラップ・アンド・ビルドを基本に財源を確
保しながら、会員の皆様のニーズを踏まえた新規・改善事業を構築してまいります。

　今年も役職員一同、「魅力ある互助会」づくりに取り組み、会員の皆様の「元気」を応援してまいりま
すので、会員の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　新しい年が、会員の皆様にとりまして夢と希望に満ちた年でありますよう、心からお祈り申し上げます。

新年を迎えて
理 事 長　　飛　田　　洋

 公益文化事業実施報告

フィガロの結婚 ～庭師は見た！～　11/8（日）メディキット県民文化センター
入場者数　913名　

　古典作品であるフィガロの結婚を、野田秀樹氏の演出と井上道義氏に
よる指揮・総監督のもと舞台を日本に移し、主人公アントニオとスザン
ナをアントニ男とスザ女という日本人のキャラクターへと変え、また庭
師アントニ男の狂言回しなど様々な「新演出」を交えた公演となりました。
　オペラ歌劇「フィガロの結婚」の新しい形を作り上げ、多くの人々を
その世界に引き込み、大きな拍手の中、幕を下ろしました。劇場提供
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 公益文化事業実施報告

第５回宮崎県エンジョイスポーツフェスティバル
　都　城　10/11（日）　　 226名
　県　央　10/25（日）　　 353名
　えびの　10/31（土）　　    90名　
　木　城　11/3（火・祝）　180名
　参加者数計　849人
　昨年に引き続き、県内各地でエンジョイ
スポーツフェスティバルが開催されまし
た。さまざまなスポーツが体験できるス
ポーツバイキングやバドミントン交流会  
などが行われ、参加者は秋晴れの中、気持
ちよくスポーツに汗を流していました。

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
　　　　　　　　海幸・山幸神話の源流と交流
　　　　　　　　　　　　　　　～東アジアの中の日向神話～

11/14（土）宮崎県立西都原考古博物館　　入場者数　189名

　今年は、国内外から講師を招へいして、初めて
西都市の西都原考古博物館で開催し、「海幸・山
幸の神話」にまつわる講演を行いました。海幸・
山幸は「卵生神話」であるのか、台湾における原
住民神話と祭祀儀式の玉の役割などについて、学

術的な研究成果を報告しました。また、古代に南九州を支
配した隼人族が舞ったとされる「隼人舞」とは、どのよう
な踊りだったのか、現存する資料や民族芸能などを基に、    
台湾から招いた舞踏家に再現してもらいました。
　幻想的な再現演出に皆さん、引き込まれていました。

宝塚歌劇  雪組  全国ツアー  宮崎・延岡公演
宮崎公演　12/1（火）昼夜公演
　宮崎市民文化ホール　　3,602名

延岡公演　12/2（水）昼夜公演
　延岡総合文化センター　2,696名

　　　　　   入場者数計　6,298名

　全てを捨てて、愛に生きようとする恋人達の美しくも悲し
い姿をドラマティックに描いたミュージカル、「哀しみのコ
ルドバ」と情熱の愛と夢の数々を描いたラテン・ショー「ラ　
エスメラルダ」の２部構成で公演されました。雪組トップス
ターの方々、特に高鍋町出身の娘役・咲妃みゆさんが登場す
ると、ひときわ大きな歓声が上がっていました。
　皆さん、華やかで情熱的なステージに魅了されていました。
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第３回理事会が開催されました
　11 月 11 日（水）、第３回理事会が「教弘会館」（宮崎市）
で開催されました。
　次の２つの議案について、承認されました。

● 会計処理規程及び資産運用規程の改正
　について
　現在の金融情勢の実態に沿うように用語や内容
等、規程の条文を整理し、より効率的かつ効果的な
資産運用による収益増加を図れるようにするため、規程改正を行います。

● 平成 28 年度予算編成方針について
　収入については、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、社会経済情勢に的確に対応しながら資産の効
率的かつ効果的な運用による収益増加に努めることで、財政基盤の強化を図ります。
　支出については、費用対効果の観点から事業全体を精査・検証し、事業見直しによる支出抑制
を図り、より精選したかたちで事業目的が達成できるよう、適切な予算編成に努めます。また、
会員のニーズを踏まえた新規・改善事業の構築にあたっては、スクラップ・アンド・ビルドを基
本に予算の総量を増やすことなく行います。
　公益目的事業については、支出計画に基づいて一定額を支出していかなければなりませんが、
目的に沿って最大限に効果が得られるよう、事業内容の改善と充実を図ります。

第38回 を開催します

宮
崎
展

都
城
展

延
岡
展

1月  6日（水）～16日（土）
※12日（火）は休館日
午前10時から午後6時まで

午前９時から午後５時まで

午前10時から午後6時まで

1月19日（火）～24日（日）

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 

公益文化事業公益文化事業

　教職員互助会の会員及び配偶者の方の力作、約 160 点を展示します。
　県内では鑑賞する機会の少ない県外公募展入選作品もありますので、是非、ご来場ください。
　児童・生徒のみなさんにも鑑賞を呼びかけてください。

参加無料『絵画』部門において
ギャラリートークを開催します！

日  　　程
宮崎展
都城展
延岡展

1月  9日（土）
1月23日（土）
1月30日（土）

■ 時 間 ： 午後２時 ～ （90分を予定）
［講 師］
宮崎県美術協会会長　山本 祐嗣 氏

入場無料
抽選で色紙作品等

プレゼント！
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平成28年３月に退職を迎える会員の方へ
～退職に伴う各種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）
退会時にセカンドライフ助成金等を給付します。

＜給付例＞
平成２７年３月末定年退職者の退会に伴う平均給付額

在会年数３５年

セカンドライフ助成金 ７３４，０００円
現職退互部加入積立給付金 ５８２，０００円
特弔退会給付金 ２００，０００円

給付額合計 １，５１６，０００円

なお、貸付金の残額がある場合は、貸付金残額を振り替えた残りを、給付します。

2 退職互助部の事業説明と加入手続き
退職互助部では、退職後の生活を豊かに過ごすため、「健康・生きがい・お金（経済の安定）」について、
療養補助金、長寿祝金、人間ドック受診補助などの支援事業を行っています。

主な事業の１つである、療養補助金とは・・・
　病気やケガによる通院、入院に要した医療費の一部を補助する制度です。
健康保険証を使って支払った医療費の自己負担額が補助の対象で、１件（１レセプト）ごとに給
付額の算定をします。
1 件（１レセプト）につき、自己負担額から２，０００円を控除した額の８割を給付（１００円未満切捨）
※１件（１レセプト）とは、医療機関別、保険証別、月別、入院・外来別に分けたものです。

＜給付例＞
４月に健康保険証を使って、A 歯科に３回通院し、自己負担額が合計１０，０００円であった。

・受診月、医療機関が同一のため、３回の通院でかかった自己負担額を合算したものが１件となる。

内　容

自己負担額（１０，０００円）

給付額　　６，４００円

（自己負担額）－（控除額）

（１０，０００円 － ２，０００円）× ０．８ ＝ ６，４００円

控除額　２，０００円１，６００円
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１） 加入資格　

　退職者本人　　・現職会員であった期間が１０年以上、かつ退職日における年齢が４５歳以上の方。
　　　　　　　　　※退職後、宮崎県外に居住する方（予定の方も含む）も加入できます。
　配　偶　者　　・退職互助部に加入した方の配偶者で、４５歳以上の方。

２） 加入掛金

　加入時１回だけの掛金です。
　　・退職者本人、配偶者ともに一律５５万円
　　　※退職日の年齢が５５歳未満の場合、１歳下がるごとに１万円を加算します。配偶者も同じ条件です。

　A　退職者本人が６０歳、配偶者が５７歳の場合　→　加入掛金１１０万円（２人分）
　B　退職者本人が５３歳、配偶者が５２歳の場合　→　加入掛金１１５万円（２人分）

３） 加入掛金の納入について

　先に説明しました、セカンドライフ助成金等を加入掛金に振り替えます。
　ただし、貸付金の残額がある場合は、貸付金残額を優先して振り替えたうえで加入掛金を振り替えます。
　なお、加入掛金が不足する場合は、振込等により不足分を別途納めていただくことになります。

４） 加入期限

　退職後６０日以内　　　※再雇用・再就職等の有無に関わらず、加入期限内の手続きが必要です。
　　　　　　　　　　　※上記 ３）により加入掛金の不足が生じる場合は、この期限内に振込等で
　　　　　　　　　　　　掛金を納入することが必要です。

3 教職員積立年金に係る手続き及び相談（該当者のみ）

4 退職後の健康管理や健康保険制度のことについて

・筆記用具　・印鑑　
・退職金が振り込まれる通帳の口座番号とその届出印
・配偶者も退職互助部に加入する場合は配偶者名義の通帳の口座番号
・全教互九州ブロック協議会会員証（黄色いカード、名刺サイズ）
・針・灸・マッサージ等施術料補助券（持っている方のみ）

　　　　　　　受付１３：００ ／ 開会１３：３０

月　日 会　場

４月　２日（土）
高城生涯学習センター
クリエイティブセンター門川

４月　７日（木） JA アズムホール本館　大研修室
４月　９日（土） JA アズムホール本館　大研修室
４月１０日（日） JA アズムホール本館　大研修室

日　程

持参いただくもの

● 事前申込が必要です。
申込については、別途案内し
ますので、お申込みをお願い
します。

● ３月末退職予定の方は、 でき
るだけ参加いただきますよう
お願いします。

例えば
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スクールコンサート実施報告
　今年度は県北地区、西臼杵地区、都北地区を対象として、これまでに記念式典特別公演を除く 43 公演
全てが終了し、多くの児童、生徒や会員、及び県民の方々に鑑賞いただきました。
　今回はお寄せいただいた公演の感想と、公演風景を紹介します。
　来年度は、中央地区と県南地区の公立小中学校及び県立学校を対象に行います。

　初めてのハープ演奏に喜び、80 分を集中して楽しんで
いました。ディズニーやジブリの曲など知っている曲が
たくさんあり喜んでいました。楽器の紹介が小学生にも
分かりやすく、また、児童、地域の方々、皆が親しめる
選曲で、口ずさみながら聴くことができました。代表児
童の体験もですが、全員がハープに触ることができ貴重
な体験ができました。

（岩戸小学校　リラの会）

　チケットやプログラムもあり、コンサートという雰囲
気を味わうことができました。楽器のことを詳しく丁寧
に教えていただけて、分かりやすくてとても良かったで
す。自由に聴ける雰囲気が、特別支援の生徒にも、地域
の方々にも楽しんでいただける公演だなあと思いまし
た。生徒たちも大変喜んでいました。

（延岡しろやま支援学校高千穂校　小川和紘）

　初めてみる人形劇に興味を示しており、集中して鑑賞
しておりました。特に公演後の人形に触れさせていただ
く体験では、間近で見る人形に目を輝かせていました。
　また、実際に動かして操ることの大変さを知ると     
ともに、上手に動かせて褒められたことで、とても嬉し
そうにしていました。3 人で公演していたということに
1 番驚いていたようでした。

 （白雲中学校　劇団パレット）

　技も一流、加えて座長さんの話もうまい。小学生にわ
かるように生き方につながるメッセージ（自分のなすべ
きことにはまず全力で尽くすこと）も伝えてくださいま
した。太鼓の響きに合わせて体を動かして聴く子もいて、
皆集中して聴いていました。講話も心に残るもので、そ
の日の日記からも児童の自分の生活に生かそうとする
姿勢が感じられました。

（宮村小学校　橘太鼓響座）
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Ｑ１　退職まであと５年ですが、車貸付を１０年ローンで利用することはできますか？
Ａ１　できます。返済方法は毎月の負担を考えて返済回数表の中からお選びください。
　　　退職時に貸付残高が残った場合は、退職金で一括返済していただきます。

Ｑ２　無休休職中でも貸付を利用できますか？
Ａ２　育児休業中の会員のみ、毎月返済を条件とし、新たに「生活資金貸付」を利用できます。
　　　ご利用の場合は事前に互助会事務局までご連絡ください。

Ｑ３　既に生活資金貸付を利用しているが、加えて教育資金貸付を利用できますか？
Ａ３　できます。互助会の貸付で、毎月返済額が給与月額の２５％を超えていないこと、
　　　かつ、貸付残高が１，０００万円を超えない場合、他種別貸付との併用は可能です。

  　互助会の貸付に関するＱ＆Ａ

平成27年分  確定申告手続き説明会を開催します

　次のような場合は、確定申告をすると納めた税
金が戻ってきます。

　平成 27 年中に
・10 年以上のローンで住宅を取得・増改築を

した。
・生計を一にする家族等の医療費（公立学校

共済組合、教職員互助会等からの給付を除
く）を 10 万円以上支払った。

・台風等の災害にあった。

　確定申告には、給与所得の源泉徴収票や領収書
などが必要です。必要な書類は申告内容により異
なります。どんな書類を準備したらよいか分から
ない方は、税務署にお尋ねください。
● 確定申告は税務署、確定申告センター等の無料相

談窓口でも手続きができます。

＜日時・会場＞
午前の部　［受付］   9：00 ～　［開会］   9：30 ～
午後の部　［受付］13：00 ～　［開会］13：30 ～

２月 受　付 会　場
２日

（火）
午前 JA アズムホール本館

大研修室午後
３日

（水）
午前 JA アズムホール本館

大研修室午後
４日

（木）
午前 クリエイティブセンター

門川午後
４日

（木） 午後 高千穂町中央公民館

５日
（金） 午後 小林市中央公民館

８日
（月）

午前 JA アズムホール別館
201・202 研修室午後

９日
（火）

午前 NOSAI みやざき
北部センター午後

15 日
（月）

午前 小松原地区公民館午後
16 日

（火）
午前 延岡市

社会教育センター午後
18 日

（木）
午前 日南市テクノセンター
午後 アクティブセンター串間

＜申し込み方法＞
「氏名、所属名、参加希望日、申告の内容（医
療費、住宅など）」を明記の上、ハガキ又は
FAX で教職員互助会へお申し込みください。

申込締切：1 月 22 日（金）必着

貸付の種類など詳細は 12 ページを
ご参照ください。
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　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、2月17日（水）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408号（11月号）の答え
「コンサート」

　このクロスワード・パズルは、どこか３ヵ所だけ漢字が入ります。その場所は文字数やタテ・ヨコの関係
から推理してください。その他のマスはすべてカタカナです。
　最後にその漢字３文字を並べて、答えの言葉を作ってください。

11月号当選者
・川添美穂子（東海東小）
・佐土原千砂（上組小）
・永迫津名子（鞍岡中）
・那須　俊哉（宮崎西高）
・宇都宮茂樹（美郷北学園）

●タテのカギ
①　大根――を添えて食べる秋刀魚も美味です。
②　食欲の秋とはいうものの――暴食は体
　　に毒ですよ。
③　反射して映ること。転じて、影響が自然
　　にあらわれること。
④　日本の国技ですが、外国人力士に押され
　　気味です。
⑦　壁や天井に描いた絵で、フランスのラスコー
　　洞窟のものは世界遺産に登録されています。
⑨　雅語に対して、日常の話し言葉。
⑪　――の策で急場をしのぎます。
⑫　毒にも――にもならない。
⑭　軟派とは正反対の人です。
⑮　一泊二食付きの温泉――でのんびり過ごします。
⑯　「――食えば　鐘が鳴るなり法隆寺」（正岡子規）

●ヨコのカギ
①　フランスの画家ミレーの代表作「――拾い」
③　――マヌカンとは、ブティックで自社
　　製の服を着ている販売員。
⑤　――中止の運動会。晴れますように！
⑥　日本で使われているのは千と二千と五千と
　　一万ですが、二千はあまり見かけません。
⑧　テレビなどで、光によって映し出された姿。
⑩　言ってはいけない言葉です。
⑫　――整理とは、道路や河川や公園などを整備
　　して土地を有効に利用するための事業です。
⑬　サメやカレイなどニカワ質の多い魚を煮   
　　て、煮汁と共に冷やして固まらせた食べ物。
⑯　龍や河童は――の動物です。
⑰　その場その場で――応変に物事を処置します。
⑱　北海道の都市で、夜景の美しさが有名です。

クロスワードパズルクロスワードパズル

海外からの便り  No.8

Majulah Singapura（すすめシンガポール）
　８月９日に「建国５０周年」を祝う盛大な記念行事が行
われたシンガポール。経済発展著しいこの国には、多くの
日系企業が進出し、それに伴って在留邦人数も年々増加傾
向にあります。現在シンガポール日本人学校は、小学部ク
レメンィ校・小学部チャンギ校・中学部の３校を合わせ
て、約２２００名の児童生徒が通う大規模校となってお
り、私が勤務する小学部クレメンティ校にも、約８００名
の子どもたちが通っています。
　本校では、国際社会で活躍する人材を育成することを柱として、独自の教育課程を編成し日々の
授業を進めています。週３回の英会話の授業や現地スタッフによる水泳、音楽の授業、現地校との
交流活動などを通して、英語力の向上を図っています。また、昨年は歌舞伎役者市川海老蔵さん、

先日はサッカー日本代表選手との交流を通
して、国際社会で生きていくことの意味を
学びました。このシンガポールの地からた
くさん子どもたちが世界へ羽ばたいていっ
てほしいと思います。

シンガポール日本人学校小学部
クレメンティ校　　安藤　徳光
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2016

▲ 現地スタッフによる英会話授業

▲ マリーナベイサンズ ▲ 緑に囲まれたクレメンティ校
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「しゃりんばい」

（平成27年3月発行）
第37号

　「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。お申し込みいただい
た方には、来年4月以降に無料で
お届けします。所属名、会員番
号、氏名、希望冊数を明記し、ハ
ガキ又はFAX、E‐mailでお申し
込みください。

ご希望の方に文芸誌「しゃりんばい」
をお届けします。

文芸誌

　　　　　　 　 第38号
申込締切

「 」

平成28年1月29日（金）必着

宮崎の歴史講座
【日　時】　平成28年2月25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】　戦後満州での体験から現代史の一端を考える
【講　師】　中元　暢一　氏
昭和20年８月、旧満州国新京市で敗戦を迎えた。
小学校４年生であった。数日を置かずソ連兵が
やって来た。そこで目撃した敗戦国民としての
体験を下に、現在までの日本を考えてみたい。

主催 ／ 宮崎県地方史研究会
問い合わせ：TEL.0985-47-0786

入場無料 申し込み不要

会員告知板

敬　　弔
ご冥福をお祈りします。

髙橋　伸彰　様　（土々呂中学校）
11月20日逝去　60歳

ご存じですか？ 互助会の貸付について

スピーディ！！スピーディ！！

手続き簡単♪安全貸付！手続き簡単♪安全貸付！

平成27年7月より
年利 2.20％年利年利

1.80％1.80％

送金まで１週間と

即日貸付もあり即日貸付もあり

種　別 限 度 額 用　　途 添 付 書 類

生活資金貸付 ２００万円 自由 なし

教育資金貸付 ４００万円 会員の子の教育資金 在学証明書又は
合格通知書（写）

車 貸 付 ２００万円 自動車購入などの資金 注文書（写）又は
売買契約書（写）

結婚資金貸付 ２００万円 会員又は会員の子の結婚資金 結婚式場の
予約申込書受理書等

住 宅 貸 付
在会年数により
２００万円～
５００万円

会員の居住する家屋の購入や
リフォームなどの資金

事由によって書類が異なるため、
詳細は事務局まで！


