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　「ここに学校があった  第二編－平成の統合・閉校の記録」シリーズは今号で終了します。
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西米良村立
 こし  の  　お

越野尾小学校
●平成17年4月1日　閉校

   村所小学校に統合

　本巻は、児童・生徒の作文、そして卒業生やそこに勤
めた職員、地区住民の思い出や学校への思いを、記念誌
から抜粋、もしくは直接原稿をいただいたもので構成しています。
　対象校と調査・取材方法、写真の選択、記載及び内容項目などの編集マニュアルの大半は前巻（平成 10
年 11 月発刊）を踏襲しました。
　編集作業をする中で、編集見本にしたい類書がなかったのは、前回も今回も同じでしたが、「消えた学校」
の歴史と現実に、刊行の意義を改めて痛感しました。
　刊行にあたり、「読者が語り継ぐ人を育ててほしい」そして、「跡地に足を運び、卒業生、関係職員、地
域の人々の思いをたぐりよせ、またその地域の自然と歴史を実感できる方策がほしい」と祈願しています。

「ここに学校があった－平成の統合・閉校の記録」あとがきより抜粋

「しゃりんばい」第38号（平成28年3月末発行予定）

　「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38号は、71作品掲載しています。4月以降に、所属に一冊配布しますの
で、ぜひ、手に取って読んでみてください。

文芸誌「 」第38号を発行します

「ここに学校があった」第二編掲載内容
小学校　53 校　
中学校　15 校　県立学校 11 校 計 79 校
　平成７年以降平成25年度末までに統合・閉
校した学校について掲載しています。
　なお、校歌集には71校分を収録しています。

小林市立
 とり   だ   まち

鳥田町小学校
●平成25年4月1日　閉校

日南市立
 よし   の  かた

吉野方小学校●平成26年4月1日　閉校   日南市立飫肥小学校へ統合

宮崎県立
のべ  おか　　　　　　　　ちょうかく   し   えん

延岡ととろ聴覚
支援学校

（延岡ろう学校）
●平成24年4月1日　閉校

　延岡しろやま支援学校に再編統合

北川町立
 まつ  ば

松葉小学校
●平成20年4月1日　閉校
　北川町立北川小学校に統合

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。

「ここに学校があった
－平成の統合・閉校の記録」

を販売しています。

「ここに学校があった
－平成の統合・閉校の記録」

を販売しています。
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　2 月 10 日（水）に第 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
事業見直しとそれに伴う規程改正について

（     は現職会員、　  は退職互助部会員）
１　地区運営委員の人選や地区事業の運営など、地区運営の在り方についての課題改善に向けた検

討を行うために設置された「地区運営在り方検討委員会」において、検討結果報告（ホームペー
ジに掲載しておりますので、ご確認ください）がまとめられました。その結果を受け、課題改善
に向けた取り組みを行います。

２　給付事業「弔慰金」の給付額について、子に対する弔慰金を１万円から、配偶者と同額の５万
円に引き上げます。

３　現職会員の経済支援の観点から、教育資金貸付の対象校種・車貸付の利用制限の拡大等、貸付
事業の内容を見直します。

４　身体障害者手帳 1 級又は 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
受けた退職互助部会員に対して、申請により年度 1 回 5,000 円を給付します。

  第2号議案

平成28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）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。

４）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。また、
長期的に財政を安定させるためにポートフォリオの構築を図ります。

５）事業全般について精査検証を行い、費用対効果の観点から見直しを行うとともに、既存事業の改
善と会員のニーズを踏まえた新規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
に行うことで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。

２　事業計画（現職関連）

改定事業
○給付事業の子に対する弔慰金を 1 万円から、5 万円に引き上げます。

弔慰金
（会員やその家族が死亡したとき）

会員　　　　　　　　　　　100,000 円
配偶者及び子　　　　　　　 50,000 円
配偶者・子以外の被扶養者　 10,000 円
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○特別弔慰金制度の給付額を次のとおり改定します。

特別弔慰金
（加入者が死亡したとき）

一律 50 万円引き下げ
加入期間

  5 年未満　　1,000,000 円　　　  5 年以上　　1,500,000 円
10 年以上　　3,000,000 円　　　15 年以上　　3,500,000 円
20 年以上　　4,000,000 円

配偶者弔慰金
（加入者の配偶者が死亡したとき）

指定受取人弔慰金
（配偶者がいない加入者の特別弔
慰金指定受取人が死亡したとき）

一律 20 万円引き下げ
加入期間

10 年未満　　 100,000 円
10 年以上　　 200,000 円

特弔在会給付金
（加入期間が 20 年以上の会員が退
会したとき）

廃　　　　止

特弔退会給付金
（死亡を除く退職のとき）

掛金総額から掛捨金総額を引 いた額

新規・改善事業
○厚生事業の指定宿泊施設利用補助について、県内宿泊施設を拡充するとともに、県外宿泊施設を全

国に広く指定して、会員の利便性向上を図ります（12 ページ参照）。

○貸付事業の利用枠を拡大します。（12 ページ参照）

○公益目的事業の文芸活動振興事業について、視覚障害者の読書支援を目的に点字本を制作してきま
したが、より利用度の高い録音図書（音訳）に変更します。

○公益目的事業のスポーツ支援事業について、ジュニアアスリートの育成及び競技力向上への支援に
ついて、検討を行います。

  第3号議案

平成28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 28 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。

第38回
公益文化事業公益文化事業

165点を展示、2,616名が鑑賞

終わる

● ギャラリートーク ●

（宮崎県教職員互助会美術展）

● カードアート ●

　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 165 点を１月６日から２月５日に
かけて宮崎市、都城市、延岡市で展示し、2,616 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の作品
プレゼントには、820 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、絵画部門においてギャラリートー
クを行いました。講師に宮崎市出身で宮崎県美術協会
会長を務める、山本祐嗣氏をお招きし、１月９日、23 日、
30 日の３日間、県内３会場で行いました。出品されて
いる全ての絵画作品一つひとつについて講評があり、
構図のとり方、目線の位置、モチーフの数についてな
ど技術的な解説のほか、ユーモアを交えた楽しいギャ
ラリートークとなりました。

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】
・すべての作品について一つひとつ丁寧に説
明、批評があり、とても勉強になった。
・絵画をいつもとは違う視点で鑑賞でき、有
意義な時間を過ごせた。
・趣味として絵を始めたばかりなのでとても
参考になった。タイトルが先か、作品が先
かという話が面白かった。

【来場者の感想】
・大変楽しめました。恩師の作品にも出会え
て元気をもらえました。

・真心こもった作品ばかりで感動しました。
毎年会場を訪れるのを楽しみにしています。

・昔の同僚の作品が展示されているのをみ
て、そのうち私も挑戦したいと思いました。

　平成 28 年２月 25 日（木）、全国の教職員互助団体
で組織している全国教職員互助団体協議会（全教互）
は、全国 46 団体から 92 名の陳情団を組織し国会議
員（衆議院 76 名・参議院 59 名）並びに、各政党に、

「国民が安心して暮らせるための社会保障制度の確立
等を求める」陳情を行いました。
　本会は宮崎県選出の 5 名の国会議員に陳情を行い、
2 名の方に直接署名を渡すことができました。

松下議員（左）、武井議員（右）に
署名を手渡す長濱専務理事

陳情署名にご協力ありがとうございました
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 公益文化事業実施報告

スクールコンサート記念式典特別公演を実施しました

　茶臼原小学校では、創立 70 周年記念式典が行われ、児童
や教職員、地域の方々など約 140 名の参加がありました。
式典では力強い太鼓の音が体育館に響き渡り、参加された
方々も迫力ある演奏に引き込まれ、大いに盛り上がり好評
のうちに終えることができました。

　鞍岡中学校では 69 年の歴史に幕を下ろす閉校記念式典で
の公演となり、在校生や卒業生、教職員、地域の方々など、
約 650 名の参加がありました。当日は、閉校を惜しむかのよ
うに降り続いた涙雨も、響座の演奏が進むにつれて雲が晴れ、
参加者の方からは「響座の太鼓が雲を吹き飛ばしてくれた」
といった声もあり、会場に元気を与えていました。

　県内の公立小・中学校及び県立学校を対象として、創立記念や閉校の式典行事にもアーティストを  
派遣しています。平成 27 年度は茶臼原小学校の創立 70 周年記念式典と、鞍岡中学校の閉校式典に橘太
鼓響座を派遣しました。

茶臼原小学校

鞍岡中学校

川端康成の眼  川端コレクションと東山魁夷

平成27年10月31日（土）～12月６日（日）
入場者数　9,894名

　日本人初のノーベル文学賞受賞者であり、美術に造詣の深
かった川端康成がコレクションした多くの作品の中から、池
大雅と与謝蕪村による合作「十便図」「十宜図」や、浦上玉堂

の「凍雲篩雪図」といった国宝をはじめ、約150点を一堂に展示しました。
　県内外から多くの方が訪れ、普段なかなか見る機会の少ない川端康成のコレクションを楽しんで
いました。

財津和夫コンサート  2015 ～ 2016
スペシャルゲスト：姫野達也
～ TULIPの夢を歌う２～

１/９（土）都城市総合文化ホール　大ホール
入場者数1,292名

　昨年の宮崎公演に続き、今年は都城での「夢」のこころみが実現。TULIP時代の、「サボテ
ンの花」や「心の旅」「虹とスニーカーの頃」「銀の指輪」など懐かしの名曲の他、今回のコンサー
トのための書き下ろし曲など数多くの歌を披露。TULIP時代の話や、代表曲「心の旅」の制
作秘話など楽しいトークも盛りだくさんの内容でした。コンサート終盤には会場全員が立ち
上がり、手拍子と歌で大変な盛り上がりの中、幕を下ろしました。
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本人・家族療養補助金等の給付について

平成28年３月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～

2月 26 日　8,360 名の会員に総額　4,722 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ありましたら、互助会までお問い合わせください。

・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

　　　　　　
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．退職互助部の事業説明と加入手続き
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
　　※ 内容について詳しくは、1 月号（第 409 号）

の 6 ～ 7 ページをご覧ください。

日　程内　容

持参いただくもの

● 事前申込が必要です。
　申込がお済みでない方は、所定の申込書に必
要事項を記入し、FAX または郵送でお申し込み
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
 6月までの相談日
 4月8日、5月13日、6月10日
原則として、第2金曜日

 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）

平成28年度から無料法律相談が変わります

利用できる人：4 月から会員のみが対象
（３月まで会員及びその配偶者、子、
親が対象）

相 談 回 数：同じ相談内容 1 件につき、年度内
1 回まで

利用できる人、相談回数等が４月から変わります。 ＊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
 6月までの相談日
 4月9日、5月14日、6月11日
原則として、第2土曜日

 相  談  時  間　9時30分から12時まで
 相談件数上限　月４人
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西臼杵
　今年度は、６つの事業を計画し５つの事業を実施し
ました。参加者にとっては有意義な時間を過ごすこと
ができたと思います。

（パン作り教室）
　ここ数年、米粉を材料とした「パン」や「ピザ」を作っ
ていましたが、今回は、「おやき」と「チジミ」に変更
しました。短時間でできたため、完成後にみんなで歓
談をしながら食することができました。個人的には、「お
やき」に高千穂牛を入れて欲しかったです。

（プリザーブドフラワー教室）
　毎年開催しています。今年度は、ピアノの器に、バ
ラの花・アジサイ・オブジェを思い思いにアレンジし
てスポンジに刺していきまし
た。それぞれのセンスが問われ
ますが、数回参加している方が
多く、慣れた手つきで華やかな
作品ができあがりました。

西臼杵地区事務局長　原田　義和（高千穂小学校）

児 湯
　「サーフィン教室」初めてなのに波に乗れました。「さをり
教室」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、美味しかったです。「写真を読む」芥川仁さんは、
凄い。「サイクリング体験」自転車と西都原の可憐なコスモ
スに、うなぎ弁当。最高！「ビーズ教室」みなさん、完成品
に大満足。「尾鈴山登山」紅葉がとってもきれいでした。「ゴ
ルフ大会」お天気、良かったです。「テーブルマナー教室」
タツヤカワゴエ・ミヤザキ、ここにして大正解。みなさん、
笑顔が弾けていました。「おさかな釣り大会」釣れなくても、
心と体がリフレッシュ。「フラワーアレンジメント講習会」
良いお正月を迎えることができました。「ボウリング大会」
ハイスコア続出、ストレス解消、参加賞にニッコリ。「ガー
デニング教室」翌日、お礼の嬉しいFAXが届きました。『28
日のガーデニング教室は、指導員の方のお話もお聞きするこ
とができ、楽しく寄せ植えをすることができました。ホッと
するひとときでした。お世話いただきありがとうございまし
た。今年は、参加したいなと思う事業が増え、来年度はどの
事業に申し込んでみようかと楽しみが増えました。ありがと
うございます。また、来年度もよろしくお願いします。』
　本年度、参加された方に喜んでもらえた13の事業を実施
できたことに感謝です。

児湯地区事務局長　前田　昌之 （高鍋西中学校）

平成27年度
地区事業報告

日 向
　日向支部では、地元ならではの「サーフィン教室」、“枯
れない魔法の花” を使ってクリスマスリースを作った「プ
リザーブドフラワー教室」、かわいい小物を製作した「カ
ントリー教室」、延岡にできたミヤチクでおいしいお食事
ができる「テーブルマナー教室」など、今年度は延べ9回
の事業を行いました。その中で今年一番人気だった、「ピ
ザとワインの夕べ」をご紹介します。
　20名定員で募集したこの事業、なんと34名もの応募が
ありました。地区事業担当の寺町さんが交渉を重ね、28
名まで拡大していただきました。漏れてしまった方ごめん
なさい。当日は、会員のお子さんのピアノ演奏を聴いたり、
家庭でできる簡単なカクテルの作り方を教えていただいた
りしながら、イタリア直送の薪釜で焼いたおいしいピザや
イタリア料理とワインを楽しみながら楽しい一時を過ごす
ことができました。

日向地区事務局長　永田　勝徳（財光寺南小学校）

中 央
　平成27年度の中央地区は、11の地区事業を実施しまし
た。小中高及び部局の101所属から、定員423名に対して
663名の申込みがありました。
　シーガイア・シェラトン内のレストラン「タツヤカワゴ
エ・ミヤザキ」で実施された「テーブルマナー」においては、

オーナーの川越達也氏がた
またま来店されており、会
員との写真撮影をする機会
に恵まれました。

中央地区事務局長
富井　浩二（赤江小学校）川越達也 氏 ▲

都 北
　平成27年度は、昨年度と同じ６事業を行いましたが、
１事業を見直してフラワーアレンジメント教室を新しく
開催しました。運営委員及び実行委員の先生方にご協力
をいただき、６事業が大きな混乱もなく無事終了するこ
とができました。
　新しく実施したフラワーアレンジメント教室について
は、定員の２倍以上の会員の皆様の申込があり、次年度
以降の定員の見直しと開催時間の見直しも必要かなと
いったご意見もあり、検討していきたいと考えています。
それぞれの事業に参加された会員の皆様からは、「そば道
場・陶芸教室に参加して楽しい経験をすることができま
した」「毎年参加して作品が増えるのが楽しみです」「ガー
デニング教室・テーブルマナー・フラワーアレンジメン
ト教室にお得に参加できました」「すてきな作品ができま
した」などありがたいご意見も聞こえてきました。ゴル
フ大会は、今年会場を母智丘CCに変更しての開催でした
が、１人の無断欠席もなく楽しい雰囲気でプレイするこ
とができ、各賞や参加賞に喜んでいただいたそうです。
　最後に、会員への事業の周知と集約・調整等をお願い
いたしました各所属の互助会担当者の皆様、並びに本地
区の運営委員・実行委員の皆様のご協力に深く感謝申し
上げます。

都北地区運営委員長　中原　和彦（笛水小中学校）
都北地区事務局長　加藤　道信 　　 （西小学校）

西 諸
平成27年度西諸地区は下記の事業を実施しました。
◎ゴルフコンペ
近年参加者が意外に少ない事業となっています。実施時
期も含め検討の時期にきているのかもしれません。
◎ガーデニング教室
毎年人気の事業で、定員を上回る盛況でした。「癒し」を求
める会員のニーズに合致している事業なのでしょう。
◎ボウリング大会
こちらの事業も毎年人気があります。インフルエンザの
流行と重なり、実行委員としては、インフルエンザの終
息を願いながらの運営となりました。
◎地産地消・温泉健康教室

「天然かけ流し」温泉として、知る人ぞ知る、「神の郷（か
んのごう）」温泉で、実施しました。家族で来られている方
も多く、会員同士知り合えるよい機会となったようです。
◎テーブルマナー教室
この事業も人気の事業となっています。こちらも、イン
フルエンザの流行と重なり、実行委員としては、インフ
ルエンザの終息を願いながらの運営となりました。
　西諸地区では、「植物」に関する事業や、「健康」を意
識した事業、「食」に関する事業等バランスの取れた事業
になっていると思います。次年度も充実した事業となる
よう願っています。

西諸地区事務局長　森山　成貴（小林小学校）

教育庁
　「宮崎県教育庁等職員体育レクリエーション大会」と
して、平成27年６月28日（土）に宮崎エースレーンに
てボウリングを行いました。この大会は、県教育庁及
び学校以外の教育機関に所属する職員を対象として、
競技を変えながら毎年度実施しているレクリエーショ
ンであり、今年度はゲーム後に表彰も兼ねた懇親会も
初めて企画し、応援の方含め全体で約150名、16所属
の方にご参加いただきました。
　教育長発案のサプライズにより、大会当日が誕生日
であった方の始球式から始まり、上位の所属には「甕
雫」、個人の部では高鍋農業高校生産のマンゴーやトマ
トケチャップ（美味しくてなかなか手に入らないよう
です）が景品として進呈されるなど、大いに盛り上が
りました。優勝されたスポーツ振興課の皆さん、課長
補佐（教職員課）、おめでとうございました！

三輪　俊太郎（教育庁財務福利課）

県 南

　平成27年度、県南地区では９つの事業を計画しました
が、場所確保等ができずに２つの事業を中止せざるを得な
くなり当事業を楽しみにされていた会員の方には大変ご迷
惑をおかけしました。本当に申し訳なく思っております。
　さて、今年度は新たに２つの事業（焼き肉のタレづくり
体験及びうどんづくり体験）を加え、会員のご家族の方に
も参加を募る形をとってみました。出来上がった焼き肉の
タレはお店で売っているタレと比べても全く遜色のない一
品に仕上がっていました。うどんづくりでは粉から手打ち
で釜揚げうどんにして全員で会食しました。実際参加され
た方には楽しんでいただけたのではないかと感じました。
また、屋外で行った４つの事業はすべて天候も良く、実行
委員と連携しながらスムーズに運営できました。
　今年度事業への参加者は延べ200人を超え、全体的には
ゴルフを除いて女性の参加割合が圧倒的に多くなっていま
す。もう少し男性の参加を促したい思いはあるのですがな
かなか難しいものがあります。
　最後に、本年度の事業に携わっていただいた全ての皆

様に感謝申し上げるととも
に、来年度の地区事業につ
きましてもよろしくお願い
いたします。

   県南地区事務局長
日髙　洋光　（南郷小学校）焼き肉のタレづくり体験

県 北
　今年も、夏のカヌ－教室に始まり、冬のスキ－・スノボ－
教室で無事全ての地区事業を終えることができました。「カ
ヌ－教室」は天候にも祟られ、少数精鋭でありましたが、充
分に初夏を楽しみました。「テ－ブルマナ－教室」は、例年
どおり申し込みが多数でしたが、予算を多少増額すること
で、申込者全員に参加していただきました。「写真を楽しむ
会」は、大分の杵築を散策し、写真集も発行することができ
ました。「ガ－デニング教室」は、土曜授業の午後でしたが、
多数参加していただき、すばらしい作品を持ち帰っていただ
きました。「お菓子作り教室」は、クリスマスリ－スのパン
を作り、昼食まで別メニュ－で食べることができ、好評でし
た。「ゴルフ大会」は、久しぶりの事業でしたが、申込者が
多く、ゴルフの根強い人気を再確認できました。「ボウリン
グ大会」は、県立学校からも多数の参加があり、バラエティ
豊かな賞品をたくさんお持ち帰りいただきました。「スキ－・
スノボ－教室」は、県内からたくさんの参加者があり、心配
された事故等もなく、無事終了することができました。
　本年度、地区事業に参加していただいた200名近くの会員
の皆様、ありがとうございました。まだ参加されたことがな
い方も、来年度は是非ご参加くださいね。

県北地区事務局長　甲斐　計二（東海中学校）

平成28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
　全会員にお配りしていた「針・灸・マッサージ等施術料補助対象施術所一覧」は、28年度からは、
所属に1部の配布とさせていただきます。なお、互助会ホームページにも対象施術所一覧を掲載し
ていますので、閲覧してご利用ください。

平成28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
　全会員にお配りしていた「針・灸・マッサージ等施術料補助対象施術所一覧」は、28年度からは、
所属に1部配布とします。なお、互助会ホームページにも対象施術所一覧を掲載していますので、
ご利用ください。
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西臼杵
　今年度は、６つの事業を計画し５つの事業を実施し
ました。参加者にとっては有意義な時間を過ごすこと
ができたと思います。

（パン作り教室）
　ここ数年、米粉を材料とした「パン」や「ピザ」を作っ
ていましたが、今回は、「おやき」と「チジミ」に変更
しました。短時間でできたため、完成後にみんなで歓
談をしながら食することができました。個人的には、「お
やき」に高千穂牛を入れて欲しかったです。

（プリザーブドフラワー教室）
　毎年開催しています。今年度は、ピアノの器に、バ
ラの花・アジサイ・オブジェを思い思いにアレンジし
てスポンジに刺していきまし
た。それぞれのセンスが問われ
ますが、数回参加している方が
多く、慣れた手つきで華やかな
作品ができあがりました。

西臼杵地区事務局長　原田　義和（高千穂小学校）

児 湯
　「サーフィン教室」初めてなのに波に乗れました。「さをり
教室」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、美味しかったです。「写真を読む」芥川仁さんは、
凄い。「サイクリング体験」自転車と西都原の可憐なコスモ
スに、うなぎ弁当。最高！「ビーズ教室」みなさん、完成品
に大満足。「尾鈴山登山」紅葉がとってもきれいでした。「ゴ
ルフ大会」お天気、良かったです。「テーブルマナー教室」
タツヤカワゴエ・ミヤザキ、ここにして大正解。みなさん、
笑顔が弾けていました。「おさかな釣り大会」釣れなくても、
心と体がリフレッシュ。「フラワーアレンジメント講習会」
良いお正月を迎えることができました。「ボウリング大会」
ハイスコア続出、ストレス解消、参加賞にニッコリ。「ガー
デニング教室」翌日、お礼の嬉しいFAXが届きました。『28
日のガーデニング教室は、指導員の方のお話もお聞きするこ
とができ、楽しく寄せ植えをすることができました。ホッと
するひとときでした。お世話いただきありがとうございまし
た。今年は、参加したいなと思う事業が増え、来年度はどの
事業に申し込んでみようかと楽しみが増えました。ありがと
うございます。また、来年度もよろしくお願いします。』
　本年度、参加された方に喜んでもらえた13の事業を実施
できたことに感謝です。

児湯地区事務局長　前田　昌之 （高鍋西中学校）

平成27年度
地区事業報告

日 向
　日向支部では、地元ならではの「サーフィン教室」、“枯
れない魔法の花” を使ってクリスマスリースを作った「プ
リザーブドフラワー教室」、かわいい小物を製作した「カ
ントリー教室」、延岡にできたミヤチクでおいしいお食事
ができる「テーブルマナー教室」など、今年度は延べ9回
の事業を行いました。その中で今年一番人気だった、「ピ
ザとワインの夕べ」をご紹介します。
　20名定員で募集したこの事業、なんと34名もの応募が
ありました。地区事業担当の寺町さんが交渉を重ね、28
名まで拡大していただきました。漏れてしまった方ごめん
なさい。当日は、会員のお子さんのピアノ演奏を聴いたり、
家庭でできる簡単なカクテルの作り方を教えていただいた
りしながら、イタリア直送の薪釜で焼いたおいしいピザや
イタリア料理とワインを楽しみながら楽しい一時を過ごす
ことができました。

日向地区事務局長　永田　勝徳（財光寺南小学校）

中 央
　平成27年度の中央地区は、11の地区事業を実施しまし
た。小中高及び部局の101所属から、定員423名に対して
663名の申込みがありました。
　シーガイア・シェラトン内のレストラン「タツヤカワゴ
エ・ミヤザキ」で実施された「テーブルマナー」においては、

オーナーの川越達也氏がた
またま来店されており、会
員との写真撮影をする機会
に恵まれました。

中央地区事務局長
富井　浩二（赤江小学校）川越達也 氏 ▲

都 北
　平成27年度は、昨年度と同じ６事業を行いましたが、
１事業を見直してフラワーアレンジメント教室を新しく
開催しました。運営委員及び実行委員の先生方にご協力
をいただき、６事業が大きな混乱もなく無事終了するこ
とができました。
　新しく実施したフラワーアレンジメント教室について
は、定員の２倍以上の会員の皆様の申込があり、次年度
以降の定員の見直しと開催時間の見直しも必要かなと
いったご意見もあり、検討していきたいと考えています。
それぞれの事業に参加された会員の皆様からは、「そば道
場・陶芸教室に参加して楽しい経験をすることができま
した」「毎年参加して作品が増えるのが楽しみです」「ガー
デニング教室・テーブルマナー・フラワーアレンジメン
ト教室にお得に参加できました」「すてきな作品ができま
した」などありがたいご意見も聞こえてきました。ゴル
フ大会は、今年会場を母智丘CCに変更しての開催でした
が、１人の無断欠席もなく楽しい雰囲気でプレイするこ
とができ、各賞や参加賞に喜んでいただいたそうです。
　最後に、会員への事業の周知と集約・調整等をお願い
いたしました各所属の互助会担当者の皆様、並びに本地
区の運営委員・実行委員の皆様のご協力に深く感謝申し
上げます。

都北地区運営委員長　中原　和彦（笛水小中学校）
都北地区事務局長　加藤　道信 　　 （西小学校）

西 諸
平成27年度西諸地区は下記の事業を実施しました。
◎ゴルフコンペ
近年参加者が意外に少ない事業となっています。実施時
期も含め検討の時期にきているのかもしれません。
◎ガーデニング教室
毎年人気の事業で、定員を上回る盛況でした。「癒し」を求
める会員のニーズに合致している事業なのでしょう。
◎ボウリング大会
こちらの事業も毎年人気があります。インフルエンザの
流行と重なり、実行委員としては、インフルエンザの終
息を願いながらの運営となりました。
◎地産地消・温泉健康教室

「天然かけ流し」温泉として、知る人ぞ知る、「神の郷（か
んのごう）」温泉で、実施しました。家族で来られている方
も多く、会員同士知り合えるよい機会となったようです。
◎テーブルマナー教室
この事業も人気の事業となっています。こちらも、イン
フルエンザの流行と重なり、実行委員としては、インフ
ルエンザの終息を願いながらの運営となりました。
　西諸地区では、「植物」に関する事業や、「健康」を意
識した事業、「食」に関する事業等バランスの取れた事業
になっていると思います。次年度も充実した事業となる
よう願っています。

西諸地区事務局長　森山　成貴（小林小学校）

教育庁
　「宮崎県教育庁等職員体育レクリエーション大会」と
して、平成27年６月28日（土）に宮崎エースレーンに
てボウリングを行いました。この大会は、県教育庁及
び学校以外の教育機関に所属する職員を対象として、
競技を変えながら毎年度実施しているレクリエーショ
ンであり、今年度はゲーム後に表彰も兼ねた懇親会も
初めて企画し、応援の方含め全体で約150名、16所属
の方にご参加いただきました。
　教育長発案のサプライズにより、大会当日が誕生日
であった方の始球式から始まり、上位の所属には「甕
雫」、個人の部では高鍋農業高校生産のマンゴーやトマ
トケチャップ（美味しくてなかなか手に入らないよう
です）が景品として進呈されるなど、大いに盛り上が
りました。優勝されたスポーツ振興課の皆さん、課長
補佐（教職員課）、おめでとうございました！

三輪　俊太郎（教育庁財務福利課）

県 南

　平成27年度、県南地区では９つの事業を計画しました
が、場所確保等ができずに２つの事業を中止せざるを得な
くなり当事業を楽しみにされていた会員の方には大変ご迷
惑をおかけしました。本当に申し訳なく思っております。
　さて、今年度は新たに２つの事業（焼き肉のタレづくり
体験及びうどんづくり体験）を加え、会員のご家族の方に
も参加を募る形をとってみました。出来上がった焼き肉の
タレはお店で売っているタレと比べても全く遜色のない一
品に仕上がっていました。うどんづくりでは粉から手打ち
で釜揚げうどんにして全員で会食しました。実際参加され
た方には楽しんでいただけたのではないかと感じました。
また、屋外で行った４つの事業はすべて天候も良く、実行
委員と連携しながらスムーズに運営できました。
　今年度事業への参加者は延べ200人を超え、全体的には
ゴルフを除いて女性の参加割合が圧倒的に多くなっていま
す。もう少し男性の参加を促したい思いはあるのですがな
かなか難しいものがあります。
　最後に、本年度の事業に携わっていただいた全ての皆

様に感謝申し上げるととも
に、来年度の地区事業につ
きましてもよろしくお願い
いたします。

   県南地区事務局長
日髙　洋光　（南郷小学校）焼き肉のタレづくり体験

県 北
　今年も、夏のカヌ－教室に始まり、冬のスキ－・スノボ－
教室で無事全ての地区事業を終えることができました。「カ
ヌ－教室」は天候にも祟られ、少数精鋭でありましたが、充
分に初夏を楽しみました。「テ－ブルマナ－教室」は、例年
どおり申し込みが多数でしたが、予算を多少増額すること
で、申込者全員に参加していただきました。「写真を楽しむ
会」は、大分の杵築を散策し、写真集も発行することができ
ました。「ガ－デニング教室」は、土曜授業の午後でしたが、
多数参加していただき、すばらしい作品を持ち帰っていただ
きました。「お菓子作り教室」は、クリスマスリ－スのパン
を作り、昼食まで別メニュ－で食べることができ、好評でし
た。「ゴルフ大会」は、久しぶりの事業でしたが、申込者が
多く、ゴルフの根強い人気を再確認できました。「ボウリン
グ大会」は、県立学校からも多数の参加があり、バラエティ
豊かな賞品をたくさんお持ち帰りいただきました。「スキ－・
スノボ－教室」は、県内からたくさんの参加者があり、心配
された事故等もなく、無事終了することができました。
　本年度、地区事業に参加していただいた200名近くの会員
の皆様、ありがとうございました。まだ参加されたことがな
い方も、来年度は是非ご参加くださいね。

県北地区事務局長　甲斐　計二（東海中学校）

平成28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
　全会員にお配りしていた「針・灸・マッサージ等施術料補助対象施術所一覧」は、28年度からは、
所属に1部の配布とさせていただきます。なお、互助会ホームページにも対象施術所一覧を掲載し
ていますので、閲覧してご利用ください。

平成28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
　全会員にお配りしていた「針・灸・マッサージ等施術料補助対象施術所一覧」は、28年度からは、
所属に1部配布とします。なお、互助会ホームページにも対象施術所一覧を掲載していますので、
ご利用ください。
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海外からの便り  No.9

　「芸術の都」「花の都」と世界中の人から称される、フラン
ス・パリ。昨年は２度にわたる同時多発テロにより多くの方の
尊い命が失われました。改めて、海外で働いていることを実感
させられる出来事でした。テロ事件の際は、教育長をはじめ、
多くの先生方から励ましや応援のメッセージを頂き元気をもら
いました。
　本校の教育活動の特色は、芸術の都「パリ」にある利点を生
かし本物に触れる活動を積極的に行っていることです。近くに
は、ルーブル美術館やオルセー美術館、ロダン美術館など多く
の美術館があります。現地校との交流も行い、芸術や文化などさまざまなフランスならではの体験が
できます。

　また、児童・生徒の特色としてとても大きな将来の夢をもっていることがあげら
れると思います。宇宙に関する仕事や飛行機のパイロット、外交官や通訳など世界

的な視野をもつ子どもたちと勉強を
するのはとても新鮮です。
　宮崎に帰ったら、大きな夢をもつ
ことの大切さを多くの子どもたちに
伝えて行けたらと思っています。

パリ日本人学校　　山下　哲雄
KY

OU

SHOKUIN

G OJ YO KAI
 3

GOJYOKAIHOU

2016

▲ ルーブル美術館 ▲ 凱 旋 門▲ オルセー美術館

▲ パリ日本人学校 校舎

1   2  3 4  5

  6 

7       8 

  9 10  11

12  13    14  15

16     17  18 

   19  20

21     22 

　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、4 月15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409号（１月号）の答え
「映 画 館」

　「雨」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。

１月号当選者
・大元　和彦（江南小）
・田中真由美（青島小）
・浮島　大介（沖水中）
・押方　和代（赤江中）
・石井　陽祐（宮崎大宮高）

●タテのカギ
①　ひとつの傘に、アナタとふたり
②　水ハネをかぶらぬよう、タイヤのかぶせもの
③　“雨が多い”は誤解です、九州の都市
④　寒さの○○はおろおろ歩く「雨ニモマケズ」
⑤　降られてザンバラ、男性の長髪
⑧　西空赤々。明日は晴れかな
⑩　お寺でゴ～ン。よく聴こえると雨が降る？
⑪　タイル張りは濡れるとツルツルスッテン！
⑬　十五夜のお月さん、雨夜はかくれんぼ
⑮　滑走路の水しぶきもジャンボです
⑰　今を○○○と咲くアジサイ
⑳　ひどい降りね、まるで華厳かナイアガラ

●ヨコのカギ
①　暴風雨に備えて、閉めたら真っ暗
③　誰が数えたか、俗に虹の色
⑥　ジューンブライドの月です
⑦　お外はオンモ。お足はなーに？
⑧　浴室の鏡を、曇らすのは雲でなし
⑨　血液の成分で赤白あり
⑫　のたりのたり、別名ヒキガエル
⑭　花火の中身。湿って火がつかず
⑯　「おひかえなすって」の旅人がかぶります
⑱　稀なこと。滅多にないこと
⑲　柳の○○○で泣いている♪童謡『あめふり』
㉑　頭の皿に、おしめり欲しいよー
㉒　茶道の千家の祖。○○○○鼠の雨が降る♪

クロスワードパズルクロスワードパズル
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貸付制度の改正について

教育資金
○ 学校教育法に基づく
　・大学　・大学院
　・専修学校
　・高等専門学校

大学合格のため予備校に通うお子さんも対象です！大学合格のため予備校に通うお子さんも対象です！

○ 学校教育法に基づく　※ ただし修業年限 1 年以上

　・大学／大学院／専修学校／高等専門学校
　・高等学校／各種学校
○ 法令に基づく大学校　  ※ ただし修業年限 1 年以上

○ 高等学校卒業程度で、進学するための予備校等
※ ご利用の際は、合格通知書か在学証明書等を添付してください

対象校がさらに拡大！対象校がさらに拡大！
現　　行

車購入 消費税アップ前に車の買い替えを考えているあなた！
「車貸付」１件で、乗りたかったあの車が買える！？
消費税アップ前に車の買い替えを考えているあなた！
「車貸付」１件で、乗りたかったあの車が買える！？

・限 度 額　400 万円
・件　　数　限度額内で２件まで
・上限回数　240 回
※ ご利用の際は、車注文書又は売買契約書等を添付してください

限度額や返済回数UP！限度額や返済回数UP！

・限度額　200万円
・件　数　1件
・上限回数　200回

現　　行

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

※ そのほか、他金融機関からの借り換えにもご利用できるようになりました！
　 詳しくは互助会事務局までご連絡いただくか、ホームページをご参照ください。

 ～平成28年4月1日から貸付制度が
　　　　　　　　　　　一部改正になります～

平成28年度指定宿泊施設について
利便性向上のため、平成28年度は県外指定宿泊施設を拡大します

　平成 28 年度の指定宿泊施設は、平成 27 年度の指定宿泊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。
　詳しくは、同封の「平成 28 年度指定宿泊施設案内」をご覧ください。

＜新規施設＞
　● メインホテル（宮崎県都城市）
　● ラグゼ一ッ葉（宮崎県宮崎市）
　● 旅行人山荘（鹿児島県）
　● 博多グリーンホテル１号館（福岡県）
　● ホテルリソル博多（福岡県）
　● ホテルルートイン大分駅前（大分県）
　● 東急ホテルグループ（全国 38 施設と契約）

＜指定解除施設＞
　● サンホテルフェニックス（宮崎県宮崎市）
　● 博多都ホテル（福岡県）
　● 別府亀の井ホテル（大分県）
　● 帰帆荘（青森県）
　● 芦泉荘（福井県）

　来年度から、退職互助部会員の「退互部報」が一緒になった、新しい   
『互助会報』を皆様へお届けします。何かご要望等ありましたら、互助
会までご連絡ください。

お知らせ


