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【年３回発行】

心から哀悼の意を表します。
（令和元年7月以降届出分）

2019（令和元）年度分，全国473,350筆，鹿児島
県分で教職員共助会集約分と合わせ 6,540 筆の
署名を携えて全国43団体，83名の陳情者ととも
に，１１月２１日に国会陳情を行いました。持続可
能な社会保障制度の確立，子どもの貧困問題や就
学支援，教職員の「働き方改革」と定数改善，定年延
長などの課題の早期解決を県選出 6 名の国会議員に要請しました。陳情
内容が実現するよう，私どもも引き続き各方面に働きかけてまいります。
本報告をもってご協力へのお礼とさせていただきます。ありがとうござ
いました。毎年4月に署名用紙を送付しますので，引き続き署名へのご協
力をお願いいたします。

　今年4月からゆうちょ銀行の送金手数料
は従来比約2.2倍になっております。
　給付用口座が「鹿銀県庁支店・九州ろう
きんのいずれかの支店」の場合，送金手数
料はかかりません。互助組合の運営コスト
の抑制のために，「鹿銀県庁支店・九州ろ
うきんのいずれかの支店」がご利用可能な
方には、引き続きゆうちょ銀行からの口座
登録変更申請にご協力をお願いします。

　大島教育事務所，熊毛教育事務所，屋
久島高校事務室において実施している利
用補助券発行業務について，今後の正式
決定を受けて2020年3月末をもって廃
止する予定としています。今後はWeb
申請と郵送申請を利用することになりま
すのでよろしくお願いします。

署名運動へのご協力ありがとうございました給付用口座登録の変更を
お願いします

宿泊利用補助券発行窓口
（発券業務委託）の廃止について

氏 　 　 　 名
松 山　昌 弘
向 井　範 男
出 水　重 成
宇 都　 　 毅
三 浦　和 夫
植 村　清 壽
蔵 園　淳 一

享年
65
72
69
74
69
73
71

死亡年月日
R01/06/28
H29/10/31
R01/07/10
R01/07/09
H30/02/01
R01/08/31
R01/08/25

退 職 時 所 属
緑 丘 中 学 校
坊 泊 中 学 校
鹿児島工業高等学校
坂 元 中 学 校
鹿児島西高等学校
霧 島 中 学 校
帖 佐 中 学 校

退職者（敬称略）

総合開会式 2019年7月27日（土）鹿児島アリーナ（写真提供：鹿児島県高校総体推進室）

全国高等学校総合体育大会
2019年7月24日～8月20日

　郵便はがきに問題の答え，郵便番号，住所，氏名，感想等をお書きの上，お送りください。（お寄せいただいた感想等は「退
教互だより」で紹介させていただく場合がございます。）正解者の中から，抽選で10名様に図書カードを進呈いたします。
　　〒892-0841 鹿児島市照国町11-35 鹿児島県教職員互助組合パズル係　　※令和2年1月31日（金）必着
第105号の答えは「大正時代（タイショウジダイ）」でした。122名の正解者の中から抽選の結果，次の10名の方々に「図
書カード」をお送りいたしました。おめでとうございました。（敬称略）

市来加津恵　岩川理　上原恵美子　緒方邦彦　黒木憲子　黒木秀明　尻無濵正和　瀬戸口拓也　中村友幸　山﨑温子

応募要項

クロスワードパズル
crossword puzzle

① ② ③ ⑤④

⑥

⑦ ⑧

⑨

⑪

⑯

⑬

⑮

⑭

よこ  のカギ

今回の答えは，締切日以降にホームページ 
（http://www.kyogo.or.jp/)で案内いたします。

①福岡県南西部，家具の大生産地
③物事を避けること
⑥東京都上野にある有名な商店街
⑦主に弱者が強者に対して「憤り・
怨恨・憎悪・非難」の感情を持つ
こと。（仏語）

⑨悟りの最高の位「仏の悟り」を開
いた人

⑩主に美術用語として事物・物体・
対象などの意味を持つ

⑪サッカーはスローイン,ラグビー
は？

⑬香川県といったらこれ
⑮蚊は様々な病気を○○○○します
⑯ラグビーで軽い反則後や密集から
ボールがでない場合に行う試合再
開方法

⑰独りの男性が多数の女性を妻と
することを認める社会,○○○多
妻制

たて  のカギ
①ニュージーランドのラグビーナ
ショナルチームの通称

②火山の噴火時に溶岩の破片が放
出されるときに形成される溶岩
の塊

③英語でマスカレード
④愛媛県の旧国名
⑤江戸幕府旗本大久保忠教，通称
「天下のご意見番，大久保○○
○○○○」

⑥福岡県産イチゴ「福岡S6号」愛
称は？

⑧人を殺めようとする意志，「○
○○を抱く」

⑫写真帳，記念帳，いくつかの曲
を収めたCDなど

⑭1990東西統一，ユーロ圏の産
業・技術大国

問題
クロスワードを解いて，　   の中の文字を並べると，何という言葉になるでしょう。

ヒント
残念ながらベス
ト8，盛り上がっ
たラグビー大会

⑩

⑫

⑰
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２カ月分まとめて領収書が発行されている。1

保険点数が記載されていない。2

①診療日　　　②患者氏名　　③医療機関名　　④保険点数　　⑤保険負担額

　この場合月毎の内訳が把握できませ

ん。

　医療機関にて①～③いずれかの処理

をしてもらい提出してください。

①月毎の領収書を発行してもらう。

②医療機関領収内訳（ピンクの用紙）

に月毎の保険点数・患者負担額を証

明してもらう。

③月毎の内訳を記入してもらう。

　　例：１０月分→保険点数1,300点

　　　　　　　　　負担金額2,600円

　　　　１１月分→保険点数1,227点

　　　　　　　　　負担金額2,450円

　医療機関にて①，②いずれかの処理をしてもらい

提出してください。

　①保険点数を記入してもらう。

　②機関領収内訳（ピンクの用紙）に月毎の

　　保険点数・患者負担額を証明してもらう。

医療補助金請求の添付書類について 医療補助金のよくある質問

　　医療機関領収内訳（ピンクの用紙）は何に使う様式ですか。

　　医療補助金の請求をする際，医療機関領収内訳（ピン
クの用紙）に1ヵ月分の保険点数・患者負担額を病院
から証明してもらい，領収書の提出に代えることので
きる様式です。領収書を紛失した場合や，領収書の枚
数が多くなった場合にお使いください。ただし，病院
によっては証明代がかかる場合があります。

　　領収書は，コピーでいいですか。

　　はい，コピーで結構です。ただし，コピーの場合，二重に請求されるケースがあります。二重に請求され
ますと事務局の事務が繁雑になります。みなさまのご協力をお願いします。

　　同じ病院に月２回以上通院していますが１回の支払額が1,150円以上でないと請求できないのですか。

　　いいえ，同月の病院毎（医科，歯科，入院，外来，調剤薬局別）の合計額が 1,150 円以上あれば請求できます。

　　請求は１か月分をまとめて請求しないといけないのですか。

　　はい，自己負担額を把握する必要がありますので，医療機関が異なっても必ず同月分はまとめて請求して
ください。領収書が複数あるときは，提出漏れがないように確認してください。後からの追加は電算シス
テム上受理できないことがあります。

　　2～3か月分を同時に請求する場合，医療補助金請求書は月毎に添付しないといけないですか。

　　通常は，医療補助金請求書は1枚で結構です。ただし，請求期間中に再就職等で異なる健康保険で受診した
領収書を同時に送付する場合（下記例参照）は，医療補助金請求書が2枚必要となり，それぞれの加入保険
の種別及び保険証の記号・番号を記入してお送りください。

　 （例）国民健康保険で病院に受診した領収書と協会けんぽで受診領収書を同時に請求する場合等。　

　　病院と調剤薬局は合計して医療補助金は支払われるのですか。

　　いいえ，病院と調剤薬局は別々に合計して，給付額を算出します。計算式は下記のとおりです。
　　また，同月・同調剤薬局であっても処方元の病院が違う場合はそれぞれ計算を行います。

　　整骨院にかかった場合も補助の対象になりますか。

　　保険診療であれば，対象になります。ただし，領収書に受診日，患者名，保険総額，保険負担額の記載が
必要となります。必要項目が記載されていない場合，互助組合から問合せをしておりますが，可能な限
り，「医療機関領収内訳（ピンクの用紙）」にて提出をお願いします。

A病院 B病院

窓口負担額
医療補助金

5,000円
2,800円

（5,000－1,000）×0.7 （3,000－1,000）×0.7

3,000円
1,400円

（2,000－1,000）×0.7

2,000円
700円

処方元：A病院

（1,500－1,000）×0.7

1,500円
300円

処方元：Ｂ病院

C薬局〈給付例〉

〈計算式〉   （1カ月の医療機関毎の保険対象医療費合計額-1,000）×0.7（100円未満は切捨て）

医療補助金請求には，次の項目が確認できる領収書等を添付して下さい。

　確認できない項目がある場合，そのままでは給付しておりません。
　現在，互助組合から医療機関に問い合わせを行い給付しておりますが，個人情報に当たるため，回答が得られない
ケースが増えています。
　過去にあった不適当な領収書等の例と対処方法をご案内いたしますので，ご協力をお願いします。
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２カ月分まとめて領収書が発行されている。1

保険点数が記載されていない。2

①診療日　　　②患者氏名　　③医療機関名　　④保険点数　　⑤保険負担額

　この場合月毎の内訳が把握できませ

ん。

　医療機関にて①～③いずれかの処理

をしてもらい提出してください。

①月毎の領収書を発行してもらう。

②医療機関領収内訳（ピンクの用紙）

に月毎の保険点数・患者負担額を証

明してもらう。

③月毎の内訳を記入してもらう。

　　例：１０月分→保険点数1,300点

　　　　　　　　　負担金額2,600円

　　　　１１月分→保険点数1,227点

　　　　　　　　　負担金額2,450円

　医療機関にて①，②いずれかの処理をしてもらい

提出してください。

　①保険点数を記入してもらう。

　②機関領収内訳（ピンクの用紙）に月毎の

　　保険点数・患者負担額を証明してもらう。

医療補助金請求の添付書類について 医療補助金のよくある質問

　　医療機関領収内訳（ピンクの用紙）は何に使う様式ですか。

　　医療補助金の請求をする際，医療機関領収内訳（ピン
クの用紙）に1ヵ月分の保険点数・患者負担額を病院
から証明してもらい，領収書の提出に代えることので
きる様式です。領収書を紛失した場合や，領収書の枚
数が多くなった場合にお使いください。ただし，病院
によっては証明代がかかる場合があります。

　　領収書は，コピーでいいですか。

　　はい，コピーで結構です。ただし，コピーの場合，二重に請求されるケースがあります。二重に請求され
ますと事務局の事務が繁雑になります。みなさまのご協力をお願いします。

　　同じ病院に月２回以上通院していますが１回の支払額が1,150円以上でないと請求できないのですか。

　　いいえ，同月の病院毎（医科，歯科，入院，外来，調剤薬局別）の合計額が 1,150 円以上あれば請求できます。

　　請求は１か月分をまとめて請求しないといけないのですか。

　　はい，自己負担額を把握する必要がありますので，医療機関が異なっても必ず同月分はまとめて請求して
ください。領収書が複数あるときは，提出漏れがないように確認してください。後からの追加は電算シス
テム上受理できないことがあります。

　　2～3か月分を同時に請求する場合，医療補助金請求書は月毎に添付しないといけないですか。

　　通常は，医療補助金請求書は1枚で結構です。ただし，請求期間中に再就職等で異なる健康保険で受診した
領収書を同時に送付する場合（下記例参照）は，医療補助金請求書が2枚必要となり，それぞれの加入保険
の種別及び保険証の記号・番号を記入してお送りください。

　 （例）国民健康保険で病院に受診した領収書と協会けんぽで受診領収書を同時に請求する場合等。　

　　病院と調剤薬局は合計して医療補助金は支払われるのですか。

　　いいえ，病院と調剤薬局は別々に合計して，給付額を算出します。計算式は下記のとおりです。
　　また，同月・同調剤薬局であっても処方元の病院が違う場合はそれぞれ計算を行います。

　　整骨院にかかった場合も補助の対象になりますか。

　　保険診療であれば，対象になります。ただし，領収書に受診日，患者名，保険総額，保険負担額の記載が
必要となります。必要項目が記載されていない場合，互助組合から問合せをしておりますが，可能な限
り，「医療機関領収内訳（ピンクの用紙）」にて提出をお願いします。

A病院 B病院

窓口負担額
医療補助金

5,000円
2,800円

（5,000－1,000）×0.7 （3,000－1,000）×0.7

3,000円
1,400円

（2,000－1,000）×0.7

2,000円
700円

処方元：A病院

（1,500－1,000）×0.7

1,500円
300円

処方元：Ｂ病院

C薬局〈給付例〉

〈計算式〉   （1カ月の医療機関毎の保険対象医療費合計額-1,000）×0.7（100円未満は切捨て）

医療補助金請求には，次の項目が確認できる領収書等を添付して下さい。

　確認できない項目がある場合，そのままでは給付しておりません。
　現在，互助組合から医療機関に問い合わせを行い給付しておりますが，個人情報に当たるため，回答が得られない
ケースが増えています。
　過去にあった不適当な領収書等の例と対処方法をご案内いたしますので，ご協力をお願いします。
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2020（令和２）年１月上旬

「医療補助金支払通知書」をお送りします

「医療補助金支払通知書」の見方

❶ 互助組合に登録してある給付金受取口座です。

❷ 請求を受け付けた翌月の25日（ただし，4月支払分は5月 10日，5月支払分は6月 5日）です。金融
機関休業日の場合は翌営業日となります。

❸ 病院の診療を受けた月の翌月から請求を受け付けるため，診療を受けた月に請求を提出された場合翌
月受付となります。

❹ 保険対象医療費の月毎，病院毎（医科，歯科，入院，外来別），調剤薬局毎（処方箋発行元別）の自己負担額
から1,000円を控除した金額に70％を乗じた額です。なお，100円未満の端数は切り捨てます。

❺ 2019( 平成 31) 年 1 月～ 2019( 令和元 )12 月までの間に互助組合から給付した医療補助金の額の
合計です。（❹の額の合計です。）

※ 医療機関で支払った医療費の額等を証明するものではありません。医療費の額等については各医療機
関発行の領収書または保険者の発行する医療費のお知らせ等でご確認ください。

医療費控除（確定申告）をされる方は「医療補助金支払通知書」をご活用ください。

確定申告に関する詳細は，最寄りの税務署にお問い合わせください。
( 互助組合ではお答えできません。)

令和元年度の「山の家・海の家」事業は，7月20日から9月1日に実施しました。退教互組
合員の利用泊数は，893泊でした。今年度も当事業のご活用ありがとうございました。
●利用地域別宿泊数内訳 単 位 ：泊

81

離島
33

736

県外
148

2,131

合計
893

63
46

鹿児島市内

296
175
南薩

22
24
北薩

退教互
地　域

現職者

□ 保養施設制度へのご意見・ご感想 ～アンケートの回答の一部をご紹介します～

令和元年度「山の家・海の家」の利用状況

933
467

霧島・大隅

よく利用させていただいています。Ｗｅｂ申請ができてとても便利です。対応も早く，いつも感謝
しております。

このような「保養施設」制度がリタイア後もあると，大変ありがたい。子育て時代に利用した施設
に，今回夫婦だけで再度訪れ、時代の流れを感じる機会となった。

ふれあいプラザ FUREAI PLAZA

●「山の家・海の家　特集号！」を見て若い頃，こ
の利用券を活用して小さかった4人の娘たちを連れ
て旅を楽しんだことを思い出してアルバムを開きま
した。うれしそうな子どもたちの顔。3人は結婚，1
人は都会生活。今は二人っきりの生活です。この
夏，利用券を使って二人の思い出作りをしたい
なぁ。

（日置市　児玉　宏行さん）

●10月1日から消費税が上がるので，懸賞用に買っ
てあるハガキに１円切手を貼る作業が必要になり，
ちょっと面倒だなぁと思っている今日この頃です。

（垂水市　M・Mさん）

●退職してからというもの，暇を持て余しては車
で遠出していますが，先日は，徳島県の鳴門市に
ある大塚国際美術館に行ってみました。昨年の紅
白歌合戦で紹介されてから特に来館者が増えたと
いうことでしたが，観光コースにもなっていて大
変な賑わいでした。世界中の有名な絵画や宮殿の
壁画を，タイルで実物大に焼き付け展示してあり
ます。館内は自由に写真撮影や作品に触れること
ができ，絵画に余り興味・関心が無い人でも感動
することは間違いありません。１日では廻りきれ
ないほどの展示でリピーターが多いのも解りま
す。お勧めの場所です。

（出水市　S・Eさん）

●孫が小学に上がった。初めての夏休みというの
にこんなに忙しいものなのだろうか。60数年前の
自分達の時代とは教育内容は当然異なるだろうが，
小学校に入学したての夏休みは解放感に満たされ
て楽しくて楽しくて仕方のない休みだったものだ
が，今時の子供は能力以上の課題をこなすのに，親
にせつかれアップアップである。作文，自由研究，
算数，国語の宿題，図画コンクール作品，標語コン
クール作品，習いごと等々。好きなことを選んでし
たらいいよ！と言いたい。立秋つれづれ

（姶良市　M・Fさん）

●プランターで野菜（主に葉野菜）作りを始めて５
年目。プランターもだんだん増えて今では約50
箱。毎朝の水やりが楽しい一時です。

　（姶良市　M・Mさん）

●クロスワードパズルの「カギ」は，多方面の知識
を必要とするので脳トレになっています。「原子番
号22」のカギに「スイヘーリーベボクノフネ･･･」
と高校時代に覚えさせられたのを思い出すことで
した。周期表をみれば済むことなのにムダな知識
ですね。

（鹿児島市　T・Mさん）

●退教互だよりをいただけるのもあと少し。クロ
スワードを楽しませて頂きました。有難うござい
ました。64マスに10～12位の空欄，４マスのヒ
ント欄，きっと知識や語彙の豊富な方が，色々な
分野にわたるヒントを散りばめながら出題するの
だろうなぁと想像しています。疑問に思っている
ことが２つ。１つは，解き易いように作っている
のか解きにくいようにつくっているのか。２つめ
は「答え」を先に決めて作成しはじめるのかどう
か。制作の裏を教えて！これを作るアナタってど
んな人？？？

（鹿児島市　田島　善郎さん）

●65才で継続雇用をやめ，２年間フリーな生活を
してましたが，昨年今年と「働けませんか」との
声，電話が続けてあり，教員不足が深刻なことを知
りました。再びスイッチを入れ直して，この才に
なって現場で働いております。新規教員増の必要
があります！

（鹿児島市　S・Tさん）

●７月の土用丑の日，今夜はうなぎでも食べようと
思い，近くのスーパーで，「うなぎの白焼き」を買
いました。ラップ表面のシールには「鹿児島県産」
と表記してあるので，購入してきたのですが，家に
帰って冷蔵庫に入れる前に裏面を見ると，メガネ
をかけて分かるぐらいの小さな文字で「中国産」と
書いてあるのです。すぐ持って行って店の人に話
をしたら「中国産です。」との返答。その日は，返
品して帰りました。仕事上のうっかりミスをされた
のかもしれませんが，そのスーパーに行く回数は減
りました。

（垂水市　N・Fさん）

●八年前に退職し，日本一周旅行を楽しんだ。次は
世界一周旅行をと思っていた矢先，横浜市に住む
長女の介護，孫の世話をしなければならなくなり急
に転居することになった。「できる時にやりたいこ
とをする」と痛感する毎日である。

（横浜市　橋口　道子さん）

●今年の梅雨は長かったです。しかも，家にダニが
発生して駆除に大変でした。築２５年の家は，最近
窓を閉めている時が多く，エアコンもあまり使わな
いため，湿気が溜まりやすかったと思います。今
後，しっかり換気に心がけたいです。

（南九州市　M・Mさん）

●もう亡くなって１０年以上になる両親はふたりと
も大正生まれでした。大変短い大正時代生まれの
両親は戦争→敗戦→戦後の復興→高度経済成長時
代と苦労と必死に働く背中を見せてくれました。両
親だけでなく，あの世代の人間はみんな戦後生まれ
の我々を一生懸命育ててくれたと思います。何も無
かったから，努力して得ることができました。今
は，それを考えると物，情報があり過ぎて不幸な気
がしています。

（鹿屋市　吉田　統孝さん）

●この夏，大阪と広島から学生時代の友人二人が
来鹿。４０数年ぶりに再会しました。元気なうち
に知覧特攻平和会館を訪ねたいというのが，旅の
主目的。観光資源豊富な鹿児島の旅で彼らは知覧
を第一に選びました。平和会館に展示されている
遺書や遺品は何度見ても心が痛みます。三角兵舎
では特攻前夜の兵士たちの胸中に思いを巡らし，
最後に特攻平和観音堂で平和の礎となった先人た
ちに手を合わせました。戦争の犠牲となった方々
の慰霊と恒久平和を願った知覧の旅。遠来の友人
を案内しながら，「同じ心を持った友」の存在を
嬉しく思うことでした。

（鹿児島市　N・Sさん）

●私の生年の「昭和は遠くなりにけり」ですが私
の両親の大正は大昔になりにけりで時の過ぎるこ
とに驚かされます。新しい令和の時代が戦争のな
い平和の時代になるのを願っています。

（奄美市　M・Nさん）

●週末を実家で母とすごす生活・時間を楽しんで
います。母からよもぎもち作り等を教えてもらい幸
せな時間です。

（奄美市　M・Nさん）

●二回目の応募です。当選者の欄にかつての同僚
の先生の名前をみるたびにお元気な様子が伺えま
す。ますますご活躍ください。

（鹿児島市　M・Hさん）

●クロスワードパズルは必ず解くようにしていまし
たが，応募は初体験です。正解者のなかに同僚だっ
た人や知人の指名を見るたびに，現職時代を思い
出すことでした。自分もと思い，チャレンジしま
す。くじ運はよくなかったなと考えながらも，もし
かすると・・・期待しているところです。

（鹿児島市　鬼塚　幸一さん）

●７１歳を過ぎ，体力，気力，知力全てに老いを痛
感している。現在，せめて頭脳の衰えだけはくい止
めようと毎回楽しんでクロスワードパズルに取り組
んでいる。残り何年頑張れるか不安も抱きつつな
い知恵を絞っています。

（鹿児島市　小城　愼一さん）

●元号も変わり昭和・平成･令和と生き延びてきた
が，自分にとってはこれが最後の元号となるのかな
と思うと寂しさも感じる。更に退教互の会員として
も残り数ヶ月，こちらも寂しい。教職員人事異動の
紙面でも退職者・管理職の項に当時３校目・新採・
再配だった後輩の名前を見つけ，もうこんな年齢
になったのかと，我が歳を重ねたことは考えず目を
通すことだ。高齢者，シルバー等としゃれた呼称も
あるようだが，後期高齢者という邪魔者扱いのよう
な施策へ突入間近，運転免許更新も知能検査から
だという。今はままごとのような菜園と地域の老人
クラブでG・G等して健康寿命を延ばしている。

（西之表市　T・Nさん）

●退職してみたら自分で手続きすることが多いこ
とがわかりました。現職中はどんなにか（制度に）
助けられていたことかわかりました。互助組合“だ
より”が“たより”になります。ありがとうござい
ます。

（鹿児島市　長濱　陽子さん）

2019(平成31)年1月～2019(令和元)年12月までの間に，互助組合から

給付した医療補助金の情報を記載しています。
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「医療補助金支払通知書」をお送りします

「医療補助金支払通知書」の見方
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機関休業日の場合は翌営業日となります。
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月受付となります。
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医療費控除（確定申告）をされる方は「医療補助金支払通知書」をご活用ください。

確定申告に関する詳細は，最寄りの税務署にお問い合わせください。
( 互助組合ではお答えできません。)
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います。母からよもぎもち作り等を教えてもらい幸
せな時間です。

（奄美市　M・Nさん）

●二回目の応募です。当選者の欄にかつての同僚
の先生の名前をみるたびにお元気な様子が伺えま
す。ますますご活躍ください。

（鹿児島市　M・Hさん）

●クロスワードパズルは必ず解くようにしていまし
たが，応募は初体験です。正解者のなかに同僚だっ
た人や知人の指名を見るたびに，現職時代を思い
出すことでした。自分もと思い，チャレンジしま
す。くじ運はよくなかったなと考えながらも，もし
かすると・・・期待しているところです。

（鹿児島市　鬼塚　幸一さん）

●７１歳を過ぎ，体力，気力，知力全てに老いを痛
感している。現在，せめて頭脳の衰えだけはくい止
めようと毎回楽しんでクロスワードパズルに取り組
んでいる。残り何年頑張れるか不安も抱きつつな
い知恵を絞っています。

（鹿児島市　小城　愼一さん）

●元号も変わり昭和・平成･令和と生き延びてきた
が，自分にとってはこれが最後の元号となるのかな
と思うと寂しさも感じる。更に退教互の会員として
も残り数ヶ月，こちらも寂しい。教職員人事異動の
紙面でも退職者・管理職の項に当時３校目・新採・
再配だった後輩の名前を見つけ，もうこんな年齢
になったのかと，我が歳を重ねたことは考えず目を
通すことだ。高齢者，シルバー等としゃれた呼称も
あるようだが，後期高齢者という邪魔者扱いのよう
な施策へ突入間近，運転免許更新も知能検査から
だという。今はままごとのような菜園と地域の老人
クラブでG・G等して健康寿命を延ばしている。

（西之表市　T・Nさん）

●退職してみたら自分で手続きすることが多いこ
とがわかりました。現職中はどんなにか（制度に）
助けられていたことかわかりました。互助組合“だ
より”が“たより”になります。ありがとうござい
ます。

（鹿児島市　長濱　陽子さん）

2019(平成31)年1月～2019(令和元)年12月までの間に，互助組合から

給付した医療補助金の情報を記載しています。

 

 

     
 

!1234567   H31/01/25 H30/11 800  
 

!1234567   R01/05/10 H31/02 1,500  

2  2,300  

よく利用させていただいています。Ｗｅｂ申請ができてとても便利です。対応も早
く，いつも感謝しております。 

このような「保養施設」制度がリタイア後もあると、大変ありがたい。子育て時代
に利用した施設に、今回夫婦だけで再度訪れ、時代の流れを感じる機会となった。 
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●「山の家・海の家　特集号！」を見て若い頃，こ
の利用券を活用して小さかった4人の娘たちを連れ
て旅を楽しんだことを思い出してアルバムを開きま
した。うれしそうな子どもたちの顔。3人は結婚，1
人は都会生活。今は二人っきりの生活です。この
夏，利用券を使って二人の思い出作りをしたい
なぁ。

（日置市　児玉　宏行さん）

●10月1日から消費税が上がるので，懸賞用に買っ
てあるハガキに１円切手を貼る作業が必要になり，
ちょっと面倒だなぁと思っている今日この頃です。

（垂水市　M・Mさん）

●退職してからというもの，暇を持て余しては車
で遠出していますが，先日は，徳島県の鳴門市に
ある大塚国際美術館に行ってみました。昨年の紅
白歌合戦で紹介されてから特に来館者が増えたと
いうことでしたが，観光コースにもなっていて大
変な賑わいでした。世界中の有名な絵画や宮殿の
壁画を，タイルで実物大に焼き付け展示してあり
ます。館内は自由に写真撮影や作品に触れること
ができ，絵画に余り興味・関心が無い人でも感動
することは間違いありません。１日では廻りきれ
ないほどの展示でリピーターが多いのも解りま
す。お勧めの場所です。

（出水市　S・Eさん）

●孫が小学に上がった。初めての夏休みというの
にこんなに忙しいものなのだろうか。60数年前の
自分達の時代とは教育内容は当然異なるだろうが，
小学校に入学したての夏休みは解放感に満たされ
て楽しくて楽しくて仕方のない休みだったものだ
が，今時の子供は能力以上の課題をこなすのに，親
にせつかれアップアップである。作文，自由研究，
算数，国語の宿題，図画コンクール作品，標語コン
クール作品，習いごと等々。好きなことを選んでし
たらいいよ！と言いたい。立秋つれづれ

（姶良市　M・Fさん）

●プランターで野菜（主に葉野菜）作りを始めて５
年目。プランターもだんだん増えて今では約50
箱。毎朝の水やりが楽しい一時です。

　（姶良市　M・Mさん）

●クロスワードパズルの「カギ」は，多方面の知識
を必要とするので脳トレになっています。「原子番
号22」のカギに「スイヘーリーベボクノフネ･･･」
と高校時代に覚えさせられたのを思い出すことで
した。周期表をみれば済むことなのにムダな知識
ですね。

（鹿児島市　T・Mさん）

●退教互だよりをいただけるのもあと少し。クロ
スワードを楽しませて頂きました。有難うござい
ました。64マスに10～12位の空欄，４マスのヒ
ント欄，きっと知識や語彙の豊富な方が，色々な
分野にわたるヒントを散りばめながら出題するの
だろうなぁと想像しています。疑問に思っている
ことが２つ。１つは，解き易いように作っている
のか解きにくいようにつくっているのか。２つめ
は「答え」を先に決めて作成しはじめるのかどう
か。制作の裏を教えて！これを作るアナタってど
んな人？？？

（鹿児島市　田島　善郎さん）

●65才で継続雇用をやめ，２年間フリーな生活を
してましたが，昨年今年と「働けませんか」との
声，電話が続けてあり，教員不足が深刻なことを知
りました。再びスイッチを入れ直して，この才に
なって現場で働いております。新規教員増の必要
があります！

（鹿児島市　S・Tさん）

●７月の土用丑の日，今夜はうなぎでも食べようと
思い，近くのスーパーで，「うなぎの白焼き」を買
いました。ラップ表面のシールには「鹿児島県産」
と表記してあるので，購入してきたのですが，家に
帰って冷蔵庫に入れる前に裏面を見ると，メガネ
をかけて分かるぐらいの小さな文字で「中国産」と
書いてあるのです。すぐ持って行って店の人に話
をしたら「中国産です。」との返答。その日は，返
品して帰りました。仕事上のうっかりミスをされた
のかもしれませんが，そのスーパーに行く回数は減
りました。

（垂水市　N・Fさん）

●八年前に退職し，日本一周旅行を楽しんだ。次は
世界一周旅行をと思っていた矢先，横浜市に住む
長女の介護，孫の世話をしなければならなくなり急
に転居することになった。「できる時にやりたいこ
とをする」と痛感する毎日である。

（横浜市　橋口　道子さん）

●今年の梅雨は長かったです。しかも，家にダニが
発生して駆除に大変でした。築２５年の家は，最近
窓を閉めている時が多く，エアコンもあまり使わな
いため，湿気が溜まりやすかったと思います。今
後，しっかり換気に心がけたいです。

（南九州市　M・Mさん）

●もう亡くなって１０年以上になる両親はふたりと
も大正生まれでした。大変短い大正時代生まれの
両親は戦争→敗戦→戦後の復興→高度経済成長時
代と苦労と必死に働く背中を見せてくれました。両
親だけでなく，あの世代の人間はみんな戦後生まれ
の我々を一生懸命育ててくれたと思います。何も無
かったから，努力して得ることができました。今
は，それを考えると物，情報があり過ぎて不幸な気
がしています。

（鹿屋市　吉田　統孝さん）

●この夏，大阪と広島から学生時代の友人二人が
来鹿。４０数年ぶりに再会しました。元気なうち
に知覧特攻平和会館を訪ねたいというのが，旅の
主目的。観光資源豊富な鹿児島の旅で彼らは知覧
を第一に選びました。平和会館に展示されている
遺書や遺品は何度見ても心が痛みます。三角兵舎
では特攻前夜の兵士たちの胸中に思いを巡らし，
最後に特攻平和観音堂で平和の礎となった先人た
ちに手を合わせました。戦争の犠牲となった方々
の慰霊と恒久平和を願った知覧の旅。遠来の友人
を案内しながら，「同じ心を持った友」の存在を
嬉しく思うことでした。

（鹿児島市　N・Sさん）

●私の生年の「昭和は遠くなりにけり」ですが私
の両親の大正は大昔になりにけりで時の過ぎるこ
とに驚かされます。新しい令和の時代が戦争のな
い平和の時代になるのを願っています。

（奄美市　M・Nさん）

●週末を実家で母とすごす生活・時間を楽しんで
います。母からよもぎもち作り等を教えてもらい幸
せな時間です。

（奄美市　M・Nさん）

●二回目の応募です。当選者の欄にかつての同僚
の先生の名前をみるたびにお元気な様子が伺えま
す。ますますご活躍ください。

（鹿児島市　M・Hさん）

●クロスワードパズルは必ず解くようにしていまし
たが，応募は初体験です。正解者のなかに同僚だっ
た人や知人の指名を見るたびに，現職時代を思い
出すことでした。自分もと思い，チャレンジしま
す。くじ運はよくなかったなと考えながらも，もし
かすると・・・期待しているところです。

（鹿児島市　鬼塚　幸一さん）

●７１歳を過ぎ，体力，気力，知力全てに老いを痛
感している。現在，せめて頭脳の衰えだけはくい止
めようと毎回楽しんでクロスワードパズルに取り組
んでいる。残り何年頑張れるか不安も抱きつつな
い知恵を絞っています。

（鹿児島市　小城　愼一さん）

●元号も変わり昭和・平成･令和と生き延びてきた
が，自分にとってはこれが最後の元号となるのかな
と思うと寂しさも感じる。更に退教互の会員として
も残り数ヶ月，こちらも寂しい。教職員人事異動の
紙面でも退職者・管理職の項に当時３校目・新採・
再配だった後輩の名前を見つけ，もうこんな年齢
になったのかと，我が歳を重ねたことは考えず目を
通すことだ。高齢者，シルバー等としゃれた呼称も
あるようだが，後期高齢者という邪魔者扱いのよう
な施策へ突入間近，運転免許更新も知能検査から
だという。今はままごとのような菜園と地域の老人
クラブでG・G等して健康寿命を延ばしている。

（西之表市　T・Nさん）

●退職してみたら自分で手続きすることが多いこ
とがわかりました。現職中はどんなにか（制度に）
助けられていたことかわかりました。互助組合“だ
より”が“たより”になります。ありがとうござい
ます。

（鹿児島市　長濱　陽子さん）

◆「短歌・俳句・川柳・薩摩狂句」，その他エッ
セイ・スケッチ画・写真などテーマ問わずな
んでも！ご寄稿をお待ちしております。

　（退教互だより第10７号４月発行)掲載予定）
◆投稿多数の場合は掲載できない場合もあり
ますのであらかじめご了承ください。

※実名掲載は本人からの了解を得られたもの
のみとしております。

「学＝楽」
鹿児島市　　納　雪子

　　　　 

　市立図書館で鹿児島大学公開授業生募集のパンフ 

レットを見たのがきっかけだった。興味を持ったが，

時間を制約されるのと今更勉強なんてと逡巡すること

一年。やはり気になって 「とりあえず やってみよう」

と申し込んだのが3年前だった。最初の講義の日は不

安が先に立ち「どうしよう?　勢いで申し込み早まっ

たか？　早々に諦めるのもなあ……」三つの気持ちが

順繰りに浮かび重たい気持ちで通学路を歩いて行っ

たが，すぐに楽しさに変わり以来ずっと続いている。

　社会人にも開放された100余の科目から好きなもの

を申し込める。シラバスを見ながらあれこれと悩み選

ぶところから楽しさが始まる。時には選び損ねて(?)

申し訳ないと思いつつ居眠りをしてしまう。生徒の立

場からすると授業への趣味と比例するようで何となく

複雑な気持ちになる。現役の大学生と机を並べ90分

の講義を受けるのは，社会人向けの講演を聞くのとは

違った趣がある。学生達の意見を聞きながら新鮮な驚

きを感じたり，時代は変わっても思うことは一緒だな

とほっとしたりする。内容によっては，グループで意

見を出し合いながら一つのものを作り上げたりするこ

とがある。普段の生活の中で10代20代 の人達とこん

な風に話すことはないのでこのての授業はすごく楽し

い。時には稚拙な考えに物足りなさを感じるが，夫々

の年代の思考と経験があり尊重しなくてはと，変に大

人ぶるのはよそうと反省する。

　勉強は一言でいうと知らぬを知る喜びだろう。聞 

くだけでなく意見を求められることもある。直ぐに出

せる答えもあるが何が問題なのかすら分からない事

もある。講義を聞きながら少しずつ理解できると嬉し

くなる。また授業の度にレポートを課せられるが，約

50年ぶりの宿題を持ち帰りながら学生時代に立ち

返ったような懐かしい気持ちになる。昔は仕方なく

やっていたが，今ワクワクしながら取り組んでいる。

教科書とネットが主な情報源であるが，最後は自分が

どう考えるのか，どう感じるかという事が重要だ。頭

を悩ませながら結論に向かつていく道中は，たどり着

かない思考にいらいらしながらも積み重ねていくと閃

く瞬間があり面白い。

　「今どきの若者は」といつの時代にも言われるが，

学生達は親切で優しい。もちろん個々の持つやさしさが

一番の理由だが，私が「先生」から「おばさん」になっ

た事と「生徒」から「大学生」になった事も関係あるの

かもと思う。現職だったころ高校生達にとって私はどん

な先生だったのだろう。気持ちに寄り添っていたのだろ

うか，ちゃんと教えていたのだろうかと思うと胸がチク

リと痛む。同時に人間は年々成長して大人になっていく

のだと妙に感慨深く感じる。後悔先に立たずだが，今か

らでも何らかの形で活かしていけたらと思っている。 

　キャンパスを歩くと独特の雰囲気があり，そこだけ 

異空間のように感じる。社会の一つだけど社会とは 

違ったエネルギー・明るさ・快活さ……同じ空間にいる

とこちらも気持ちが若返っていくようだ。 

　今年度前期に地球環境論を取った。いくつか話題に

上がった中に水俣病があった。講義だけで終わるのは

もったいないと9人 (院生2， 学部生5， 社会人1， 教授

1)で石牟礼道子著の苦界浄土を読みながら意見交換を

通して，もう少し考えを深めてみることにした。一泊二

日で水俣にも行ってみようと話している。水俣病は私に

とっては，ほぼ同時代の出来事である。学生達にとって

は今でも被害は続き裁判もあるとは言え四大公害病と

教科書で習ったくらいの事だ。しかし地球環境，人権問

題，漁民・チッソ関係者・社会の人々の心惰や葛藤等を

考えながら取り組んでいるのをみると頼もしい。感性に

ハッとさせられ知らず知らず柔軟性を欠いている自分

を感じる。

　実は山登りも趣味の一つだが，山が動ならこちらは静

（知）の楽しみといったところだ。私としては程よくバラ

ンスが取れて居心地が良い。まだまだ受けたい講座があ

り興味は尽きない。この先多くの刺激を期待している。
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人は都会生活。今は二人っきりの生活です。この
夏，利用券を使って二人の思い出作りをしたい
なぁ。
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てあるハガキに１円切手を貼る作業が必要になり，
ちょっと面倒だなぁと思っている今日この頃です。

（垂水市　M・Mさん）

●退職してからというもの，暇を持て余しては車
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壁画を，タイルで実物大に焼き付け展示してあり
ます。館内は自由に写真撮影や作品に触れること
ができ，絵画に余り興味・関心が無い人でも感動
することは間違いありません。１日では廻りきれ
ないほどの展示でリピーターが多いのも解りま
す。お勧めの場所です。

（出水市　S・Eさん）

●孫が小学に上がった。初めての夏休みというの
にこんなに忙しいものなのだろうか。60数年前の
自分達の時代とは教育内容は当然異なるだろうが，
小学校に入学したての夏休みは解放感に満たされ
て楽しくて楽しくて仕方のない休みだったものだ
が，今時の子供は能力以上の課題をこなすのに，親
にせつかれアップアップである。作文，自由研究，
算数，国語の宿題，図画コンクール作品，標語コン
クール作品，習いごと等々。好きなことを選んでし
たらいいよ！と言いたい。立秋つれづれ

（姶良市　M・Fさん）

●プランターで野菜（主に葉野菜）作りを始めて５
年目。プランターもだんだん増えて今では約50
箱。毎朝の水やりが楽しい一時です。

　（姶良市　M・Mさん）

●クロスワードパズルの「カギ」は，多方面の知識
を必要とするので脳トレになっています。「原子番
号22」のカギに「スイヘーリーベボクノフネ･･･」
と高校時代に覚えさせられたのを思い出すことで
した。周期表をみれば済むことなのにムダな知識
ですね。

（鹿児島市　T・Mさん）

●退教互だよりをいただけるのもあと少し。クロ
スワードを楽しませて頂きました。有難うござい
ました。64マスに10～12位の空欄，４マスのヒ
ント欄，きっと知識や語彙の豊富な方が，色々な
分野にわたるヒントを散りばめながら出題するの
だろうなぁと想像しています。疑問に思っている
ことが２つ。１つは，解き易いように作っている
のか解きにくいようにつくっているのか。２つめ
は「答え」を先に決めて作成しはじめるのかどう
か。制作の裏を教えて！これを作るアナタってど
んな人？？？

（鹿児島市　田島　善郎さん）

●65才で継続雇用をやめ，２年間フリーな生活を
してましたが，昨年今年と「働けませんか」との
声，電話が続けてあり，教員不足が深刻なことを知
りました。再びスイッチを入れ直して，この才に
なって現場で働いております。新規教員増の必要
があります！

（鹿児島市　S・Tさん）

●７月の土用丑の日，今夜はうなぎでも食べようと
思い，近くのスーパーで，「うなぎの白焼き」を買
いました。ラップ表面のシールには「鹿児島県産」
と表記してあるので，購入してきたのですが，家に
帰って冷蔵庫に入れる前に裏面を見ると，メガネ
をかけて分かるぐらいの小さな文字で「中国産」と
書いてあるのです。すぐ持って行って店の人に話
をしたら「中国産です。」との返答。その日は，返
品して帰りました。仕事上のうっかりミスをされた
のかもしれませんが，そのスーパーに行く回数は減
りました。

（垂水市　N・Fさん）

●八年前に退職し，日本一周旅行を楽しんだ。次は
世界一周旅行をと思っていた矢先，横浜市に住む
長女の介護，孫の世話をしなければならなくなり急
に転居することになった。「できる時にやりたいこ
とをする」と痛感する毎日である。

（横浜市　橋口　道子さん）

●今年の梅雨は長かったです。しかも，家にダニが
発生して駆除に大変でした。築２５年の家は，最近
窓を閉めている時が多く，エアコンもあまり使わな
いため，湿気が溜まりやすかったと思います。今
後，しっかり換気に心がけたいです。

（南九州市　M・Mさん）

●もう亡くなって１０年以上になる両親はふたりと
も大正生まれでした。大変短い大正時代生まれの
両親は戦争→敗戦→戦後の復興→高度経済成長時
代と苦労と必死に働く背中を見せてくれました。両
親だけでなく，あの世代の人間はみんな戦後生まれ
の我々を一生懸命育ててくれたと思います。何も無
かったから，努力して得ることができました。今
は，それを考えると物，情報があり過ぎて不幸な気
がしています。

（鹿屋市　吉田　統孝さん）

●この夏，大阪と広島から学生時代の友人二人が
来鹿。４０数年ぶりに再会しました。元気なうち
に知覧特攻平和会館を訪ねたいというのが，旅の
主目的。観光資源豊富な鹿児島の旅で彼らは知覧
を第一に選びました。平和会館に展示されている
遺書や遺品は何度見ても心が痛みます。三角兵舎
では特攻前夜の兵士たちの胸中に思いを巡らし，
最後に特攻平和観音堂で平和の礎となった先人た
ちに手を合わせました。戦争の犠牲となった方々
の慰霊と恒久平和を願った知覧の旅。遠来の友人
を案内しながら，「同じ心を持った友」の存在を
嬉しく思うことでした。

（鹿児島市　N・Sさん）

●私の生年の「昭和は遠くなりにけり」ですが私
の両親の大正は大昔になりにけりで時の過ぎるこ
とに驚かされます。新しい令和の時代が戦争のな
い平和の時代になるのを願っています。

（奄美市　M・Nさん）

●週末を実家で母とすごす生活・時間を楽しんで
います。母からよもぎもち作り等を教えてもらい幸
せな時間です。

（奄美市　M・Nさん）

●二回目の応募です。当選者の欄にかつての同僚
の先生の名前をみるたびにお元気な様子が伺えま
す。ますますご活躍ください。

（鹿児島市　M・Hさん）

●クロスワードパズルは必ず解くようにしていまし
たが，応募は初体験です。正解者のなかに同僚だっ
た人や知人の指名を見るたびに，現職時代を思い
出すことでした。自分もと思い，チャレンジしま
す。くじ運はよくなかったなと考えながらも，もし
かすると・・・期待しているところです。

（鹿児島市　鬼塚　幸一さん）

●７１歳を過ぎ，体力，気力，知力全てに老いを痛
感している。現在，せめて頭脳の衰えだけはくい止
めようと毎回楽しんでクロスワードパズルに取り組
んでいる。残り何年頑張れるか不安も抱きつつな
い知恵を絞っています。

（鹿児島市　小城　愼一さん）

●元号も変わり昭和・平成･令和と生き延びてきた
が，自分にとってはこれが最後の元号となるのかな
と思うと寂しさも感じる。更に退教互の会員として
も残り数ヶ月，こちらも寂しい。教職員人事異動の
紙面でも退職者・管理職の項に当時３校目・新採・
再配だった後輩の名前を見つけ，もうこんな年齢
になったのかと，我が歳を重ねたことは考えず目を
通すことだ。高齢者，シルバー等としゃれた呼称も
あるようだが，後期高齢者という邪魔者扱いのよう
な施策へ突入間近，運転免許更新も知能検査から
だという。今はままごとのような菜園と地域の老人
クラブでG・G等して健康寿命を延ばしている。

（西之表市　T・Nさん）

●退職してみたら自分で手続きすることが多いこ
とがわかりました。現職中はどんなにか（制度に）
助けられていたことかわかりました。互助組合“だ
より”が“たより”になります。ありがとうござい
ます。

（鹿児島市　長濱　陽子さん）

◆「短歌・俳句・川柳・薩摩狂句」，その他エッ
セイ・スケッチ画・写真などテーマ問わずな
んでも！ご寄稿をお待ちしております。

　（退教互だより第10７号４月発行)掲載予定）
◆投稿多数の場合は掲載できない場合もあり
ますのであらかじめご了承ください。

※実名掲載は本人からの了解を得られたもの
のみとしております。

「学＝楽」
鹿児島市　　納　雪子

　　　　 

　市立図書館で鹿児島大学公開授業生募集のパンフ 

レットを見たのがきっかけだった。興味を持ったが，

時間を制約されるのと今更勉強なんてと逡巡すること

一年。やはり気になって 「とりあえず やってみよう」

と申し込んだのが3年前だった。最初の講義の日は不

安が先に立ち「どうしよう?　勢いで申し込み早まっ

たか？　早々に諦めるのもなあ……」三つの気持ちが

順繰りに浮かび重たい気持ちで通学路を歩いて行っ

たが，すぐに楽しさに変わり以来ずっと続いている。

　社会人にも開放された100余の科目から好きなもの

を申し込める。シラバスを見ながらあれこれと悩み選

ぶところから楽しさが始まる。時には選び損ねて(?)

申し訳ないと思いつつ居眠りをしてしまう。生徒の立

場からすると授業への趣味と比例するようで何となく

複雑な気持ちになる。現役の大学生と机を並べ90分

の講義を受けるのは，社会人向けの講演を聞くのとは

違った趣がある。学生達の意見を聞きながら新鮮な驚

きを感じたり，時代は変わっても思うことは一緒だな

とほっとしたりする。内容によっては，グループで意

見を出し合いながら一つのものを作り上げたりするこ

とがある。普段の生活の中で10代20代 の人達とこん

な風に話すことはないのでこのての授業はすごく楽し

い。時には稚拙な考えに物足りなさを感じるが，夫々

の年代の思考と経験があり尊重しなくてはと，変に大

人ぶるのはよそうと反省する。

　勉強は一言でいうと知らぬを知る喜びだろう。聞 

くだけでなく意見を求められることもある。直ぐに出

せる答えもあるが何が問題なのかすら分からない事

もある。講義を聞きながら少しずつ理解できると嬉し

くなる。また授業の度にレポートを課せられるが，約

50年ぶりの宿題を持ち帰りながら学生時代に立ち

返ったような懐かしい気持ちになる。昔は仕方なく

やっていたが，今ワクワクしながら取り組んでいる。

教科書とネットが主な情報源であるが，最後は自分が

どう考えるのか，どう感じるかという事が重要だ。頭

を悩ませながら結論に向かつていく道中は，たどり着

かない思考にいらいらしながらも積み重ねていくと閃

く瞬間があり面白い。

　「今どきの若者は」といつの時代にも言われるが，

学生達は親切で優しい。もちろん個々の持つやさしさが

一番の理由だが，私が「先生」から「おばさん」になっ

た事と「生徒」から「大学生」になった事も関係あるの

かもと思う。現職だったころ高校生達にとって私はどん

な先生だったのだろう。気持ちに寄り添っていたのだろ

うか，ちゃんと教えていたのだろうかと思うと胸がチク

リと痛む。同時に人間は年々成長して大人になっていく

のだと妙に感慨深く感じる。後悔先に立たずだが，今か

らでも何らかの形で活かしていけたらと思っている。 

　キャンパスを歩くと独特の雰囲気があり，そこだけ 

異空間のように感じる。社会の一つだけど社会とは 

違ったエネルギー・明るさ・快活さ……同じ空間にいる

とこちらも気持ちが若返っていくようだ。 

　今年度前期に地球環境論を取った。いくつか話題に

上がった中に水俣病があった。講義だけで終わるのは

もったいないと9人 (院生2， 学部生5， 社会人1， 教授

1)で石牟礼道子著の苦界浄土を読みながら意見交換を

通して，もう少し考えを深めてみることにした。一泊二

日で水俣にも行ってみようと話している。水俣病は私に

とっては，ほぼ同時代の出来事である。学生達にとって

は今でも被害は続き裁判もあるとは言え四大公害病と

教科書で習ったくらいの事だ。しかし地球環境，人権問

題，漁民・チッソ関係者・社会の人々の心惰や葛藤等を

考えながら取り組んでいるのをみると頼もしい。感性に

ハッとさせられ知らず知らず柔軟性を欠いている自分

を感じる。

　実は山登りも趣味の一つだが，山が動ならこちらは静

（知）の楽しみといったところだ。私としては程よくバラ

ンスが取れて居心地が良い。まだまだ受けたい講座があ

り興味は尽きない。この先多くの刺激を期待している。
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【年３回発行】

心から哀悼の意を表します。
（令和元年7月以降届出分）

2019（令和元）年度分，全国473,350筆，鹿児島
県分で教職員共助会集約分と合わせ 6,540 筆の
署名を携えて全国43団体，83名の陳情者ととも
に，１１月２１日に国会陳情を行いました。持続可
能な社会保障制度の確立，子どもの貧困問題や就
学支援，教職員の「働き方改革」と定数改善，定年延
長などの課題の早期解決を県選出 6 名の国会議員に要請しました。陳情
内容が実現するよう，私どもも引き続き各方面に働きかけてまいります。
本報告をもってご協力へのお礼とさせていただきます。ありがとうござ
いました。毎年4月に署名用紙を送付しますので，引き続き署名へのご協
力をお願いいたします。

　今年4月からゆうちょ銀行の送金手数料
は従来比約2.2倍になっております。
　給付用口座が「鹿銀県庁支店・九州ろう
きんのいずれかの支店」の場合，送金手数
料はかかりません。互助組合の運営コスト
の抑制のために，「鹿銀県庁支店・九州ろ
うきんのいずれかの支店」がご利用可能な
方には、引き続きゆうちょ銀行からの口座
登録変更申請にご協力をお願いします。

　大島教育事務所，熊毛教育事務所，屋
久島高校事務室において実施している利
用補助券発行業務について，今後の正式
決定を受けて2020年3月末をもって廃
止する予定としています。今後はWeb
申請と郵送申請を利用することになりま
すのでよろしくお願いします。

署名運動へのご協力ありがとうございました給付用口座登録の変更を
お願いします

宿泊利用補助券発行窓口
（発券業務委託）の廃止について

氏 　 　 　 名
松 山　昌 弘
向 井　範 男
出 水　重 成
宇 都　 　 毅
三 浦　和 夫
植 村　清 壽
蔵 園　淳 一

享年
65
72
69
74
69
73
71

死亡年月日
R01/06/28
H29/10/31
R01/07/10
R01/07/09
H30/02/01
R01/08/31
R01/08/25

退 職 時 所 属
緑 丘 中 学 校
坊 泊 中 学 校
鹿児島工業高等学校
坂 元 中 学 校
鹿児島西高等学校
霧 島 中 学 校
帖 佐 中 学 校

退職者（敬称略）

総合開会式 2019年7月27日（土）鹿児島アリーナ（写真提供：鹿児島県高校総体推進室）

全国高等学校総合体育大会
2019年7月24日～8月20日

　郵便はがきに問題の答え，郵便番号，住所，氏名，感想等をお書きの上，お送りください。（お寄せいただいた感想等は「退
教互だより」で紹介させていただく場合がございます。）正解者の中から，抽選で10名様に図書カードを進呈いたします。
　　〒892-0841 鹿児島市照国町11-35 鹿児島県教職員互助組合パズル係　　※令和2年1月31日（金）必着
第105号の答えは「大正時代（タイショウジダイ）」でした。122名の正解者の中から抽選の結果，次の10名の方々に「図
書カード」をお送りいたしました。おめでとうございました。（敬称略）

市来加津恵　岩川理　上原恵美子　緒方邦彦　黒木憲子　黒木秀明　尻無濵正和　瀬戸口拓也　中村友幸　山﨑温子

応募要項

クロスワードパズル
crossword puzzle

① ② ③ ⑤④

⑥

⑦ ⑧

⑨

⑪

⑯

⑬

⑮

⑭

よこ  のカギ

今回の答えは，締切日以降にホームページ 
（http://www.kyogo.or.jp/)で案内いたします。

①福岡県南西部，家具の大生産地
③物事を避けること
⑥東京都上野にある有名な商店街
⑦主に弱者が強者に対して「憤り・
怨恨・憎悪・非難」の感情を持つ
こと。（仏語）

⑨悟りの最高の位「仏の悟り」を開
いた人

⑩主に美術用語として事物・物体・
対象などの意味を持つ

⑪サッカーはスローイン,ラグビー
は？

⑬香川県といったらこれ
⑮蚊は様々な病気を○○○○します
⑯ラグビーで軽い反則後や密集から
ボールがでない場合に行う試合再
開方法

⑰独りの男性が多数の女性を妻と
することを認める社会,○○○多
妻制

たて  のカギ
①ニュージーランドのラグビーナ
ショナルチームの通称

②火山の噴火時に溶岩の破片が放
出されるときに形成される溶岩
の塊

③英語でマスカレード
④愛媛県の旧国名
⑤江戸幕府旗本大久保忠教，通称
「天下のご意見番，大久保○○
○○○○」

⑥福岡県産イチゴ「福岡S6号」愛
称は？

⑧人を殺めようとする意志，「○
○○を抱く」

⑫写真帳，記念帳，いくつかの曲
を収めたCDなど

⑭1990東西統一，ユーロ圏の産
業・技術大国

問題
クロスワードを解いて，　   の中の文字を並べると，何という言葉になるでしょう。

ヒント
残念ながらベス
ト8，盛り上がっ
たラグビー大会

⑩

⑫

⑰


