
一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会会員数 9,330人

男性
女性

4,597人
4,733人

（令和２年5月１日現在）

一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会

〒520-0051　大津市梅林一丁目４－15　滋賀県教育会館２階
TEL 077（510）1874 FAX 077（510）1875
e-mail info@shigataigo.jp URL http://www.shigataigo.jp

宛名ラベルに、あなたの所属する支部名・会員番号が記載されていますのでご確認ください。

http://www.shigataigo.jp/

右のQRコードをよみとると
スマートフォンからも簡単に
ホームページをチェック出来ます！！

最新情報をお届け

会員証でどんな割引が受けられるの？
各種様式のダウンロード
退職教職員互助会の最新情報が知りたい

旅行に行きたいのでいい宿泊先がないかな･･･
滋賀退教互 検索

ホームページをご覧下さい
TEL 077（510）1874

〒520-0051
滋賀県大津市
梅林一丁目
４番15号
滋賀県

教育会館
２階

スマホから《友だち追加方法》 ❶ラインアプリを開く　❷左下のホームをタップ
❸右上の人マークをタップ　　　❹｢ＱＲコード｣をタップ
❺右のＱＲコードをカメラにかざす　❻｢追加」をタップ

に登録すると当会からのお知らせが受け取れます。

住宅取得支援制度事業について

住所が変わられたり、会員様がお亡くなりになられた時には、ご連絡下さい。
同住所に複数の会報誌をお届けする場合があります。１部でよい方は、お知らせ下さい。

退教互からお祝い金を給付！

40号りよだ
互教退

「会員の集い」に
たくさん参加
してね！ 創刊号は

白黒だったのね !?



「退教互だより」も今回で、４０号！ 

 楽しみに読んでくださる皆様のお陰です。歴代の理事長にメッセージと近況をお願い

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ずっとずっと走り続けて」           深田 弥行 

 「退教互だより」40号発刊おめでとうございます。思えば平成 18年、今は亡

き飯田武初代理事長を中心に「互助会設立準備委員会」をたち上げ、会運営の諸

問題を協議し一応の体裁を整えてのスタートでした。当時から 6,400名の会員で

構成という大集団でした。そんな大集団の産婆役を買って出て下さったのが当時

県福利課の瀬津さんでした。定款や法人手続などなど。そんな折「やっぱり会の

動きやら支部活動情報などを知ってもらうことが大切」という多くの声に押され

て、このたよりが誕生しました。以来多くの皆さんから“待たれる機関紙”とし

て歩んで来られました。 

これからも、ずっとずっと走り続けて下さい。

 「街歩き」                     岡田 明彦 

 「退教互だより」発刊 40 号達成おめでとうございます。 

さて、私はかつて体力がそこそこあった時には、山歩き・スキー・馬術・カヌー・楽器演奏

など趣味と体力維持のため励んできましたが、８０歳を超えてからは「街歩き」を楽しんでい

ます。 

 街歩きの良いところは好きなところを一人でもマイペースで歩けることです。気に入った場

所で自由に休め、良いと思う店を覗いたり食事したり出来ます。体調や天候の状況によって、

途中で中止して鉄道やバスで帰ることもできます。近年では大阪の環状線沿い、東京の山手線

沿い、最近では名古屋の地下名城線沿いを歩いています。 

これからも体力のある範囲で各県庁の所在地中心にぼつぼつ歩きたいと思っていた矢先、今

回のコロナ禍。緊急事態宣言により、他府県に出かける夢は一時諦めざるを得ない状況で、地

元の田舎歩きをしているところです。 
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「白南天」 安佛 久夫

「退教互だより 40 号」おめでとうございます。 

「募る愛・深すぎる愛」。素敵な表現ですが、実はこれ､「白南天」の花言葉。

突然、なぜ「白南天」かといえば、実は、１６年前､妻が嵯峨野へ旅したとき、

白南天の実をいただいたのが始まり。貴重種なのでその実を植え、我が家の庭先

で育っています。 

「さざなみ」という消息集があり、私は５年前から、「白南天の幼木をどうぞ」

と、発信してるが誰も貰ってくれない。9,000人を超える読者の「退教互だより」。

あなた「白南天はいかが」。先着３名様に限りますが…。

「来春こそ平穏のなかで」   楠本 恭久 

 退教互だよりも、皆様のおかげでついに 40 号を迎え

ました。 

さて今年は、世界で猛威をふるう新型コロナウイルス

感染拡大の中、我々の大切な支部総会が中止になり、施

設も休館、学校の教育までも休校となり、入学式や子供

たちとの出会い、楽しい日々がないまま４月が終わろう

としています。 

 私たちは、60 才以上の集まりです。コロナに打ち勝

つ為に３密を控え一人で体操、ウォーキング、読書、趣

味等へ興じる事です。 

私は、趣味のマジック練習や新ネタに勤しんでいま

す。時間があればお披露目しましょう。 

こんな時期、笑ってもらう川柳を紹介します。 

・マイナンバー なんまいだーと まちがえる

・妻旅行 オレは入院 犬ホテル

・景色より トイレが気になる 観光地

 終息の日は必ずやってきます。その日までガマン、 

ガマン、ガマン、ガマンの連続です。

歴代の理事長が興味深いお話をしてくださいました。 

今回号では表紙に、40号発行までのさまざまな会報誌をちりばめてみました。創刊号

は白黒だったんですね。また、表紙に写真やイラストを多く載せる工夫もしました。 

たくさんの会員様に愛される「会報誌」を今後も作っていきたいと思います。
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役員名簿� （令和２年６月 12日現在）
※新の付いている方は、令和２年 6月 12日評議員会新しく選任された役員です。

役　員（任期：令和２年６月12日から２年後の最初の評議員会まで）� （敬称略）
役 職 名 氏　　名 ※ 備　　考
理�事�長 楠本　恭久 近江八幡・蒲生支部
副理事長 寺村銀一郎 県立第２支部
副理事長 小川　　亘 甲賀・湖南支部
副理事長 内海　善夫 （一財）滋賀県教職員互助会
理　　事 八代　　益 大津支部
理　　事 北川　浩志 彦根・愛犬支部
理　　事 中川　　巧 新 長浜支部
理　　事 勝田　即榮 近江八幡・蒲生支部
理　　事 小島　芳春 びわこ南支部
理　　事 川㟢　　功 高島支部
理　　事 久田美智雄 東近江支部
理　　事 宮永　房一 新 米原支部
理　　事 水野　民男 県立第１支部
理　　事 澤　　豊治 （一財）滋賀県教職員互助会
理　　事 井上　博人 （一財）滋賀県教職員互助会
理　　事 竹元　豊一 新（一財）滋賀県教職員互助会
監　　事 松㟢　敏和 大津支部
監　　事 松井　史郎 びわこ南支部
監　　事 鈴木　喬三 県立第１支部
監　　事 久保田雅樹 （一財）滋賀県教職員互助会
監　　事 横井　昭次 税理士

評議員（任期：平成29年６月16日から４年後の最初の評議員会まで）� （敬称略）
氏　　名 支　部　名 ※ 氏　　名 支　部　名 ※

陌間　　實 �大津支部 名倉　　勇 甲賀・湖南支部
中村　俊子 �大津支部 堤　　章代 甲賀・湖南支部
釜淵　佳明 �大津支部 原田　知明 �高島支部 新
水野　隆雄 �彦根・愛犬支部 山川　和子 �高島支部
村　良子 �彦根・愛犬支部 山本　　均 �東近江支部
藤森　　勉 �彦根・愛犬支部 小西眞知子 �東近江支部
伊吹　正彦 �長浜支部 西野　　勲 �米原支部
二宮　典子 �長浜支部 新 立木　純子 �米原支部
辻　　正明 �長浜支部 大㟢　悦男 �県立第１支部
小中　健三 �近江八幡・蒲生支部 桑原由紀子 �県立第１支部
村井ひとみ �近江八幡・蒲生支部 竹村　貞男 �県立第１支部
白井　安夫 �びわこ南支部 川戸　健一 �県立第２支部
清水佐代子 �びわこ南支部 堤　　律子 �県立第２支部
内田　康夫 �びわこ南支部 小川　　弘 �県立第２支部
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☆「ボランティア人材バンク」へ
登録してみませんか ☆

　退職教職員互助会では、幅広い分野における人材を発掘し、その情報を提供することにより学校教育活
動を支援するため「ボランティア人材バンク」への登録をお願いしています。
　ボランティアの内容は様々です。校外学習や遠足の引率補助、読書ボランティア、ゲストティーチャー、
パソコンや英語の教育補助、音楽会での演奏、クラブ等の指導、外国籍児童の支援、講演会など。
　ぜひ、この機会に「ボランティア人材バンク」に登録してください!!

○新規登録される方	 	下の登録用紙に記入し、退教互事務局まで郵送してください。（Fax可）7月15日締
め切りです。締切日以降の提出分は、次年度の名簿掲載となります。登録いただい
た方には登録証を交付します。

○登録済みの方	 	再登録の必要はありませんが、登録内容の変更や登録の取り消しをされる場合は
事務局まで連絡ください。

＜支援の方法＞
登録　⇒　学校へ名簿を提供　⇒　学校から退教互事務局へ派遣依頼　⇒　学校・登録者の間で調整	
⇒　派遣（退教互からは、集合地までの実費旅費等を支給）

お問い合わせ：
一般財団法人滋賀県退職教職員互助会
〒520-0051　大津市梅林一丁目4-15　滋賀県教育会館内	
電話　077-510-1874　	FAX　077-510-1875

退教互人材バンク登録用紙

ふりがな
氏 名

（男・女）
生年月日

（大正・昭和）

　 　　年　　 　月　　 　日

職 業

住 所
〒

T E L 自宅
勤務先 F A X

E-mail

専門・得意分野

資格・経験・活動内容

✂︎
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～竹灯籠を作る川田藤孝さん～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

趣味で竹灯籠を作っている川田藤孝さ

んにお話を伺いました。長浜農業高校で

26 年お勤めになっておられ、現在も非

常勤講師をされています。専門は、農業

土木と造園だそうです！農業情報処理

にも長年関わっておられます。 

西沢：いつ頃から作りはじめたのですか？

川田：2018年 11月、湖南三山の長寿寺を訪
れた際、入口の古民家に竹灯籠が 50本
ほど置かれていて幻想的な様子に引き

込まれ、ぜひ、 自分でも作ってみたい

と思いました。

竜王町で講座をやっていると聞き、その

日に申し込みました。

西沢：竹灯籠を作るうえで難しいところは？

川田：竹灯籠のデザインとなる、図案の見本があまりな

いので、図案を手に入れるのが大変です。

ネットの切り絵図案なども活用しています。

また、細かい作業が多いので手が震えてずれてし

まうこともあります。

作品を作るのに、10日から２か月くらいかかるも
のもあり、飽きてしまう時もあります。

彫り進めると、細いところは、折れてしまうこと

もあります。

瞬間接着剤の力を借りることもあります。
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西沢：竹灯籠作りのいいところは？

川田：集中できるんです！

時間を忘れて没頭できます。雨の日や、食後のちょっとした時間に机の 

少ないスペースでできるんです。

外で体を動かすことも好きですが、家の中で手元に集中することも面白

いですよ。

以前に竹灯籠を納めたお寺さんの友人で、陶器の灯籠を作っておられる

方が いらして、機会があれば陶芸にも挑戦したいと思っているんです。 
素敵なものを見ると、作ってみたいなと思うんですよ。

長農時代に木製の看板を作ったり、竹材の有効活用として、竹炭の消臭

剤を作ったりもしました。ものづくりが好きなんです。

次は、アナタのもとに！！ 

新企画として始めました 

「人物スポット」は、様々な 

趣味や、興味深い活動をして

おられる会員さんを取材し、

掲載させていただきたいと

思っています！ 

自薦、他薦問いませんので 

ぜひ紹介してくださいね！ 

手  順 

❶材料の竹の

節間を切る

❷表皮を鉈ではぐ

❸サンダーをかける

❹カーボンで図柄を写し、

ミニルーターで彫る

❺細かいところは

デザインカッターで

修正

材料を買うと、700円
～800円程度かかるそ
うです！

歯医者さんみたい！！
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検索知るぽると滋賀

セカンドライフの
お金の心得

　セカンドライフに突入すると、現役時代よりも時間にゆとりができる反面、お金のことが心配な人も多い
のではないでしょうか。定年退職後にお金の面で気を付けたい３つのポイントを、金融情報の専門家である
金融広報アドバイザーがお伝えします。

〇働いて得る収入がなくなったとして、家計の収支を考えておく
　定年退職後も無理のない程度で働いて、できるだけ長く収入を得ることが理想ですが、もしもその収入が
なくなった時に家計がどうなるのかを考えておきましょう。将来の家計の推移を試算し、早いうちから備え
ておくことが大切です。まずは、手元に入ってくる年金等の額と、出ていく生活費の大まかな金額を試算し
ます。収入が減ったことで、支出が収入を上回るようであれば、貯蓄でカバーできるのか、毎月いくらの節
約が必要なのかを計算し、状況によっては、現在の支出を見直して貯金に充てることを検討しましょう。家
計の収支が分かっていれば、出費が必要な際にも安心して使うことができます。

〇預貯金口座、投資用口座の整理
　皆さんは、銀行や郵便局、証券会社等の口座をいくつお持ちですか？現役時代に取引上の義理などで開設
したけれど放置している、といった口座がある場合は、一度整理することをお勧めします。取引口座は、多
くても３つまでにまとめるのが理想です。取引口座が多すぎると、預貯金等の合計額が分かりにくいですし、
万が一のことがあった時に、残されたご家族が相続の手続きで相当苦労することになるためです。さらに注
意が必要なのは、インターネットやスマホのみで取引をしている口座をお持ちの場合です。ネット口座の存
在を伝えていないと、ご家族は口座があったことすら分からず、相続の財産調査の際に発見されないことが
ありますので、エンディングノート等を活用して金融機関名を書いておきましょう。

〇不要な物は処分する
　長年暮らした家の中に物が溢れかえっている、というのはよくあることです。時間を見つけて少しずつ整
理整頓をされてみてはいかがでしょうか。まだ使えそうな不要品は、リサイクルショップに買い取ってもらっ
たり知人に譲るなどして、他の誰かに再利用してもらうのも良いでしょう。一方で、思い出の品や貴金属等
の大切な物の保管場所には十分に注意してください。タンスにしまい込んでいた高額のお金を家族が知らず
に処分してしまい、ゴミ集積所で発見されたという笑えない話もあります。
　セカンドライフでは、家計や資産をしっかりと管理してお金の心配事を減らし、健康に留意しながら日々
を楽しむことが、心豊かに過ごすための秘訣だといえるでしょう。ぜひ実践してみてください。

　滋賀県金融広報委員会　
　金融広報アドバイザー　小野みゆき（ファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士）

　滋賀県金融広報委員会（愛称：知るぽると滋賀）
は、中立・公正な立場から、暮らしに身近なお金
に関する情報の広報活動を行っています。詳しく
はホームページをご覧ください。
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「人生100年時代のお金の話」（入門編）

たくさんの

お申込み

お待ちして

おります

申込み方法

・会員番号、氏名、連絡先を TEL、メール、FAXでお知らせください。
・申込み〆切りは、令和２年９月３０日（水）
・１０月１日（木）に参加決定通知書を送付します。
　（申込者多数の場合は、抽選になります。）

一般財団法人滋賀県退職教職員互助会（担当：西沢）
メール：2007-5@shigataigo.jp 
TEL: 077-510-1874 FAX:077-510-1875

※申込み後にキャンセルされる場合は、必ずお電話下さい。
※新型コロナウイルスの状況で、開催を中止する場合があります。
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第13回「会員の 集い」が
　　　   守山で 開催されます！
第13回「会員の 集い」が
　　　   守山で 開催されます！

会場は、ライズヴィル
　　　　都賀山で～す!
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第13回「会員の 集い」が
守山で 開催されます！

第13回「会員の 集い」が
 守山で 開催されます！

会場は、ライズヴィル
　　　　都賀山で～す!
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11 月に、金融セミナーⅡを予定しております。
ぜひ、ご参加ください！！

昨年に引き続き、贈与税・相続税の仕組みを金融広報アドバイザーの先生
にわかりやすく教えてもらいましょう！
昨年、法律が変わったところなどを詳しくおさえておきましょう！
ぜひ、この機会にお金のことを考えてみてはいかがでしょう。
参加費は無料です。

贈与税や相続税は複雑で
よく分からないわ
誰に相談すればいいのかしら

遺言書って
何をかけば
いいのかしら

お金について考える教室

来年の干支はタヌキ？
やったかな

信楽焼の窯元さん（宗仙製陶所）に教わりながら、オリジナルのコーヒーカップやお皿、干支の
置物を作ってみませんか！当日は、土をこねて形をつくるところまでの作業です。
つくっていただくものや釉薬の色は、当日見本を持ってこられますので、当日決めてください！

つくっていただくもの
例えば…　湯呑（２個）、コーヒーカップ（２個）、お皿、干支の置物、茶碗などが作れます

出来た作品は、１か月ほどで焼きあがりです！！
当日、着払い伝票をお渡ししますので、ご自宅に届けてもらっても、または、窯元さんに直接取
りにいっても大丈夫です。

信楽焼の
コーヒーカップや干支の置物を
作ってみませんか！

信楽焼教室第13回「会員の集い」トピックス
ウォーキング大会 約９km

当日、アンケートの
提出をお忘れなく！

園光寺
野洲市の円光寺は野洲駅から徒歩10分、久野部の交差点
に建つ天台真盛宗の寺院。ここは江戸時代中期に同じ村
にあった天台宗の長福寺と、天台宗真盛派の圓光坊が合
併され圓光寺と称する。長福寺は最澄の開基と伝えられ、
聖観音立像を本尊とし、圓光坊は阿弥陀如来坐像を本尊
とし、それらは今も圓光寺の本尊として祀られている。

＜仏像ワンダーランド＞
当日、時間が合えばいつもは見ることのできないお宝を特
別に見せていただけるかもしれません。

上の岩の切れ目
は、盗賊が盗んで
持ち帰ろうとした
んだって

標高 226m登って
下ります。

到着：野洲駅（北口）

園光寺見学

昼食：シルバーハローワークプラザ野洲

大塚山古墳

桜生公園（大岩山古墳群：甲山古墳・円山古墳）

福林寺摩崖仏

妙光寺山摩崖仏

稲荷神社8号線横断

集合：野洲駅（南口階段下のセブンイレブン前） 9:00

※交流会参加の方は、ライズヴィル都賀山のバスが野洲駅まで迎えに行きます！
　希望される方は、申込はがきに記入してください。

野洲の古代（大岩山古墳群と小摩崖仏群）を訪ねて
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依然

　過去に 1 年以内で終息したパンデミックは殆どないそうです。 一見終息したとしても、 第２波や第３波もあるか

もしれません。
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依然

　過去に 1 年以内で終息したパンデミックは殆どないそうです。 一見終息したとしても、 第２波や第３波もあるか

もしれません。

17

第40号



「事業報告および事業計画」、「収支計算書、
正味財産増減計算書、貸借対照表」について

　昨年度までは「事業報告」と「収支計算書」については、退教互だよりに
掲載しておりましたが、本年より当会ホームページに上記全て記載して
ありますので、ご確認ください。

入院見舞金
入院見舞金の請求はお済でしょうか？
◆対象年齢・・・55歳以上 70歳未満
◆入院日数・・・継続して5日以上
◆請求期限・・・入院をされてから３年
◆給付金額・・・1日 1,500 円

　（同一傷病で10万円まで）
入院見舞金の請求には、請求書に医療
機関での証明（有料）が必要です。

当会では、会員が退職後の再就職に備える
ため、または生涯学習の一環として厚生労働
大臣指定教育訓練講座を受講した場合、本人
が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一
部として、３年に一度最高１万円を助成して
います。
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　記念すべき 40 号と
なる本号の表紙をこれ

までの退教互だよりの表紙が飾っており、懐かしく思
われた方も多いのではないでしょうか。
　本年度より年２回の発行となりますが、充実した紙
面となるようがんばって参ります。
　さて、我々が現職のときには経験もしなかった年度
末から新学期にかけての休校措置。突然訪れた非日常

編 集 後 記 に子どもたちも教職員も保護者も戸惑いながらの日々
を過ごしたことでしょう。ウイルス感染の終息宣言の
もと、元気な子どもたちの声が学校に響き、第 13 回
の「会員の集い」が盛大に開催されることを願ってい
ます。

令和２年度編集委員
伊東　豊　　　加藤　敏子
静　　修　　　平池　利生

　令和２年２月1日から令和２年4月30日までに届出のあった物故者は下記の会員でした。　（敬称略）

皆様からの投稿を歓迎します

謹んでご逝去をお悔やみ申し上げます謹んでご逝去をお悔やみ申し上げます

（大津支部）

井　上　由喜子
奥　澤　眞理子
黄　瀬　君　枝
木　村　和　子
師子堂　正　氣
白　子　昭　子
寺　元　重　吉
濱　田　秀　之
眞　嶋　満　輝
三ツ浪　里　榮
村　松　壽惠子

（彦根・愛犬支部）

上　藤　利　夫
小　林　久　良
高　瀬　弘　子
西　沢　三　郎
西　村　　　弘

（長浜支部）

梅　園　義　見
富　岡　　　薫
長　瀬　静　子
野　村　俊　明
蓮　溪　ミ　エ
細　井　　　明
村　上　宣　雄

（近江八幡・蒲生支部）

岡　山　繁　男
川　村　五　市
村　地　 　作

（びわこ南）

阿迦井　みよ子
安　藤　謙　正
劒　熊　惠　昭
田　中　政　秀
谷　口　き　み
津　田　孝　司

（甲賀・湖南支部）

伊　藤　和　次
井　上　㐂与子

（高島支部）

武　友　仁　義

（東近江支部）

小　林　裕　子
辻　　　貞　子
福　井　孝　全
森　河　冨美子

（米原支部）

堺　　　千代子

（県立第１支部）

赤　井　明　子
菊　香　順　信
持　元　幸　子

（県立第２支部）

北　村　貞　一
谷　川　晴　重
富　永　吉代茂
中　山　　　實
那　須　勇　精
西　川　久　男

会報誌の発行が年２回になり、支部トピックスはなくなります。
会報40号より、インタビュー等掲載予定！おもしろい趣味をお持ちの会員様を教えてください！

１　内容
(1) 随筆（随想、意見、感想など）
(2) 文芸（詩、短歌、俳句、川柳など）
(3) 美術（絵画、書、写真など）

２　投稿方法
(1) 随筆・文芸作品は、320字以内にまとめて右下の受

付場所へ送って下さい。（写真がある場合は100字
程度減らして下さい。）

(2) 美術作品は、写真に撮影したものをお送り下さい。
書は書き下ろしでも結構です。

(3) 本会報誌は、①会の活動や運営報告、②会員相互の
意見交換による親睦交流を二大柱として編集してお
ります。従って、原稿は政治的、宗教的に偏った内
容にならないようにご配慮をお願いします。

３　受付
(1) 原稿は随時受付けていますが、全ての原稿を掲載で

きない場合があります。
(2)メールでの投稿
　メールアドレス　2007-5@shigataigo.jp
(3)郵送の場合
　郵送される際、切り取って使用して下さい。

〒520-0051
滋賀県大津市梅林一丁目４−15
滋賀県教育会館２階

一般財団法人滋賀県退職教職員互助会
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一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会会員数 9,330人

男性
女性

4,597人
4,733人

（令和２年5月１日現在）

一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会

〒520-0051　大津市梅林一丁目４－15　滋賀県教育会館２階
TEL 077（510）1874 FAX 077（510）1875
e-mail info@shigataigo.jp URL http://www.shigataigo.jp

宛名ラベルに、あなたの所属する支部名・会員番号が記載されていますのでご確認ください。

http://www.shigataigo.jp/

右のQRコードをよみとると
スマートフォンからも簡単に
ホームページをチェック出来ます！！

最新情報をお届け

会員証でどんな割引が受けられるの？
各種様式のダウンロード
退職教職員互助会の最新情報が知りたい

旅行に行きたいのでいい宿泊先がないかな･･･
滋賀退教互 検索

ホームページをご覧下さい
TEL 077（510）1874

〒520-0051
滋賀県大津市
梅林一丁目
４番15号
滋賀県

教育会館
２階

スマホから《友だち追加方法》 ❶ラインアプリを開く　❷左下のホームをタップ
❸右上の人マークをタップ　　　❹｢ＱＲコード｣をタップ
❺右のＱＲコードをカメラにかざす　❻｢追加」をタップ

に登録すると当会からのお知らせが受け取れます。

住宅取得支援制度事業について

住所が変わられたり、会員様がお亡くなりになられた時には、ご連絡下さい。
同住所に複数の会報誌をお届けする場合があります。１部でよい方は、お知らせ下さい。

退教互からお祝い金を給付！

40号りよだ
互教退

「会員の集い」に
たくさん参加
してね！ 創刊号は

白黒だったのね !?


