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事務局周辺の
施設紹介です！
詳しくは、16頁参照

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

一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会会員数 9,534人

男性
女性

4,724人
4,810人

（令和３年10月１日現在）

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左下のホームをおす
❸右上の人マークをおす ❹｢ＱＲコード｣をおす
❺右のＱＲコードをカメラにかざす ❻｢追加」をおす

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！

お得な割引制度が受けられるハウスメーカーは８社！まずは、資料請求してください！

一般財団法人

滋賀県退職教職員互助会

特典１ 特典２
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事務局としては、なんとか開催出来ないかと検討していたのですが、緊急事態宣言の発出により、
施設や会場が使用できなくなり、やむなく中止となりました。
たくさんの会員様にご応募いただき、楽しみにしてくださっていたのにとても残念です。
「会員の集い」が中止になるのは、初めてのことです。
「第14回会員の集い」は、令和４年９月に「第15回会員の集い」として実施予定です!!
会報誌44号で、改めて応募を受け付けますので、皆様のご参加お待ちしております。

滋賀県に緊急事態宣言発出!!滋賀県に緊急事態宣言発出!!

第14回会員の集い」
残念ながら

開催中止になりました

第14回会員の集い」
残念ながら

開催中止になりました

今年は、「会員の集い」が開催できなかったので、ここでひといきついて…

今までの「集い」を振り返ってみましょう！

今年は、「会員の集い」が開催できなかったので、ここでひといきついて…

今までの「集い」を振り返ってみましょう！

「第２回 会員の集い」

現理事長のマジックです！

「第１回 会員の集い」

京都の大原をウォーキングしました。

「第３回 会員の集い」

園芸教室です！

「第５回 会員の集い」

大学生による落語です！

とても好評でした。

「第４回 会員の集い」人気種目の

グラウンド・ゴルフ大会です。

「第６回 会員の集い」

臨湖名物麻雀大会です！

「第８回 会員の集い」

「仰木太鼓」の演奏です！迫力がすごかったです！

「第 12 回 会員の集い」ハーバリウム作りも

しました！とてもキレイに出来ました。

「第 11 回 会員の集い」

ちあばーる！かっこよかったです。

「第 10 回 会員の集い」

囲碁大会です！

真剣勝負です！

「第 13 回会員の集い」

信楽焼教室です！

「第7回、第９回 会員の集い」

「和紙細工教室」や

「湖東焼絵つけ体験教室」の様子です！
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ワクチン接種の予約や、友人との連絡など様々な場面で、
「LINE」が使われています。

みなさんは、お困りなく「LINE」をお使いいただけておりますか？
この機会に「LINE」を使えるようにマスターしましょう！！

「ミニミニ集い」では、３種類４つのセミナーを企画しました！
各セミナー、定員20名とさせていただきますので、お申込みはお早めに！！

初級スマートフォン教室

集　合：教育会館２階入り口 （9:00）
会　場：教育会館２階 大会議室AB
時　間：9:30-11:30
参加費：無料
講　師：中村　朝子
＊ご自身のスマートフォンをお持ちください

講師の中村先生は、「臨湖」でパソコン教室をされています。
初級の教室では、「LINE」を使ってみたいけど、

ご自身のスマートフォンにまだ入っていないという方必見です。
アプリのダウンロードからLINEの基本的な使い方まで、丁寧に教えていただきます！

中級スマートフォン教室

集　合：教育会館２階入り口 （12:30）
会　場：教育会館２階 大会議室AB
時　間：13:00-15:00
参加費：無料
講　師：中村　朝子
＊ご自身のスマートフォンをお持ちください

講師の中村先生は、「臨湖」でパソコン教室をされています。
中級の教室では、「LINE」のアプリはすでに持っている、文字を送ることはできる…

という方が対象です。「LINE」の便利な機能を教えていただきます。
友だち追加やグループについてもマスターしましょう。

マジック教室

会　場：教育会館２階 大会議室C
時　間：13:30-15:30
参加費：1,000円
講　師：斎藤　俊信（元教育長）　“トビー斎藤”
＊マジックの材料は、準備します

「会員の集い」ではおなじみの斎藤先生に、マジックの楽しさを教
えていただきます。斎藤先生選りすぐりのマジックグッズは、本格
的で、マジック初心者の方にも上級者の方にも喜ばれています。
“トビー”というのは、アメリカで仕事をされておられた時のニック
ネームだそうです。斎藤先生は、お父様が趣味でマジックをされて
おり、小さいころからお父様と一緒に学校や老人ホーム、福祉施
設などを訪問されておられました。
みなさんもマジックを覚えて、ご家族の方や子どもたちに披露して
みましょう！

そこでそこで

「ミニミニ集い」「ミニミニ集い」
を開催!!を開催!!

※申込み方法は、７ページ参照

開催日 ： 令和４年３月16日（水）
場　所 ： 教育会館（大津）
開催日 ： 令和４年３月16日（水）
場　所 ： 教育会館（大津）

緊急特別
企画

緊急特別
企画
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❶

ボタニカルキャンドル作り教室

メール、TEL、FAXでお申込みください。
会員番号、氏名、連絡先（携帯）、参加希望セミナーを
ご連絡ください。
申込締切：令和３年12月28日
（申込者が定員に達したときは、受付を終了する場合があります。）

❸ •令和４年２月中旬に「参加決定通知」を送付します。
（新型コロナウイルスの感染状況により、内容を一部変更して実
施するか、場合により中止することがあります。）
•当日は、マスクの着用や手指のアルコール消毒にご協力ください。
•LINE公式アカウントの登録は、お済みですか？
開催案内等を配信します。（裏表紙参照）

❷ •参加費の必要な教室については、当日受付にて集めさせていた
だきます。（おつりのないよう、ご準備ください。）
•受付での密を避けるため、集合時間に時間差を設けております。
集合時間厳守でお願いします。
•スマートフォン教室に参加の皆様は、ご自身のスマートフォン
をご持参ください。（機器の貸出は、ありません。）

みなさまの参加、おまちしております

一般財団法人 滋賀県退職教職員互助会（担当：西沢）

メールアドレス：2007-5@shigataigo.jp
TEL：077-510-1874　FAX：077-510-1875

一昨年、ハーバリウム作りで大変人気のあった「高島びれっじ」より
今回も講師をお招きし、アロマキャンドルをつくります

集　合：教育会館１階 中会議室前 （9:00）
会　場：教育会館１階 中会議室
時　間：9:30-11:30
参加費：1,000円
講　師：高島びれっじ 中條　祐子

＊応募者多数の場合は、午後にも
　教室を実施する予定です

インテリアとしてもかわいい、
アロマキャンドルを作ってみませんか！
その日にお持ち帰りいただけます。

申込み方法申込み方法
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今回は、高校教師を退職後 近江八幡市で

コーヒー喫茶 ポレポレ を営む 中江 一男 先生を取材しました。

コーヒー喫茶 ポレポレ

〒523-0897 近江八幡市鷹飼町東２丁目１－２ TEL:090-2354-8596（中江）

次はアナタのもとへ取材に伺います！

　中江先生は、高校の数学がご専門で中学から陸上
（400m、400mH）をされていたこともあり、教員時
代はずっと陸上部の顧問をしておられました。（取材の
日も彦根の競技場の視察に行かれていました。）
　「教員時代から、コーヒーが好きでよく喫茶店に行っ
てましたよ」と語って下さいました。
　退職後に何か始めたい！と思っていらっしゃる方
に、いいきっかけになればとお話を聞いてきました。

　店名の「ポレポレ」というのは、スワヒリ語で“ゆったりとまったりと”という意味があるそうです。
　なぜ、スワヒリ語？　店名は、娘さんに関係が深いそうです。気になる方は、お店に由来を聞きにいって
みてはどうですか。
　店内には、アフリカの絵やアフリカの小物、中江先生の趣味のお酒の瓶や漫画がたくさんあり、とてもゆっ
たりとした雰囲気になっています。
　会員のみなさまも、近江八幡にお越しの際は、ぜひお店に行ってみてください。
（※ 水、日定休日。また、趣味のゴルフでお店を閉めている日もあります。）

「人物スポット」では、退職後まったく違う仕事をされている会員様、様々な趣味をお持ちの会員
様にインタビューをさせていただきたいと思っています。スポーツや芸術分野で活躍されている方、
ユニークな活動をされている方…　自薦、他薦問いませんので情報をお寄せ下さい。
（退教互事務局：077-510-1874、メール：2007-5@shigataigo.jp）

　退職後は、畑仕事などをするのもいいですし、グラウンド・
ゴルフなどの趣味で体を動かすということも大事です。
　とにかく何か人と接点の持てることをするということが
大切ですね。
　先日も退職をされた先生が、ご自宅でカフェを始められ
るとのことで相談に来られました。無理せず、楽しく自分に
合ったやり方で人と繋がることが長く続くコツですね。
　もし、カフェ等を始めたいという方いらっしゃいました
ら、いろいろお伝えしますよ。

　喫茶店を始めたのは、退職した年の10月です。
　もう８年も続けています。
　きっかけは、退職前に自宅周辺にある喫茶店が次々と閉店して
しまい、行く店がなくなってしまいました。
　それならば自分でお店をやってみよう！と思ったからです。

コーヒーは、やはり
いれたての香りが
おいしいんですよ！
アイスコーヒーは、
少し寝かせた方が
おいしいですよ！！

喫煙スペースも
あります！

先生のパソコン部屋も
あります！

人物スポット
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次はアナタのもとへ取材に伺います！

中江先生は、高校の数学がご専門で中学から陸上
（400m、400mH）をされていたこともあり、教員時
代はずっと陸上部の顧問をしておられました。（取材の
日も彦根の競技場の視察に行かれていました。）
「教員時代から、コーヒーが好きでよく喫茶店に行っ
てましたよ」と語って下さいました。
退職後に何か始めたい！と思っていらっしゃる方
に、いいきっかけになればとお話を聞いてきました。

　店名の「ポレポレ」というのは、スワヒリ語で“ゆったりとまったりと”という意味があるそうです。
　なぜ、スワヒリ語？　店名は、娘さんに関係が深いそうです。気になる方は、お店に由来を聞きにいって
みてはどうですか。
　店内には、アフリカの絵やアフリカの小物、中江先生の趣味のお酒の瓶や漫画がたくさんあり、とてもゆっ
たりとした雰囲気になっています。
　会員のみなさまも、近江八幡にお越しの際は、ぜひお店に行ってみてください。
（※ 水、日定休日。また、趣味のゴルフでお店を閉めている日もあります。）

「人物スポット」では、退職後まったく違う仕事をされている会員様、様々な趣味をお持ちの会員
様にインタビューをさせていただきたいと思っています。スポーツや芸術分野で活躍されている方、
ユニークな活動をされている方…　自薦、他薦問いませんので情報をお寄せ下さい。
（退教互事務局：077-510-1874、メール：2007-5@shigataigo.jp）

　退職後は、畑仕事などをするのもいいですし、グラウンド・
ゴルフなどの趣味で体を動かすということも大事です。
　とにかく何か人と接点の持てることをするということが
大切ですね。
　先日も退職をされた先生が、ご自宅でカフェを始められ
るとのことで相談に来られました。無理せず、楽しく自分に
合ったやり方で人と繋がることが長く続くコツですね。
　もし、カフェ等を始めたいという方いらっしゃいました
ら、いろいろお伝えしますよ。

　喫茶店を始めたのは、退職した年の10月です。
　もう８年も続けています。
きっかけは、退職前に自宅周辺にある喫茶店が次々と閉店して
しまい、行く店がなくなってしまいました。
　それならば自分でお店をやってみよう！と思ったからです。

コーヒーは、やはり
いれたての香りが
おいしいんですよ！
アイスコーヒーは、
少し寝かせた方が
おいしいですよ！！

喫煙スペースも
あります！

先生のパソコン部屋も
あります！

人物スポット
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「邪推」 近江八幡・蒲生支部　　西村　衛夫
　私の在所では、毎週火曜日に遊園地の広場でグラウンドゴルフの愛好者達がプレーを
楽しんでいる。最近まで時間的余裕のある私が率先して広場に赴き、コースの設定等準備
をして、仲間の集まりを待つようにしていた。
　ある日のこと、仲間のAさん宅に所用で伺うと、いきなり泣いて詫びられるのです。面
食らう私に「先日、仲間の人達にあんたの悪口を言ってしもうてな、すまんかった。」と。
よく聞いてみると、私にホールインワンが多いのは、自分で都合の良いコースを設定して
いるからだと邪推されたようです。
　「ちょっとした親切心が仇に！」ショックだった。
　しかし、このような事態を招いたのは、いつしか勝負にこだわって
「やった！」とばかりに声を挙げていた自分にも非があったのではと
反省させられた。
　今では準備を当番制に改善し、和気藹々とプレーが出来ているのでは
と、内心ひそかに喜んでいる。

「藤井三冠の凄さを思う」 県立第１支部　　岡　良夫
　将棋に興味がない方も藤井聡太三冠のことはご存じだと思います。史上最年少記録を
次々と塗り替えてテレビのニュースやワイドショー等で度々取り上げられているから
です。
マスコミはそういう記録を追い続けていますが、本人は全く考えていないようです。

何せデビュー時に「最強の棋士」と色紙に揮毫したぐらいですから超然とした佇まい
です。
　彼の凄いところは、常に謙虚で真摯に将棋と向き合い、対局相手に敬意を払い、進化し
続けていることです。特に驚いたのはもう少しで高校を卒業できるのに
潔く高校を中退したことです。
　囲碁は数えることで決着しますが、将棋は負けを自ら宣言することで
のみ終わります。そして藤井三冠は華麗な「詰み」によってそこに至る
ところが一番の魅力だと思います。

会員投稿
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「野球一筋　50年」 県立第２支部　　西岡　義夫
　滋賀大学学芸学部卒業（1958）後�①淺井東小学校３年�②淺井北中２年�③伊香高15年�
④虎姫高13年�⑤長浜商工高５年。定年退職後�⑥長浜北高４年�⑦彦根総合高６年�⑧花園
大学３年。
　その間、野球の指導で中学１、高校43,、大学３、湖北ボーイズ３の50年間、令和元年
（2019）３月末で花園大学を最後に83歳で監督生活を終えました。伊香甲子園初出場第
50回大会、第55回記念大会と49回の選抜大会に甲子園、花園大学では65回記念大会に
創部26年目に初の神宮球場に出場。
　振り返ると全て選手と幸運に恵まれての憧れの晴れ舞台でした。
　去年日大アメフトの試合で指導者の在り方に大きな波紋が生じ、小、中、高、大の監督
はどう在るべきか？と世の中が混乱しました。
　一昨年、中曽根元総理の死去の際に、在りし日の総理の『国と国との交流も結局、人と

人との愛情の交わりが平和をもたらす』という言葉を思い出しま
した。
　自分自身、教師として監督として果たしてどうだったのか？間違い
もあったと思いますが『ただ一人一人に情熱をぶつけて接してきた』
と回想しています。

「“仍而”免状如件（よって めんじょう くだんのごとし）」
県立第２支部　中川　長司

　このほど囲碁の初段に任ぜられた中邑菫さんという十歳の子が紙上に紹介された。小学
校の低学年であるのに大人に伍しての見事な腕前には驚嘆する。
　ところで、その初段の免状は権威づけの故か古色蒼然たる文言に少なからず驚いた。�
昔から続いた免状の形式であり、簡単に変えられぬものかも知れないが果たしてこれをスラ
スラ読めて理解できる人が何人いるだろうか。菫さんはさておき、その両親、祖父母ですら
困難ではなかろうか。その昔、漢文を習った八十五歳の私には何とか読めて理解できたが、
平成の世は過ぎた今、免状も一新して平易なことばにしたらと思うことしきりである。
（仍而免状如件（よって　めんじょう　くだんのごとし）とは、「このようなわけで初段
の資格をあなたにあげるしだいです」ということであろう）
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■預貯金の払戻し制度
遺産分割の前でも亡くなられた方の預貯金を一部払い戻すことができます。

■自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言を作成するときに、財産目録は手書きで作成する必要がなくなりました。
■遺言書保管法
法務局において、自筆証書遺言を補完する制度ができました。
■特別の贈与の制度
亡くなられた方の親族で療養看護等を行っていた方は、相続人に対し、その貢献に応じた金銭を

請求することができます。
■配偶者の居住の権利
亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた建物に住み続けられやすくなりました。

講師：長棟 治夫 先生

（金融広報アドバイザー）

11月５日（金）

教育会館大会議室

セミナーには、たくさんの会員様にご参加いただきました。
「金融セミナーⅡ」の内容の一部を紹介します。参考にしてみてください。
　平成31年1月より段階的に実施されてきた相続に関する以下のルールの改定が
すべて施行となりました。（会報41号でも紹介しています。）

一例として
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会　　　場� 令和４年２月４日（金）
時　　　間� 退教互で指定

場　　　所� 滋賀県教育会館

相　談　費� 無料

形　　　態� 個別相談

税　理　士� 横井　昭次（税理士法人�横井会計）

申込み方法� �電話、FAX、メール、ハガキで�会員番号、氏名、住所、連絡先、相談
内容をお知らせください。

申込み締切� �令和３年12月17日（金）�
＊相談を申し込まれた会員様には、後日詳細を送付します。�
＊相談に必要な書類をご準備ください。�
＊時間の指定は、できませんのでご了承ください。�
＊申込人数によっては、実施されない場合もあります。

申込み先：滋賀県退職教職員互助会
電　話：077-510-1874
ＦＡＸ：077-510-1875
メールアドレス：2007-5@shigataigo.jp
住所：520-0051	
　　　大津市梅林１丁目４－15　滋賀県教育会館２階

税務相談 を実施します

確定申告には、
何が必要なんだろう？

確定申告や相続税など税金についてお悩みの方、
プロの税理士に相談してみませんか？
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事務局からのお知らせ

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。医療機関での証明として
診断書を送付いただく場合、コピーでも結構です。
　また、令和４年４月より、療養者氏名、傷病名、
生年月日、入院期間、医療機関名、医療機関の所
在地、電話番号、医療機関印のあるものに限り「入
院証明書」の提出も可とします。

生涯生活設計活動支援事業
　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年に一回最高１万円を助成しています。

ホームページをリニューアルします！
　近々、ホームページをリニューアルする予定です。ぜひホームページをチェックしてみて下
さい。
　「事業計画」、「予算書」についてもホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。
エクシブのネット予約の際も、当会のホームページより予約ページに進んでください。
※�エクシブネット予約　【ID】stg00001 【パスワード】shigata（LINEの場合もこの【ID】�
【パスワード】が必要です）
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「表紙の説明」です！
事務局の周辺紹介事務局の周辺紹介

ココです！

事務局長ご愛用の

パン屋さんです！

大津駅で～す！

駅の２階には、

レストランやホテルが

あります。

法務局です！

毎年登記に行きます！

NHK 大津放送局

令和３年４月 19 日から、

この場所に移りました。

会報 39 号（令和２年３月

発行）の表紙では、まだ

建設中でした！

大津地方裁判所です！

教育会館の土地問題で、

裁判中です。

“カニ”が登っている

ように見えませんか？

滋賀県庁です！

映画やドラマの撮影によく

使われています！

フレンチが

おいしいお店です！！

おまけ情報です。

コロナ前は、

よく飲みにいって

ました！（笑）

天孫神社です。

春には絶好の

お花見スポット

です。
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令和２年９月１６日から令和３年９月１５日までに満８５歳を迎えられた皆さんです。

寿福

青　木　義　之
阿　閉　惠之助
安　土　　　徹
阿　藤　市太郎
姉　川　敏　彦
安孫子　義　昭
猪　飼　俊　江
井　口　盛　彦
石　岡　昌　一
石　田　美　男
礒　崎　はるえ
板　坂　康　子
一伊達　　　晃
井　上　朱　美
膽　吹　秀　憲
今　井　幹　子
今　村　茂　樹
上　川　純　子
上　野　和　子
上　野　浩　一
上　野　幹　雄
宇　野　喜　伸
越　後　道　夫
尾　岡　孝　之
太　田　　　正
大　塚　ヒ　サ
大　橋　紀　孝
岡　田　明　彦
岡　田　みえ子
岡　本　登代子
隠　岐　博　和
長　山　慈　信
小　野　忠　良
狩　野　博　昭
加　納　安　治
上加世田　クニ子
河　方　稀美子
川　北　　　貢
川　崎　健　一
木　田　忠　義
北　川　紀代子

北　川　マスミ
北　川　美千代
木　谷　　　齊
木　村　一　枝
木　村　　　晉
木　村　傳　平
木　本　　　靜
草　野　信　子
黒　川　了　洲
上　阪　妙　子
小　関　義　正
小　林　悦　子
小　林　佐榮子
小　林　田鶴子
小　林　義　昌
小　松　千加子
坂　口　道　夫
佐　々　高　俊
佐々木　　　節
佐々木　妙　子
佐　藤　享　子
澤　井　ヤス子
塩　沢　節　子
茂　森　正　義
清　水　　　学
下　原　武　志
下　村　　　均
杉　本　以扛子
鈴　木　義　之
須　田　節　子
薗　川　　　晉
薗　川　富　子
高　田　嘉　秋
髙　橋　千　枝
竹　内　清　美
竹　内　佳　子
田　代　康　雄
辰　巳　眞佐榮
溪　　　　　久
谷　　　幸　子
谷　村　啓　吉

種　橋　映　子
千　代　芳　子
茶　木　富佐子
都　賀　慶　子
塚　原　美智子
辻　　　廣　之
辻　川　郁　子
堤　　　鈴　代
出　口　重　徳
寺　村　新　悦
長　井　　　幸
仲　尾　嘉　宏
中　澤　雪　子
仲　西　恭　介
中　野　艶　子
中　原　之　子
名　越　文　代
西　尾　初　音
西　川　與史雄
西　田　清　香
西　村　哲　英
西　脇　法　雲
法　山　文　雄
橋　口　恵　永
長谷川　智恵子
畑　野　喜千代
羽　野　冨士雄
濱　原　清　子
速　水　照　子
樋　上　敬　雄
平　尾　　　勇
広　島　幸　正
廣　田　一　夫
福　田　敬　子
藤　井　賢　栄
藤　岡　堅　次
藤　澤　善　成
藤　谷　謙　正
藤　村　常　子
藤　本　秀　暁
藤　本　誠　二

麓　　　敬　子
古　子　澄　江
鋒　山　茂　夫
堀　口　民　雄
本　田　恒　夫
本　多　　　光
前　田　道　代
松　井　俊　正
松　島　順　一
松　田　幸　雄
松　宮　忠　夫
三　原　芳　子
三　村　正　子
三輪田　修　道
向　井　了　暢
村　井　啓　子
村　田　惇　一
村　田　喜　子
室　谷　八重乃
目　片　剛　三
森　田　孝　一
森　田　幸　子
森　田　ひさゑ
森　地　和　満
森　野　栄次郎
森　本　光　瑛
諸　角　三　男
安　居　敏　博
安　田　正　恵
安　村　久美子
山　口　ふ　じ
山　田　　　哲
山　田　修　子
横　井　阿佐子
吉　川　貞　美
吉　川　義　治
吉　口　勝　郎
吉　田　一　彦
吉　村　仙二郎
渡　邉　祥　子

アイウエオ順、敬称略
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　当会から会報誌をお届けすることができない方々です。連絡先をご存知の方は事務局までご一報ください。
昨年に引き続き今年も掲載させていただいている方もいらっしゃいます。情報はいただいているものの、
確認作業中という方も掲載しています。
　年賀状を出すこの時期、皆様の情報をお待ちしております。（敬称略）

皆様からの投稿を歓迎します
会報誌の発行が年２回になりました。会報40号より、インタビュー等掲載！

スポーツや芸術分野で活躍されている会員様、ユニークな活動をされている会員様教えて下さい!!

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

お尋ねします

お尋ねします

磯　部　ギン子	（東近江市）
岩　本　浩　運	（守山市）
大　橋　ふ　さ	（近江八幡市）
岡　　　猪三郎	（栗東市）
奥　野　照　子	（大阪市）
片　桐　知　子	（大津市）
金　山　准　治	（竜王町）
近　藤　尚　文	（神戸市）
柴　原　二三子	（大津市）
谷　口　初　美	（高島市）

寺　田　隆　彦	（栗東市）
西　村　　　進	（大津市）
橋　本　よし子	（彦根市）
東　　　幸　子	（近江八幡市）
深　田　節　子	（野洲市）
福　永　貞　子	（近江八幡市）
松　下　好　朗	（甲賀市）
松　宮　一　信	（大津市）
眞　山　正　子	（東近江市）
山　田　まつ子	（長浜市）

山　本　美　恵	（大津市）
吉　川　喬　子	（草津市）
吉　田　凡　子	（湖南市）
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　お彼岸には曼殊沙華の真っ赤な花が咲き、次は
金木犀の花が甘い香りを漂わせました。秋も深ま
れば、皇帝ダイアの花が咲き誇ります。今、新型
コロナ感染症の影響で、人々の生活は落ち着かな
い日が続いていますが、自然の花々は季節を忘れ

ず、泰然と自分のサイクルを守り続けています。
私たちも見習い、日々の生活を充実させていきた
いものです。
　残念ながら、「第 14回会員の集い」は中止にな
りましたが、代わりに令和4年3月16日（水）に「ミ
ニミニ集い」が行われることになりました。みん
なで参加し、今度こそ楽しいひと時を過ごしましょ
う！お待ちしています。

編 集 後 記

　令和３年５月１日から令和３年９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）
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）
猪　飼　操　子
井　村　榮　子
臼　井　隆　司
大　倉　奎　子
木　原　武　雄
澤　田　享　子
関　谷　　　勇
谿　　　き美江
田　村　カ　ズ
中　野　勝　彦
豆　田　滋　子
松　田　良　男
矢　野　礼　子
吉　田　恒　昭

（彦根・愛犬支部）
安　食　卓　明
石　部　清　和
内　田　節　子
小野美　ナミエ
髙　木　　　誠
中　山　壽　恵
西　澤　廣　子
藤　井　幸　子
松　村　久　子
南　畑　憲　三
村　上　美惠子
森　田　久　也
渡　辺　文　子

（長浜支部）
赤　井　和　子
石　田　正　和
稲　葉　邦　夫
北　川　浜　枝
酒　井　弥代子
冨　永　文　衛
林　　　正　哲
福　永　吉　平
藤　本　信　子
堀　江　敏　子
横　山　正　孝

（近江八幡・蒲生支部）
蒲　生　祐　子
小　森　初　子
園　田　幸　子
西　村　辰　雄
福　山　　　隆
安　居　奥一郎

（びわこ南支部）
市　川　壽　郎
植　野　政　枝
澤　　　久　美
新　庄　三知子
高　谷　孝　行
田　中　辰　枝
馬　場　礒　和
福　永　達　全
三　上　久　吉
山　本　富　夫

（甲賀・湖南支部）
黄　瀬　笑　子
城　山　ナ　カ

（高島支部）
青　木　善　雄
桂　田　は　る
白　瀬　正　博
西　村　眞寿子
八　田　一　枝
濱　野　榮　重
比叡谷　　　正

（東近江支部）
池　内　節　子
大　﨑　弘　子
加　藤　利　行
藤　堂　誠　一
藤　堂　淑　子
中　島　敬　城
西　川　美代子

（米原支部）
西　野　多津子
馬　渕　一　雄
馬　渕　みどり
三　原　榮　一
室　谷　献　治
室　谷　重　治
世　森　旗代子

（県立第１支部）
乾　　　憲　雄
宇　野　優　邦
大　野　富　雄
奥　村　外　子
笠　沼　和　雄
北　野　昭　彦
北　村　幸　代
杉　村　み　ち
田　中　　　孝
月　村　至　文
中　野　善　夫
福　井　義　治
真　山　保　雄
水　野　貴美江

（県立第２支部）
今　西　　　肇
櫛　田　成　子
武　久　善　彦
中　村　和　子
長谷川　育　子
藤　井　　　暲
松　田　茂　夫
宮　戸　歓　一
村　口　清　子
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事務局周辺の
施設紹介です！
詳しくは、16頁参照

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

一般財団法人
滋賀県退職教職員互助会会員数 9,534人

男性
女性

4,724人
4,810人

（令和３年10月１日現在）

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左下のホームをおす
❸右上の人マークをおす ❹｢ＱＲコード｣をおす
❺右のＱＲコードをカメラにかざす　❻｢追加」をおす

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！

お得な割引制度が受けられるハウスメーカーは８社！まずは、資料請求してください！

一般財団法人

　滋賀県退職教職員互助会

特典１ 特典２




