
特別団体予約のお知らせ ※同封のチラシをご覧ください

「キャッツ」福岡公演ミュージカル

春休み

（撮影：下坂敦俊）

劇団四季がキャナルシティ劇場を専有的に使用するのは
この公演が最後となります。

会　　費　3,300円（1,800円補助あり：実質1,500円）
募集対象　会員本人（20、30代の未婚の方）
定　　員　32名（男性16名、女性16名）

教職員互助会 事業課
☎097-556-9292

教職員互助会 ×
OITAえんむす部 交流イベント （旧：大分出会い

応援センター ）

de愛企画
第８弾

互助会がOITAえんむす部とコラボして少しだけ背中を押す交流イベント！

クリスマスに素敵な出会いのお手伝いをします♥
気になる方はお気軽にお問い合わせください。

参加者の声

※定員を超えた場合は抽選（申込書単位）となります。
互助会会員が、募集定員に達しない場合はOITAえんむす部での一
般募集の方が参加します。

12：30～ 受付
13：00～ 16：30 交流イベント
※進行の都合により内容や終了時間が変わる事もあります。
〈会場〉ソレイユ７階 カトレアA
　　　 大分市中央町４丁目２番５号

「いろんな方と直接お話が出
来てよかった。」

「よい出会いをありがとうございました。」

●ダーツゲーム
●小物作り

イベント内容（予定）

PROFILE
昭和28年（1953年）６月１日、大分市生まれ。
大分舞鶴高校―慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
昭和51年（1976年）ＮＨＫ入局。旭川―札幌―名古屋―大阪―東京・アナウンス室で勤務し、
2018年夏に退職。現在はフリーで活躍中。

プロ野球、ゴルフ、陸上競技、スキージャンプなど、およそ40年にわたりNHKのスポーツ実況放送
に携わってきた。
夏のオリンピックでは、1992年バルセロナをはじめ1996年アトランタ、2000年シドニー、2004年ア

テネ、2008年北京、また冬のオリンピックでは1988年カルガリー、1992アルベールビル、1994リレ
ハンメル、1998長野、2002年ソルトレークシティーを現地から実況した。
さらに2012ロンドン、2014年ソチでは現地キャスターを務め、バルセロナ、シドニー、ソルトレークシ
ティーなど数回にわたり開閉会式を担当している。
その間、「立て、立て、立ってくれ」の実況をした長野ジャンプや、日本が金メダルを獲得した北京の
女子ソフトボール決勝など、多くの名場面に立ち会うことができた。
また、ゴルフのPGAツアーや日本オープンを担当し、野球ではイチロー選手や松坂大輔選手のMLB
デビュー戦にも立ち会った。さらにプロ野球の新企画中継「ゆる～く深くプロ野球」なども担当してきた。
現在は、フリー・アナウンサーとして、引き続きスポーツ中継に携わりながら、「NHKラジオ深夜便」

のアンカーや「FMクラシックリクエスト」などの番組、シンポジウムの司会などを務める。

　本講演では、東京オリンピックでの選手の活躍、メジャーリーグ大谷選手
など2021年に話題となったスポーツ界について、また様々なスポーツ名場面
を実況する立場からご講演いただきます。

公 益 事 業

◆入場は無料ですが、入場整理券が必要です。「文化講演会」入場整理券申込書に記入
のうえ、郵送またはFAXにてお申し込みください。

※申込用紙は所属あてに会報発送時に同封していますが、互助会ホームページからダウン
ロードすることもできます。

◆日 時　2022年（令和４年）１月29日㈯
13：30～15：00（開場13：00）

◆場 所　大分県教育会館　多目的ホール（大ホール）
◆定 員　350名（定員になり次第しめきり）

入場
無料

演 題 『スポーツ実況のプロが見た
 　　　 放送席からの名場面』
講 師 フリーアナウンサー（元NHKアナウンサー）

工藤 三郎さん
ク ドウ サブ ロウ

●対象者………

●請求方法……
●祝品の発送…

2022年度（令和４年度）に小学校・小学部・小中一貫校入学、
中学校・中学部入学・小中一貫校7年生になる会員の子。
入学祝品請求書（給規様式第10号）を提出してください。
2022年（令和４年）2月末に所属所へ送付します。

＊夫婦ともに互助会員の方は、双方に給付しますので各々の所属所から請求
書を提出してください。

来年度の入学祝品 給付対象者の調査を始めました来年度の入学祝品 給付対象者の調査を始めました

７～10月送金分の『給付金振込みのお知らせ』を10月末に送付しました。
次回は、11～2月送金分を2月末に発送します。

※互助会では、療養補助金等の給付金を送金した際に、4ヶ月
分の通知をまとめて送金通知書を送付しております。この送
金通知書は、確定申告時において、医療費控除を受ける場合
の 保険金などで補てんされる金額 を把握する際に必要とな
りますので、各自大切に保管してください。

給付係から給付係から 送金通知書は大切に保管してください！送金通知書は大切に保管してください！

5,000円の

図書カードフィールドワーク参加者募集
「厚生事業申込書」でお申込ください。郵送またはFAXで受付します。
（FAX番号097-556-3221）申込用紙はHPからダウンロードできます。

「厚生事業申込書」でお申込ください。郵送またはFAXで受付します。
（FAX番号097-556-3221）申込用紙はHPからダウンロードできます。

2/5㈯～2/6㈰

•会員本人 ………………………………3,200円
•扶養家族ならびに18歳以下の会員の子 …3,200円
•その他の家族 …………………………5,300円

会　費

宿泊ホテルは止むを得ず分宿になります。申込が定員を超えた場合は、第一次抽選①「長崎バスターミ
ナルホテル」、第二次抽選②「ホテルベルビュー長崎出島」、第三次抽選③「長崎ホテルマリンワールド」
で抽選いたします。ご了承ください。

長崎ランタンフェスティバル
長崎市内中心部に約15,000個にも及ぶ極彩色のラ
ンタンや大型オブジェが飾られ、 街を幻想的に彩り
ます。 カラフルな光に包まれた異国情緒たっぷりの雰
囲気を体感することができます。

●1泊2日コース←申込の際はこのコース名を記入して
　ください。

募集人員
40名12月24日㈮ 必着

締 切

2/5㈯
●日帰りコース（昼食付）←申込の際はこのコース名　を記入してください。

募集人員
40名12月24日㈮ 必着

締 切

•会員本人 …………………………… 14,800円
•扶養家族ならびに18歳以下の会員の子  14,800円
•その他の家族 ……………………… 16,800円

会　費

日帰りコース
１泊２日コース

現職・退職合同

旅行主催 ◆大分交通㈱【大分県知事登録旅行業 第2-187号】　
〒870-8691 大分市新川西８-３　℡ 097-532-6368

申込締切
12月３日（金）必着

12/25（土）

髙山辰雄賞ジュニア県美展入賞　杵築市立杵築中学校１年（現在２年）  宮井 すず
みや い

11月10日（水）発行
通算４４２号2021年11月号

発行・一般財団法人 大分県教職員互助会／編集責任者・事務局長  園田泰司／住所・〒870-0951  大分市大字下郡496番地の38 県教育会館内
TEL・097 - 556 - 9292　FAX・097 - 556 - 3221　URL http://www.daikyogo.com/
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行　程（予定）  ※出発地は申込状況により、大分駅前以外にも追加となることがあります。 食事 宿泊施設

大
9：00

分駅貸切バス待機場 ――― 別府 ――― 別府IC ――― 山
10：30～10：40

田SA
（休憩）

 ―――

大
11：50～12：00

村湾
（休憩）

PA ――― 多良見IC/出島道路 ――― ホ
12：40頃

テル

※ホ
（チェックインは15：00以降）
テルに荷物を預け自由行動

朝 ― ① 長崎バスターミナル 
ホテル

② ホテルベルビュー長崎
出島

③ 長崎ホテルマリンワールド

昼 ―

夕 ―

※出発まで、フリータイム　※ホテルに荷物を預け自由行動（チェックアウトは10：00まで）

ホ
13：00出発

テル ―――― 出島道路/長崎IC ―――― 金
14：10～14：20

立SA
（休憩）

 ―――― 玖
15：30～15：40

珠SA
（休憩）

 

―――― 別府IC ―――― 別府 ―――― 大
17：30頃

分駅

朝 ○

―昼 ―

夕 ―

行　程（予定）  ※出発地は申込状況により、大分駅前以外にも追加となることがあります。

大
9：00

分駅貸切バス待機場 ―――― 別府 ―――― 別府IC ―――― 山
10：30～10：40

田SA
（休憩）

 ―――― 大村湾
（休憩）

PA
11：50～12：00

 ―――― 

多良見IC・長崎バイパス ―――― 矢
12：40～13：40

太楼南館
（昼食）

 ―――― 長
14：00～20：00

崎ランタンフェスティバル会場
（自由散策／夕食は各自）

 ―――――― 

出島道路・長崎IC ―――― 金
21：30～21：40

立SA
（休憩）

 ―――― 玖
22：40～22：50

珠SA
（休憩）

 ―――― 別府IC ―――― 別府 ―――― 大
24：00頃

分駅



大分県知事登録旅行業第2-226号（第２種）日本旅行業協会正会員
（株）大分航空トラベル  ＴＥＬ 097-536-0120
※営業時間はパンフレットでご確認ください。

取扱旅行社

ANAをご利用の方
予約がとれ次第、チケット発券となります。予約の変更は原則不
可ですので、お申込みの際はご注意ください。

申込み方法（ANA・JAL共通）
　パンフレット最終ページの［指定パック申込書］
に必要事項をご記入の上、互助会へFAX（097-556-3221）してく
ださい。その後、取扱旅行社から申込代表者へ予約可・不可の連絡
があります。

（パスワード）
daikyogo

指定パック旅行のパンフレットはHPで確認してください指定パック旅行のパンフレットはHPで確認してください

訃報　謹んでお悔やみ申し上げます（敬称略）
大分工業高等学校定時制　　河野　朗彦　　53歳　　2021年９月30日

約1,600万円※

「退職会員の部」掲示板　退職後の安心と生きがいをサポートします

約2,700万円※

なんと‼

生涯の医療費の約６割が定年後にかかります！

定年後にかかる医療費の総額です。
※例：自己負担1割の場合は160万円の支払い。

一生涯にかかる医療費の総額です。
※例：自己負担３割の場合は810万円の支払い。（厚生労働省による）

将来の医療費についてどうしたらいいのだろう？

退職互助部では医療費のサポートを手厚く行ってます。
定年後の医療費に着目しながら見ていきましょう！

退職互助部加入おすすめポイント

今後、国の医療費制度改正により皆様が定年を迎える際は更なる医療費増加が予想されます！

◎補助があるのは①会員本人、②会員の扶養家
族（公立学校共済組合等で認定された保険証
に記載されている方）ならびに18歳以下の
会員の子ども（ただし18歳となった年度末
まで）です。

◎どのチケットを購入されても補助額は、①会
員本人は3,000円、②会員の扶養家族ならび
に18歳以下の会員の子どもは1,000円です。

◎お申込み後のキャンセル・変更は、原則と
してお受けできません。

◎チケットは２月中旬までにトリニータ事務
局からご自宅へ送付します。

【申込先FAX番号】
●学校生活協同組合………FAX 097-567-4014
●高等学校生活協同組合…FAX 097-556-9388

申込締切日
2022年1月23日㈰必着

お支払い方法等詳しくは「大分トリニータシーズンパス及び回数券購入申込書」をご覧ください。

大分トリニータ シーズンパス及び回数券の取扱いについて大分トリニータ シーズンパス及び回数券の取扱いについて

《初めて購入の方》
「大分トリニータシーズンパス及び回数券購
入申込書」に必要事項を全て記入し、それぞ
れご加入の学校生協または高校生協に、郵送
またはFAXで申し込んでください。

《継続購入の方》
トリニータ事務局から届いた継続申込書に
「大分トリニータシーズンパス及び回数券購
入申込書」を必ず添えて、それぞれご加入の
学校生協または高校生協に、郵送または
FAXで申し込んでください。

～学校生協・高校生協未加入の方～
各生協で直接購入手続きをしてください。

申込書は互助会ホームページからダウンロードできます。

えらべる倶楽部
遊園地等入園補助

〈対象施設〉

●アフリカンサファリ
●城島高原パーク
●スギノイパレス
（棚湯・ザ アクアガーデン含む）

●うみたまご
●ラクテンチ
●別府ロープウェイ
●ハーモニーランド

●つくみイルカ島
●九重森林公園スキー場

ひとりあたり

500円
（または100

円）

※えらべる倶楽部ログイン方法は９月号会報に掲載しております。
　16桁の会員番号・パスワードがわからない場合は互助会へお電話ください。
　（☎097-556-9292）

公式アプリダウンロード

AndroidiOS

利用方法

から
お申し込み

●会員専用サイト
　または
●電話申請
　0120-924-033
　03-5646-5540

の補助が受けられることを
ご存知ですか？

券

１週間～ 10日後、
補助券が自宅に届く

利用当日、対象施設で
入場券購入時に
補助券を出すだけで

補助適用！

❶ 一度の支払い（加入時の加入金※）で一生涯の保障
　 60歳で加入の場合は90万円の加入金ですが、その一部は現職中に積み立てています。
　 ※退職互助部掛金（給料×4/1000）
❷ 健康保険に対応している診療分はすべて給付対象
通院や入院、病気の種類に関わらず、保険診療分が2,130円以上であれば療養補助
金として給付されます。

❸ 現職中の療養費補助金よりも手厚い給付額
　 （現職）2,000円控除の７割給付→（退職互助部）2,000円控除の８割給付

今年度から会員と会員の扶養家族が補助対象者になります！

URL http://www.daikyogo.com/ 大分県教職員互助会

○会員本人 ○小学生以上18才以下の会員の子ども（ただし18才となった
年度末まで）○会員の被扶養者［組合員証（保険証）に記載されている方］

補助
対象者

互助会報のバックナンバーは、ホームページで トップページの　　　　　　　をクリックすると過去1年分の会報をご覧いただけます。互助会報（現職）

I N F O R M A T I O N
文化鑑賞補助事業

各補助券は、ローソンチケット・チケットぴあ・セブンチケット・イープラスでは使用できませんのでご注意ください。

月 行　　事　　名 入　場　料
（予定・前売）

実  施  場  所
（チケット等問い合わせ先） チケット取扱場所 チケット

発売日

通
年

2021年４月  ～ 2022年２月  
びび年会費補助
（３月は補助券の発券ができませんのでご
注意ください）

メンバーステージ
KOTOBUKI	 10,000円
TAKASAGO	 5,000円
UME	 2,500円

大分県芸術文化スポーツ
振興財団

（097-533-4025）
	大分県芸術文化	
スポーツ振興財団

通年

『びび』新規入会および更新時、年度１回に限り2,000円を補助します（いずれのメンバーステージでも同額補助）。
びび年会費補助を受けた場合、互助会の文化鑑賞補助とならない行事があります（重複補助不可）。

９
月

２日㈭ 	～	 12月12日㈰ 	14:00～
TAOの丘LIVE2021

大人（中学生以上）	 4,500円
小人（４才以上）	 2,500円

野外劇場TAOの丘
（0974-76-0950） 	TAOの丘受付

発売中

上記期間中、一人１回の補助とします。「TAOの丘」へ電話で予約し、互助会の補助券を公演当日に受付に出すことで補
助を受けることができます。

10
月

15日㈮  ～ 11月28日㈰
開館40周年記念特別展

「赤塚古墳と三角縁神獣鏡
～宇佐風土記の丘からみた
 古墳時代～」

一般	 460円
高校・大学生	 200円
中学生以下	 無料

大分県立歴史博物館
（0978-37-2100） 	大分県立歴史博物館 発売中

11
月

23日(火・祝) 	17:00～
ディズニー・オン・クラシック

Ｓ席	 8,900円
Ａ席	 7,200円

iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

（097-553-2509）
	OBS大分放送 発売中

26日㈮  ～ 2022年1月23日㈰
相田みつを全貌展
～いのちの尊さ ことばのチカラ～

一般	 1，000円
大学・高校生	 600円
小・中学生	 400円

大分県立美術館
３階　展示室B

（097-533-4500）
	大分県立美術館 発売中

27日㈯ 	18:30～
なかつ寄席 瀧川鯉斗独演会

指定席	 2,500円 中津文化会館大ホール
（0979-24-1155） 	中津文化会館 発売中

28日㈰ 	14:00～
天正遣欧少年使節の物語

一般席	 4,000円
U25	 2,000円
※全席指定席

iichiko音の泉ホール
（097-533-4004）

	iichiko総合文化センター
トキハ会館
トキハ別府店
ヱトウ南海堂

発売中

12
月

４日㈯  ～ 2022年1月23日㈰
GENKYO 横尾忠則

「原郷から幻境へ、そして現況は？」

一般	 1，000円
大学・高校生	 800円
中学生以下	 無料

大分県立美術館
１階　展示室A

（097-533-4500）
		大分県立美術館1F
インフォメーション 発売中

19日㈰ 	14:00～
東京バレエ団

『くるみ割り人形』

GS席	 10,000円
S席	 8,000円
A席（※U25半額）	 6,000円
B席（※U25半額）	 4,000円
C席（※U25半額）	 2,000円
※全席指定席

iichikoグランシアタ
（097-533-4004）

	iichiko総合文化センター
トキハ会館
トキハ別府店
ヱトウ南海堂

発売中

19日㈰ 	15:00～
2021-22室内楽シリーズ
“新しい道”Vol.20

指定席	 5,000円
３公演セット券	 12,000円
（Vol.19～21）

しいきアルゲリッチ
ハウスサロン

（0977-27-2300）
	アルゲリッチ芸術振興
財団（電話受付のみ） 発売中

１
月

7日㈮  ～ ２月20日㈰
川瀬巴水　旅と郷愁の風景

一般	 800円
高校生・大学生	 500円

大分市美術館
企画展示室

（097-554-5800）
	大分市美術館	　　	
企画展受付

12月1日
発売予定

30日㈰ 	14:00～
小林道夫
チェンバロリサイタル第５章

一般席	 3,000円
U25席	 1,500円

iichiko総合文化センター
iichiko音の泉ホール

（097-533-4004）

	iichiko総合文化センター
トキハ会館
トキハ別府店
ヱトウ南海堂

発売中

２
月

6日㈰ 	14：00～
森麻季
音の美術館　イタリア編

一般席	 4，000円
U25席	 2，000円

iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

（097-533-4004）

	iichiko総合文化センター
トキハ会館
トキハ別府店
ヱトウ南海堂

11月25日
発売予定

13日㈰ 	14：00～
第15回
大分市ふるさとコンサート

自由席	 1，000円
コンパルホール

文化ホール
（097-537-5663）

トキハ会館
	あけのアクロスタウ
ン

12月1日
発売予定

22日㈫ 	19:00～
第47回九州公演
日本フィル in KYUSYU 2022

Ｓ席	 7,000円
Ａ席	 6,000円
Ｂ席	 5,000円
学生席（大学生以下）	2,000円
車椅子席	 3,000円

iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

（080-4289-3134）

トキハ会館
トキハ別府店
ヱトウ南海堂
	あけのアクロスタウン
カネトウ楽器
平和楽器

発売中

※日本フィル大分公演のチケットを互助会でも一部取扱いします。詳しくはお問い合わせください。

文化鑑賞
　  補助事業の
利用方法♫

　　　　　　　　　　　　 ➡記入し互助会へ郵送または来局にて申請➡「文化鑑賞補助券」
を互助会から申込者へ送付➡入場券購入先（主催者またはプレイガイド）で補助券を提出➡補助額
を差し引いた額で購入できます！

互助会HPから申込書ダウンロード

新型コロナウイルス感染防止のため閉館している場所があります。
また、行事の中止や延期については把握できた場合のみ掲載して
います。チケット購入の際や鑑賞の際は、各自でご確認ください。


