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〈収入の部〉

基本財産運用収入
特定資産利息収入
会費収入
貸付事業収入
広告料収入
その他事業収入
負担金収入
雑収入
投資活動収入（※１）

1,728
59,855

1,440,497
30,294
6,519
23,492
1,630
825

2,547,848
4,112,688

科　目

合計

予算額
（単位：千円）

〈支出の部〉

公益事業
現職給付事業
現職厚生事業
医療互助事業
貸付事業
継続厚生事業
福祉年金事業
積立年金事業
収益事業
管理費
投資活動支出（※２）
予備費支出

18,322
95,592
42,696
925,906
14,144
17,392
5,185

869,337
30,150
34,785

2,039,179
20,000

4,112,688

貸付事業収入 0.74%

貸付事業 0.34%
継続厚生事業 0.42%
福祉年金事業 0.13%

※1 事業運営に係る特定資産の取崩収入及び
      貸付金戻り収入
※2 責任準備金等特定資産の積立のための
      支出及び貸付金支出

項　目

合計

予算額
（単位：千円）

基本財産運用収入 0.04%

会費収入
35.03%

特定資産利息収入 1.46%

投資活動収入
61.95%

（※1）

（※2）

雑収入 0.02%
負担金収入 0.03%
その他事業収入 0.57%
広告料収入 0.16%

収入

支出

医療互助事業
22.51%

積立年金事業
21.14%

投資活動支出
49.58%

予備費支出 0.49%

管理費 0.85%
収益事業 0.73%

公益事業 0.45%
現職給付事業 2.32%
現職厚生事業 1.04%

役員 評議員
理 事 長
常務理事
理　　事

理　事
監　事
監　事

永妻　和子
大桒　好信
田中　　剛

福岡　修一
山田　和秀
大関　美樹

平成29年4月1日現在

平成29年度収支予算平成29年度収支予算

一般財団法人神奈川県教育福祉振興会役員・評議員名簿一般財団法人神奈川県教育福祉振興会役員・評議員名簿

出前説明会いたします出前説明会いたします

菊地原宏明
芹沢　秀行
政金　正裕
桺井　健一

島﨑　直人
田中　和久
金子槇之輔

　振興会ではモニター会議やアンケートなどを実施し、会員の皆様のご意見を事業に反映させようと取り組んでいます。そうし
た中で、まだまだ振興会事業についてお伝えし切れていないと感じています。
　そこで皆様のご都合に合わせて研究会や会合などの折りにお邪魔し、給付金・住宅貸付・積立年金・医療互助・予算、決算
などなど・・・できる限りご説明させていただきます。
　お申し込みはお電話で　　ＴＥＬ. ０４５－２１０－１１１１　内線 ８７１２・８７１３

～振興会の各事業について～
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サイエンスショーサイエンスショー
サイエンスプロデューサー米村でんじろう先生によるサイエンスプロデューサー米村でんじろう先生による

　不思議と思う気持ちを大切に！！TVでもおなじみの米村でんじろう先生
とサイエンスプロダクションの方々が科学実験を見るだけで終わらせず、
全員で体験できる実験をショー形式で行います。参加された皆様には、
サイエンスグッズをプレゼント！

日　　時日　　時 平成２９年１１月１１日（土）　開演１４時　終演（予定）１５時３０分

共　　催共　　催 一般財団法人神奈川県教育会館

後　　援後　　援 小田原市教育委員会

※「サイエンスショー」は、会員以外の方もお申し込みいただけます。
※写真はイメージです。当日の実験内容とは異なる場合があります。 

場　　所場　　所 小田原市生涯学習センターけやき（小田原市荻窪３００）
徒歩：東海道本線「小田原駅」小田急小田原線「足柄駅」伊豆箱根鉄道大雄山線「井細田駅」
　　　からそれぞれ徒歩約１５分
バス：小田原駅東口・西口から市役所久野方面行きバス
　　　「市役所前」下車徒歩１分

対 象 者対 象 者 神奈川県内在学・在住の小・中学生とその保護者

募集人数募集人数 ５００人　※申込者多数の場合は、抽選により決定します。

参 加 費参 加 費 無　料

申 込 先申 込 先 〒２３１－８３２５（個別郵便番号のため、住所記載は不要です。）
（一財）神奈川県教育福祉振興会　サイエンスショー係

申込締切申込締切 平成2９年９月２２日（金）必着

申込時の注意
※切り取るかコピーをし、往復はがきに貼ってください。
※代表者住所あてに返信はがきを送付します。
※電話番号は、日中連絡の取れる番号を記入してください。
※小学生及び中学生は、該当に○を付け、学年を記入してください。
※高校生以上は保護者に○を付けてください。
※記入漏れがあると申し込み自体が無効になる場合がありますので、
漏れの無いように記入してください。
※１グループ１回の申し込みです。複数申し込んでも当選確率は上
がりません。

教員のみの参加も受け付けます。
授業等の参考に是非ご参加ください。

コピーしてお使いください

申込方法申込方法 申込書に必要事項を記入し、往復はがきの往信面に
しっかり貼り付けて、振興会へお申し込みください。
※往復はがきの返信面には返信先住所・宛先を必ず記入してください。
※平成29年６月１日から往復はがきの切手代が６２円×２＝１２４円となっていますのでご注意ください。
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歴史講座（大山）歴史講座（大山） 講師同伴講師同伴

古代より、多くの人に信仰されてきた大山に登り、
阿夫利神社からの絶景を体験しましょう。

講　　師講　　師 いせはら観光ボランティアガイド＆ウォーク協会
日　　時日　　時 ７月２９日（土）１０時～１３時予定
集合場所集合場所 大山ケーブル駅バス停そば第２駐車場
対 象 者対 象 者 会員とその家族

（今回は、山登りとなりますので小学生以上とさせていただきます。）

参 加 費参 加 費 無　料
募集人数募集人数 ４０人　※申込者が多数のときは、抽選により決定します。

申込方法申込方法 はがき、ＦＡＸ又はホームページ上の応募フォームに次の事項を記入し、「歴史講座」係までお申し込みください。
❶希望人数　❷会員番号（会員全員分）　❸参加者氏名（小・中学生は学年も記載）
❹当日必ず連絡のとれる電話番号

申込締切申込締切 ７月７日（金）必着　※締切後、参加の可否を代表者の所属宛てに送付します。
そ の 他そ の 他 軽装・歩きやすい靴でご参加ください。水分をしっかりと摂るようにしてください。

昼食は解散後に各自でおとりください。小雨決行です。

昨年度の様子

’17国立ボリショイサーカス’17国立ボリショイサーカス
横浜公演横浜公演

対 象 者対 象 者 会員とその家族　＊「家族」とは、会員と同居している同一生計・同一世帯の家族です。

申込期間申込期間 ６月１２日（月） ～ ６月３０日（金）
受付時間受付時間 平日（月曜～金曜） １１：００～１７：００
申 込 先申 込 先 ボリショイサーカス 公演本部　TEL.０３－３２３４－７８０７

申込方法申込方法 ●公演本部に直接電話で次の事項を告げてお申し込みください。
　❶振興会の現職会員であること　❷希望日時　❸希望人数（１家族５名まで）
　❹会員及び同居の家族（同居であることも告げてください。）の氏名
　❺会員の会員番号（会員全員分）　❻電話番号（昼間に連絡のつくところ）　❼チケットの郵送先住所
●申し込み時に「予約番号」と「口座番号」をお知らせします。予約完了後、下記口座へ
　チケット代金をお振り込みください。（振込みの際、必ず「予約番号」と「氏名」を記載してください。）

＊一般料金との差額の一部は、振興会が負担します。
＊３歳以上は有料となります。大人・小人は同一料金です。
＊２歳以下のお子様は大人１名につき１人まで膝上無料。（席が必要な場合は有料です。）

公演日時会　場 募集人数 料金（一般）
7月28日（金） 13:30～
7月30日（日） 16:30～
8月01日（火） 10:30～
8月03日（木） 10:30～
8月05日（土） 16:30～
8月06日（日） 16:30～

各日
50人

横浜文化体育館
（JR関内駅南口）

S席
2,990円

（5,700円）

大山ケーブル駅バス停（第２駐車場）集合･出発（10：00）　－　コマ参道　－　女坂　－　
阿夫利神社（下社）解散（13:00頃）

コース

振 込 先振 込 先 ●みずほ銀行　市ヶ谷支店　普通口座（口座番号は予約時にお知らせします）
　株式会社ボリショイサーカス　＊振込手数料は本人負担となります。
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時　　　　間 会　員　料　金（一般料金）

第１部
午前９時～午後３時（６時間）
休日　→　土曜・日曜・祝日
　　　　　（H.S（ホリデーシーズン）を除く）
H.S（ホリデーシーズン）
　　　→　 キッザニア東京が定めた長期休暇（7/21（金）

～8/31（木））が対象です。
※ イベント、特別価格設定日等の除外日程もございます。
対象日は「サービスコード予約サイト」でご確認くだ
さい。
※シニア（1,026円）への補助はありません。

平日　　園児（3歳～小学生未満）
　　　　小学生
　　　　中学生
　　　　大　人（16歳～）

2,834円（3,834円）
3,266円（4,266円）
3,374円（4,374円）
1,106円（2,106円）

休日　　園児（3歳～小学生未満）
　　　　小学生
　　　　中学生
　　　　大　人（16歳～）

3,536円（4,536円）
4,076円（5,076円）
4,184円（5,184円）
1,106円（2,106円）

H.S（ホリデーシーズン）
　　　　園児（3歳～小学生未満）
　　　　小学生
　　　　中学生
　　　　大　人（16歳～）

4,184円（5,184円）
4,832円（5,832円）
4,940円（5,940円）
1,106円（2,106円）

第２部
午後４時～午後９時（５時間）
休日　→　土曜・日曜・祝日
　　　　　（H.S（ホリデーシーズン）を除く）
H.S（ホリデーシーズン）
　　　→　 キッザニア東京が定めた長期休暇（7/21（金）

～8/31（木））が対象です。
※ イベント、特別価格設定日等の除外日程もございます。
対象日は「サービスコード予約サイト」でご確認くだ
さい。
※シニア（1,026円）への補助はありません。

平日　　園児（3歳～小学生未満）
　　　　小学生
　　　　中学生
　　　　大　人（16歳～）

2,186円（3,186円）
2,510円（3,510円）
2,618円（3,618円）
1,106円（2,106円）

休日　　園児（3歳～小学生未満）
　　　　小学生
　　　　中学生
　　　　大　人（16歳～）

2,510円（3,510円）
2,834円（3,834円）
2,942円（3,942円）
1,106円（2,106円）

H.S（ホリデーシーズン）
　　　　園児（3歳～小学生未満）
　　　　小学生
　　　　中学生
　　　　大　人（16歳～）

2,996円（3,996円）
3,374円（4,374円）
3,482円（4,482円）
1,106円（2,106円）

キッザニア東京キッザニア東京
　職業・社会体験型の室内施設、こどもが主役の街「キッザニア東京」の
入場チケットを取り扱います。ぜひお申し込みください。　
　職業・社会体験型の室内施設、こどもが主役の街「キッザニア東京」の
入場チケットを取り扱います。ぜひお申し込みください。　

実施期間実施期間 平成２９年７月１日（土）～平成２９年１０月３１日（火）

申込締切申込締切 参加希望日の前日23：55まで（当月を含む3か月前から予約が可能です。）

募集人数募集人数 7００人　※先着順にて受付、各日定員になり次第締め切ります。

会　　場会　　場 キッザニア東京（東京都江東区豊洲2-4-9　ららぽーと豊洲内）

・一般料金との差額は、振興会が負担します。
・対象は、会員とその家族です。予約に際しては会員本人の来場が必要となります。　※「家族」とは、会員と同居している同一生計・同一世帯の家族です。
・一家族につき１回の申込み（同居の家族５人まで）に限ります。
　※一家族につき２回の申込みがあった場合は振興会から補助分について後日請求させていただきます。
・大人（16歳以上）のみ、こども（3歳～15歳）のみのお申込みは出来ません。
・アクティビティ体験は、3～15歳のこどもが対象です。入場には予約1件（1グループ）ごとに、大人（16歳～）の同伴が必要です。
・幼児（2歳以下）は無料で入場していただけますが、大人と幼児の組み合わせでの入場はお断りしています。

会 員 番 号

　月　　　　日　　　　曜日 （ 第 1部 ・ 第 2部 ）

園児　　名 /小学生　　名 /中学生　　名
大人　　名 /シニア　　 名

一般財団法人神奈川県教育福祉振興会
キッザニア東京　特別優待

ご来場当日こちらのシートを回収しますのでお持ちください。

コピー不可

会 員 氏 名
所 属 名
同行者氏名
（一家族5人まで）

予 約 日 時

予 約 人 数

予 約 番 号

上記同行者は同居の家族です。　㊞　　※同居確認印を押印ください

申込方法申込方法 １．下記のサービスコード予約サイトにアクセスしてください。　２．サービスコード（半角）を入力してください。
３．希望日を選択してください。　４．必要事項を入力のうえ、クレジット決済を行ってください。
５．予約完了後、予約番号が表示されますので、下記の「キッザニア東京　特別優待」シートに
　　必要事項とともにご記入いただき、切取りのうえ、当日ご持参ください。
【予約の変更・キャンセル・・・入場前日23：55まで】
・人数の追加…予約日時に空きがある場合に追加することができます。
・人数の減員・全キャンセル…できます。<キャンセル料205円（税込）/お一人につき>
・日時の変更…対象日時に空きがある場合、3回までできます。<手数料205円（税込）/1回につき>
・入場前日23:55を過ぎてのキャンセル・ご返金はいたしかねます。
※ご不明点はキッザニア東京インフォメーションセンター　0570-06-4646（9：00～18：00）にお問い合わせください。

申 込 先申 込 先 サービスコード予約サイト
URL：http://www.kidzania.jp/SC

サービスコード
「 」

注意事項注意事項 ・既に予約されたものを本サービスに振り替えることはできません。
・他の優待サービスや招待チケットとの併用はできません。
・イベントなど特別価格の日や、スター・フレックスパスや
　EAPには使用できません。
・当日券、プッシュフォン予約では利用できません。
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バスツアーバスツアー
次の各社が取り扱うバスツアーについて、
会員に補助しますのでご利用ください。

ゴルフ場の利用ゴルフ場の利用
　各ゴルフ場を利用する際、平成２9年度振興会ハンドブック95ページに掲載している利用券の
利用により2,500円を補助します。利用券は年間２枚まで、会員本人のみがご使用いただけます。

電話で申込む際は、必ず「振興会会員」であることと、次の事項を伝えてください。
①氏名　②会員番号　③同行者氏名（同行者が会員の場合は、同行者の会員番号）
※ツアーの内容につきましては、各社のホームページまたはパンフレット等をご覧ください。
※会員でない方からの申し込みがあった場合は、後日差額を振り込んでいただきます。

ゴルフ場

平塚富士見カントリークラブ

葉山国際カンツリー倶楽部

所　在　地

足柄上郡中井町井ノ口５３７

葉山町木古庭１０４３－１

連絡先

0463-59-8771

046-878-8110

担　当

小林（コバヤシ）
砂脇（スナワキ）

板井（イタイ）

対象商品等 クラブツーリズムのバスツアー
はとバスツアー

なし ５％

小田急のバス旅「四季（小田急トラベルが
主催する全てのバス旅行）」のうちの
１泊２日・２泊３日のツアーのみ

近畿日本ツーリスト個人旅行（株）
コレットマーレみなとみらい営業所 小田急トラベル

申込み方法

割引き
（会員・同行者とも）

補助額
（会員のみ）

電話または来店
０４５－６４１－１１４１
店舗所在地
横浜市中区桜木町1-1-7
ＴＯＣみなとみらい５階

※平日の１７時以降または土日祝日にお申し込みの
際は、会員証をＦＡＸで確認させていただきます。

インターネットでの申込み
http://www.odakyu-travel.co.jp

問い合わせ先
０３－３３７９－６１２４

※インターネットで申し込む際、メッセージ欄に振興会
の会員であることと会員番号を記載してください。

日帰り旅行　　　７,０００円以下　→　１,５００円
日帰り旅行　　　７,０００円超　　→　２,５００円
１泊以上の旅行　　　　　　　　 →　３,０００円

（小田急トラベルは、宿泊のみが
補助の対象となります）

○各施設に直接電話で申し込み、必ず「振興会の会員」であ
ることと、次の事項を伝えます。
　①代表者氏名　②代表者会員番号　③同行者氏名（同行者
が会員の場合は、全員の会員番号）
○利用日当日は、会員証と利用券を持参すると利用料金から
2,500円差し引かれます。

○利用券は年間２枚まで、会員本人のみ使用可。

※料金は、施設ごと・シーズンごと・休日等で異なります。詳
しくは振興会ホームページから各施設のホームページ等をご
覧ください。

利用方法利用方法

平成29年7月1日（土）から、10月31日（火）まで使用可。
期間以外での使用はできません。
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親と子の芸術鑑賞会
公演の鑑賞券を、会員とその同行する家族に対して補助をつけて提供します。公演の鑑賞券を、会員とその同行する家族に対して補助をつけて提供します。

10月7日（土）
12:30

15:00

全席指定
1,100円
（2,800円）

40人
厚木市文化会館
大ホール

対 象 者対 象 者 会員と同行する家族
※家族とは、生計を一つにしている同居の家族を示します。
※会員と家族の名字が異なるときは、振興会から電話等で確認をすることがあります。
☆一般料金との差額の一部は振興会が負担します。
☆１申し込みについて７２０円のチケット送料、発券手数料が必要です。

受付期間受付期間 6月17日（土）のみ10：00～18：00
☆6月19日（月）から10：00～18：00（月～金の平日のみ）
※先着順により受け付け、定員になり次第締め切ります。
※申込後のキャンセル・変更はできません。

申 込 先申 込 先 ｔｖｋコミュニケーションズ　　電話０４５－６６３－９９５５

※２歳未満の子どもは大人１名につき１名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料。

ｔｖｋコミュニケーションズに直接電話で申込み。
必ず振興会会員であることと、次の事項を伝えてください。
❶希望公演日・時間・希望枚数（５人まで。ただし、ディズニーは大人○人、こども○人かを伝えてください。）
❷所属名（学校名を市町村名から）　❸電話番号（日中連絡の取れる電話番号）
❹代表者の会員番号　❺代表者の氏名　❻代表者の郵便番号・住所
❼同行者の氏名（全員分。会員の場合は会員番号。）
予約完了後、公演日の１週間前までに代金引換佐川急便で届きます。

申込方法申込方法

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

ディズニー・オン・アイス　横浜公演ディズニー・オン・アイス　横浜公演
「Ｅｖｅｒｙｏｎｅ’ｓ　Ｓｔｏｒｙ」「Ｅｖｅｒｙｏｎｅ’ｓ　Ｓｔｏｒｙ」

あなたが一番好きなディズニーの物語は何ですか？
ディズニー・オン・アイス "Everyone's Story" は世代を超えた「みんなの物語」。ストーリー
やキャラクター、心ときめいたシーンやメロディが氷の上のミュージカルとして再現されます。

８月１7日（木）

８月１8日（金）

８月19日（土）

８月２0日（日）

８月２1日（月）

10:30／14:30／18:30

14:30／18:30

10:00／14:00／18:00

10:00／14:00／18:00

10:30／14:30／18:30

５5０人
（先着順）

横浜
アリーナ

【平日】
Ｓ席大人 3,700円
　　　　　（6,000円）
Ｓ席こども 3,100円
　　　　　（4,900円）
【土日】
Ｓ席大人 4,000円
　　　　　（6,300円）
Ｓ席こども 3,400円
　　　　　（5,200円）

ⒸDisney, ⒸDisney/Pixar

みんなの思い、みんなの物語

☆上記２公演の申し込みについてはこちら☆☆上記２公演の申し込みについてはこちら☆

※こども料金は、３歳から小学生まで。
※２歳以下の子どもは大人１名につき１名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料。(こども料金）
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サッカー観戦会サッカー観戦会
対　　象対　　象 現職会員とその同行者

必要事項必要事項 ❶メールアドレス必須（携帯アドレス可）　❷観戦希望日
❸枚数（５枚まで・希望試合ごとに会員と同行者人数を明記）
❹会員番号　❺氏名　❻住所　❼電話番号　を記入。
参加可否通知はお届け先メールになります。
❹･❺は会員全員分を記入。会員番号の記載がない場合は同行者料金になります。

申込方法申込方法 官製はがきに上記【必要事項】を記入し、横浜Ｆ･マリノスにお申し込みください。
締切後、参加可否通知がメールで届きますので、参加決定者は指定期日までにチケット代と送料（一律３５０円）
を指定口座にお振り込みください。入金確認後、試合の１週間前までにチケットが届きます。
※info@yokohama.marinos.co.jpからのメール受信ができるよう、予めドメインの設定をお願いいたします。
※未定のキックオフ時刻は下記横浜F・マリノス公式サイトにてご確認ください。

現職会員の方々に次の日程に限り、横浜Ｆ・マリノス観戦チケットが補助付きで購入いただけます。

７月　8日（土）
7月２9日（土）
8月26日（土）

９月１６日（土）又は
９月１７日（日）
（開催日未定） 

観戦日
19:00
19:00
未 定

未 定

キックオフ
サンフレッチェ広島
清水エスパルス
ＦＣ東京

 柏レイソル

対戦チーム 

ＳＳ席
３,２４０円

会員料金

ＳＳ席
４,２４０円
（５,３００円）

同行者料金（一般）
6月24日（土）
7月１5日（土）
8月19日（土）

9月　2日（土）

申込締切
３０人
３０人
３０人

３０人

募集人数
横浜Ｆ・マリノス（会場：日産スタジアム）次の4試合に限り補助します。
そ の 他そ の 他 入金後のキャンセルは一切できません。振込手数料はご負担ください。

申 込 先申 込 先 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-3　横浜マリノス㈱　FRM事業部内  観戦チケット受付係
問い合せ問い合せ TEL. ０４５－２８５－０６７７　（10：00-17：00不定休）

対 象 者対 象 者 会員と同行する家族
※家族とは、生計を一つにしている同居の家族を示します。
※会員と家族の名字が異なるときは、振興会から電話等で確認を
　することがあります。
☆一般料金との差額の一部は振興会が負担します。

受付期間受付期間 8月25日（金）まで　平日：10:00～17:00
※先着順により受け付け、定員になり次第締め切ります。
※申込後のキャンセル・変更はできません。

申 込 先申 込 先 劇団飛行船　　電話０４４－９３０－１５５１

親と子の芸術鑑賞会

キラキラ☆プリキュアアラモード　ドリームステージ♪
次の公演の鑑賞券を、会員とその同行する家族に対して補助をつけて提供します。次の公演の鑑賞券を、会員とその同行する家族に対して補助をつけて提供します。

※２歳以下の子どもは大人１名につき１名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料。

電話で直接、劇団飛行船に申し込みます。
その際、教育福祉振興会の会員であることを必ず告げてください。
❶公演名　❷公演日時　❸希望人数（会員○人、同行者○人）
❹〒・住所　❺氏名・フリガナ（申込者全員分）　❻会員番号（会員全員分）
❼所属名（学校名）　❽電話番号（日中連絡のとれる会員代表者の電話番号）
を告げてください。
公演の２週間前までにチケットと振込用紙が郵便で届きます。
チケット送料は無料、郵便振込手数料がかかります。

申込方法申込方法

7月16日（日）
7月30日（日）
9月18日（月・祝）

11:30／ 14:30
10:00／ 13:00／ 16:00
11:30／ 14:30

50人
75人
50人

相模女子大学グリーンホール　大ホール
関内ホール　大ホール
川崎市教育文化会館 （　　　　　）

Ｓ席　1,500円
前売　2,700円
当日　3,000円

©ABC－A・東映アニメーション
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申込書に必要事項を記入し、往復はがきの往信面にしっかり貼り付けて、振興会へ申し込みます。
※返信面には必ず、返信先の住所、氏名を記入してください。
※平成29年６月１日から往復はがきの切手代が124円（＠６２円×２）となっていますのでご注意ください。
申込後、返信はがきが届きますので、指定期日までにチケット代と送料２５２円を振り込んでください。
入金確認後、公演１週間前までに特定記
録で郵送します。
❶公演日・時間（第一希望、第二希望）
❷希望人数（会員○人、同行者○人）
❸会員代表者の〒・住所
❹電話番号（日中連絡の取れる会員代表
者の電話番号）

❺代表者の所属名
❻会員全員分の氏名（フリガナ）
❼会員全員分の会員番号
※会員番号、会員氏名の記載がない場合
は、同行者料金になります。

※記載事項に漏れがある場合は、申込自体
が無効になる場合がありますので、漏れ
のないように記載してください。

※申込後のキャンセル、変更はできません。
※申込多数の場合は、抽選により参加者を決
定します。

芸術鑑賞芸術鑑賞
大好評をいただいております歌舞伎座での

歌舞伎鑑賞を実施します。皆さまの応募をお待ちしています。

申込方法申込方法

【出演者】（予定）
扇雀、染五郎、猿之助、勘九郎
七之助、中車、彌十郎　ほか

【演目】（未定）鋭意選定中

8月11日（金）  11:00
8月12日（土）  14:30
8月13日（日）  18:00
8月16日（水）  14:30
8月22日（火）  11:00

一等
会員 10,500円
同行者 13,500円
 （14,500円）

３００人

公演日・開演時間 募集人数 席種・料金（一般料金）

扇雀 猿之助 七之助 彌十郎 中車 勘九郎 染五郎

公 演 名

第 一 希 望

第 二 希 望

希 望 人 数

代 表 会 員

の住所

電 話 番 号

代表者の所属名

フ リ ガ ナ

会 員 氏 名

会 員 番 号

フ リ ガ ナ

会 員 氏 名

会 員 番 号

フ リ ガ ナ

会 員 氏 名

会 員 番 号

備 考

八月納涼歌舞伎

　　　　　月　　　　　日（　　）

　　　　　月　　　　　日（　　）

会　員 人

同行者 人

　　計 人

〒

申込時の注意
＊切り取るかコピーをし、往復はがきに貼ってください。
＊会員の氏名・会員番号が書ききれないときは、備考欄に記入してください。
＊記入漏れがあると申し込み自体が無効となる場合がありますので、
　漏れの無いよう記入してください。
＊会員番号の記載がない場合は、同行者料金になります。
＊鑑賞券は、入金確認後、特定記録郵便で代表者住所に送付します。
＊電話番号は、日中連絡の取れる番号を記入してください。
＊１グループ１回の申し込みです。複数申し込むと申し込みが無効になる場合があります。

会　　場会　　場 歌舞伎座（東銀座駅）

申 込 先申 込 先 〒231-8325
横浜市中区日本大通３３
神奈川県教育福祉振興会「歌舞伎」係

申込締切申込締切 ６月２6日（月）必着
（消印有効ではありません。）

対 象 者対 象 者 会員とその同行者　＊同行者料金と会員料金との差額は、振興会が負担します。

コピーしてお使いください

※開演時間は予定です。正式な時間はチケットを確認してください。
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芸術鑑賞芸術鑑賞芸術鑑賞
　次の各公演の鑑賞券に、振興会会員のみ振興会から補助をします。
　申込期間・申込方法等をお確かめのうえ、各団体や施設にお申し込みください。申込先は12ページです。
　本号に記載していない公演につきましては、振興会会員専用ホームページで随時ご案内していく予定ですので、振興会会
員専用ホームページをご確認いただき、お申し込みください。ホームページのアドレスは表紙上部を、ログインに必要なユ
ーザー名とパスワードはもくじの下を参照してください。なお、ホームページへのアクセスに関する説明は、振興会ハンドブ
ックの表紙裏ページにも掲載してありますので、ご確認ください。

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

9月29日（金）
19:00

神奈川県立
音楽堂

カール＝ハインツ・シュッツ（フルート）
ジョナサン・ケリー（オーボエ）

アンドレアス・オッテンザマー（クラリネット）
リヒャルト・ガラー（ファゴット）
シュテファン・ドール（ホルン）

20人

全席指定：一般
会員 3，000円 
同行者 4，500円 
 （5，000円）

6月30日

公演日・開演時間 会　場 出演者／演目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切
8月11日（金・祝）

11:30 相模女子大学
グリーンホール

ヤーナ・グバノワ
長澤美絵

二山治雄（特別ゲスト）
豪華名場面集
「くるみ割り人形」
「白鳥の湖」

「眠れる森の美女」　より

40人

全席指定
会員 2，100円 
同行者 3，600円 
 （3，800円）

7月7日

8月11日（金・祝）
14:00

8月12日（土）
11:30

横浜関内ホール 40人

S席
会員 2，700円 
同行者 4，200円 
 （4，500円）

8月12日（土）
14:00

公演日・開演時間 会　場 出演者／曲目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

8月27日（日）
14:00

横浜みなとみらい
ホール

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
千住明：ヴァイオリン協奏曲
「リターン・トゥザ・フォレスト」
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲

40人

S席
会員 3，025円 
同行者 5，525円 
 （6，500円）

7月21日

公演日・開演時間 会　場 出演者／曲目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

11月19日（日）
14:00 横浜みなとみらいホール

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲

40人

S席
会員 3，025円 
同行者 5，525円 
 （6，500円）

7月21日

公演日・開演時間 会　場 出演者／曲目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

10月1日（日）
14:30

横浜みなとみらい
ホール

イルジー・ビエロフラーヴェク（指揮）
スメタナ：連作交響詩「わが祖国」

全6曲
Ⅰ. ヴィシェフラド（高い城）
Ⅱ. モルダウ　Ⅲ. シャールカ
Ⅳ. ボヘミアの森と草原から
Ⅴ. ターボル　Ⅵ. ブラニーク

40人

S席
会員 14，100円 
同行者 17，100円 
 （19，000円）

7月21日

ⓒKarlinsky

音楽堂ヴィルトゥオーゾ・シリーズ２２
アンサンブル・ウィーン＝ベルリン

キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー　夢の３大バレエ

ⓒKiyotaka Saito（SCOPE）

華麗なるコンチェルト・シリーズ
【第２回】千住真理子（ヴァイオリン）　偉大なる自然への憧憬

華麗なるコンチェルト・シリーズ
【第３回】前橋汀子（ヴァイオリン）　問答無用の２大協奏曲！

ⓒVaclav Jirasek

チェコ・フィルの「わが祖国」
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
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公演日・開演時間 会　場 出演者／演目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切
9月16日（土）
16:00 Bunkamura 

オーチャードホール

エバ・ジェルバブエナ　他
9/16　「¡AY！　アイ！」　　
9/17　「Apariencias　仮面」

60人

S席
会員 7，400円 
同行者 10，400円 
 （13，000円）

6月30日
9月17日（日）
15:00

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切
10月28日（土）12:30

東急シアターオーブ

オリジナルブロードウェイ演出：
ジェリー・ザックス
音楽：アラン・メンケン
オリジナルプロデュース：
ウーピー・ゴールドバーグ

150人

S席
会員 7，200円 
同行者 10，200円 
 （12，000円）

6月30日
10月28日（土）17:30
10月29日（日）12:30
11月3日（金・祝）12:30
11月3日（金・祝）17:30

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

11月5日（日）
15:00 よこすか芸術劇場

指揮：ヤーノシュ・コヴァーチュ
バラージュ・コチャール

演出：ミクローシュ・シネタール
ハンガリー国立歌劇場：管弦楽団

合唱団/バレエ団

20人

S席
会員 10，000円 
同行者 13，000円 
 （14，000円）

6月21日

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

8月5日（土）17:30
帝国劇場

平原綾香、中川晃教
伊礼彼方、ソニン
武田真治、剣幸　他

100人

S席
会員 8，000円 
同行者 11，000円 
 （13，000円）

6月30日
8月20日（日）17:30

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

9月18日（月）18:00
シアタークリエ

栗山千明
溝端淳平、
浅田美代子
中村雅俊

60人

全席指定
会員 5，500円 
同行者 8，000円 
 （9，200円)

6月30日
9月23日（土）18:00

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

9月27日（水）19:00

KAAT神奈川
芸術劇場＜ホール＞

演出：白井晃
作：ヴァージニア・ウルフ
出演：多部未華子
小芝風花、戸次重幸
池田鉄洋、野間口徹
小日向文世

40人

S席
会員 5，150円 
同行者 7，650円 
 （8，500円）

6月30日
10月1日（日）14:00

10月6日（金）19:00

10月7日（土）19:00

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切

11月4日（土）13:30

KAAT神奈川
芸術劇場＜ホール＞

演出：白井晃
出演：橋本さとし、真琴つばさ／
壮一帆、昆夏美、村井良大、
樹里咲穂、戸井勝海、澤魁士
庄司ゆらの、梅沢昌代
今井清隆　ほか

40人

S席
会員 7，800円 
同行者 10，800円 
 （12，000円）

7月15日11月5日（日）14:00

11月10日（金）18:30

Photo by Javier Valenzuela  Teatro NESCAFE 
de las Artes ‒ Chile

エバ・ジェルバブエナ　フラメンコ舞踊団

ⓒJOAN MARCUS
ⓒTsuyoshi Toya

ブロードウェイ・ミュージカル
『天使にラブ・ソングを・・・（シスター・アクト）』

ハンガリー国立歌劇場　ヨハン・シュトラウスⅡ
オペレッタ「こうもり」

ミュージカル　「ビューティフル」

ミッドナイト・イン・バリ

KAAT×パルコ プロデュース　『オーランドー』

パルコ・プロデュース　ブロードウェイ・ミュージカル
『アダムス・ファミリー』
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キリトリ（はがき貼付の場合）キリトリ（はがき貼付の場合）

キ
リ
ト
リ
（
は
が
き
貼
付
の
場
合
）

キ
リ
ト
リ
（
は
が
き
貼
付
の
場
合
）

公 演 日 　　　月　　　日（　） 　　：　　

会　員 人
同行者 人

　計 人

公 演 名

希望人数

開演時間

住　　所

フリガナ

氏　　名

会員番号

電話番号

備　　考

〒

コピーしてお使いください。

申込後のキャンセル・変更はできません。
期日までに入金がなかった場合は、振興会から申込者に入金確認の連絡をします。

再任用、非常勤、臨時的任用職員の方は振興会会員ではありませんので、同行者扱いになります。

　　　　　　　

①公演名　②公演日　③希望人数（会員○人、同行者○人）　④〒・住所　⑤
氏名・フリガナ（会員全員分）　⑥会員番号（会員全員分）　⑦電話番号（日
中連絡のとれる会員代表者の電話番号）を記載又は告げてください。　
※会員全員分の会員氏名、会員番号の記載がない場合は、同行者料金になり
ます。
※平成29年６月１日からはがきの郵便料金が62円になりました。往復はがき
の場合は62円×２＝124円となりますのでご注意ください。

　　　　　　　
● 公演によっては、年齢により料金が異なるものや大人・小人により料金が
異なる演目があります。その場合、年齢の記載や大人・小人の内訳の記載
がないときは、大人料金（金額が高い方）での取扱いとします。
● 公演によっては、未就学児童の参加ができない場合があります。詳しくは、
各申込先にお問い合わせください。
● 記載事項に漏れがある場合には、申込自体が無効になる場合がありますの
で、漏れの無いように記載してください。
● 申込後のキャンセル・変更はできません。
● チケット送料等が加算される場合があります。
● 申し込み多数の場合は、抽選により参加者を決定します。
● 既に購入してあるチケットへの補助はつけられません。

　　　　　　　
※切り取るかコピーをし、はがきに貼ってお使いください。
※住所･電話番号は代表者の方について記入してください。
※会員の氏名･会員番号が書ききれないときは、備考欄に記入してください。
※第 2希望は、備考欄に記入してください。
※ 記入漏れがある場合は、申し込み自体が無効となる場合がありますので、
漏れのないように記入してください。

申込共通事項

その他

申込書の使い方

演目 申込先 申込方法

音楽堂ヴィルトゥオーゾ・シリーズ22
アンサンブル・ウィーン＝ベルリン

（公財）神奈川芸術文化財団
〒231-0023
横浜市中区山下町23　日土地山下町ビル6階
神奈川芸術文化財団　経営企画課　中里宛
TEL． 045－633－3760

往復はがきに共通事項を記入し、神奈川芸術文化財団へ申し込みます。申込後、
当選者には返信用はがきで割引用ＩＤ、パスワードを通知しますのでインター
ネットまたは電話、チケットかながわの窓口でチケットを購入してください。
代金は、チケットかながわ窓口またはセブンイレブンにて現金またはクレジット
カードで支払い、チケットを受け取ります。（セブンイレブンでは、サービス利用料
162円／１件とコンビニ発券手数料108円／１枚が別途掛かります。）

キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー　夢の 3大バレエ

神奈川芸術協会
〒220-0011
横浜市西区高島２－10－13－907
神奈川芸術協会「振興会」係
TEL． 045－453－5080

はがきに共通事項を記入し、神奈川芸術協会へ申し込みます。申込後、振り込み用
紙が届きますので、指定期日までにゆうちょ銀行又はコンビニから送金してくだ
さい。（チケット発送料480円が別途かかります。）入金確認後、チケットが届きま
す。

華麗なるコンチェルト・シリーズ
【第 2回】千住真理子　偉大なる自然への憧憬

華麗なるコンチェルト・シリーズ
【第 3回】前橋汀子　問答無用の 2大協奏曲！

チェコ・フィルの「わが祖国」
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

エバ・ジェルバブエナ　フラメンコ舞踊団 チケットスペース
〒102-0074
東京都千代田区九段南2－4－4
三和九段ビル７階
チケットスペース「振興会」係
TEL． 03－3234－9999

往復はがきに共通事項を記入し、チケットスペースへ申し込みます。（返信面には
必ず、返信先の住所、氏名を記入してください。）申し込み後、返信ハガキと「払込
票」が届きますので、期限内にチケット代金を送金してください。入金確認後、チ
ケットが届きます。（定員を超えた場合には、抽選により参加者を決定します。）（返
信はがきにて当選をお知らせします。）

ブロードウェイ・ミュージカル
『天使にラブ・ソングを・・・（シスター・アクト）』

ハンガリー国立歌劇場
ヨハン・シュトラウスⅡ
オペレッタ「こうもり」

（公財）横須賀芸術文化財団
TEL. 0４６－８２８－１６１６
（10：00～18：00）
定休日：6月14日

横須賀芸術文化財団に電話で、共通事項を告げて申し込みます。予約後、「郵便振替
払込書」が届きますので、一週間以内にチケット代金を振り込んでください。入金
確認後、チケットが届きます。

ミュージカル　「ビューティフル」 帝国劇場
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3－1－1
帝国劇場　営業促進係　小林立樹宛
TEL． 03－3216－200８

往復はがきに共通事項を記入し、帝国劇場へ申し込みます。（返信面には必ず、返信
先の住所、氏名を記入してください。）申込後、返信はがきが届きますので、到着後
２週間以内に現金書留でﾁｹｯﾄ代金を送金してください。チケットは当日会場内特
設受付にて返信はがきと引き替えに受け取ってください。
（定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定します。）
（返信はがきにて当落をお知らせします。）

ミッドナイト・イン・バリ

KAAT×パルコ プロデュース
『オーランドー』

（公財）神奈川芸術文化財団
〒231-0023
横浜市中区山下町281
神奈川芸術文化財団　神奈川芸術劇場
制作課　吉山宛
TEL． 045－633－6520

往復はがきに共通事項を記入し、神奈川芸術文化財団へ申し込みます。申込後、当
選者には返信用はがきで割引用ＩＤ、パスワードを通知しますのでインターネッ
トまたは電話、チケットかながわの窓口でチケットを購入してください。
代金は、チケットかながわ窓口またはセブンイレブンにて現金またはクレジット
カードで支払い、チケットを受け取ります。（セブンイレブンでは、サービス利用料
162円／１件とコンビニ発券手数料108円／１枚が別途掛かります。）

パルコ・プロデュース
ブロードウェイ・ミュージカル
『アダムス・ファミリー』
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芸術鑑賞
　次の公演をあっせん価格でご案内します。
○お申込みいただけるのは、会員と同行者です。申込期間・申込み方法等をお確かめの上、各団体や施設にお申し込みください。
　※会員・同行者共に同一料金です。
○住所が記載してある演目は、はがきでの申し込みになります。詳細は、各申込み先にお問い合わせください。
○掲載料金の他にチケット送料、チケット発行料等手数料がかかる場合があります。申込時にご確認ください。
○定員になり次第、受付を終了します。

❶教育福祉振興会の会員であること　❷公演名　❸公演日時　❹希望人数　❺〒・住所　❻会員氏名　
❼電話番号（日中連絡のとれる電話番号）を記載又は告げてください。

●申込後のキャンセル・変更はできません。　例え公演後であっても申込者分の料金をお支払いいただきます。
●公演によっては年齢により料金が異なるものや、「おとな」と「こども」の料金が異なる場合があります。また、
平日と土曜・日曜・祝日で料金の異なる演目があります。

●チケット送料等が加算される場合があります。　●既に購入してあるチケットに対してのあっせん販売はできません。

その他

申込共通事項申込共通事項

公演日・
開演時間 演目・会場 出演者等 席種・あっせん料金

（一般料金） 申し込み・問い合わせ先

9月14日（木）～
9月23日（土）

※詳しい公演日程は
　お問合せください。

謎の変奏曲
世田谷パブリックシアター

【演出】森　新太郎
【出演】橋爪　功、井上芳雄

全席指定
一般　7，920円
　　（8，800円）

ｔｖｋコミュニケーションズ
〈電話受付〉０４５－６６３－９９５５
（平日１０：００～１８：００）
○チケットは、公演日の一週間前までに代金引換佐
川急便で届きます。

○チケット送料・手数料（７２０円）が別途かかります。

7月30日（日）17:00
真夏の沖縄・奄美　
音楽フェスティバルin藤沢
藤沢市民会館　大ホール

古謝美佐子・元ちとせ
うないぐみ・前川守賢
石垣優(やなわらばー)
琉神・佐原一哉

全席指定
Ｓ席
一般　5.400円
　　（6，000円）

東京労音府中センター
〈電話申込〉０４２－３３４－８４７１
平日１０：００～１８：００
（土曜日は14：00まで）日曜・祝日は定休
☆ 支払い方法郵送での代金引換着払い〈送料別
途〉３５２円がかかります。

☆ 申込時に『振興会だより１１5号を見た』と申し出る。
＊ 申込後のキャンセルや変更、紛失による再発行
はできません。
＊ 会場内での飲食、写真撮影、録音、録画等は禁
じられています。
＊ 車いす席をご希望の方は、申込時に申し出てください。
＊未就学児童の入場はできません。
7月30日（日）17：00
真夏の沖縄・奄美 音楽フェスティバルin藤沢のみ
未就学児膝上1名まで無料。但し座席を必要とさ
れる場合は有料。

8月26日（土）18:00 2017　ＡＮＲＩ　ＬＩＶＥ
相模女子大学グリーンホール　大ホール ＡＮＲＩ

全席指定　
一般　5，580円
　　（6，200円）

8月31日（木）17:30
八神純子　TOUR 2017
There you are
関内ホール　大ホール

八神純子
全席指定　
一般　5，400円
　　（6，000円）

9月30日（土）
14:00／17:30

社会風刺コント集団　
ザ・ニュースペーパーライブ2017
杜のホールはしもと　ホール

ザ・ニュースペーパー
全席指定　
一般　4，320円
　　（4，800円）

10月21日（土）
14:00／17:30

社会風刺コント集団　
ザ・ニュースペーパーライブ2017
鶴見区民文化センター　サルビアホール

ザ・ニュースペーパー 全席指定　
一般　4，320円
　　（4，800円）

9月10日（日）13:30

こまつ座　第119回公演
『円生と志ん生 』
紀伊國屋サザンシアター　TAKASHIMAYA

【作】井上ひさし
【演出】鵜山仁
【出演】大森博史　大空ゆうひ
　　　　前田亜季
　　　　太田緑ロランス
　　　　池谷のぶえ
　　　　ラサール石井

全席指定　
一般　7，200円
　　（9，000円）
（学生割引は対象外）

チケットスペース
０３－３２３４－９９９９
☆ お申し込み方法・詳細については、オペレーター
にお尋ねください。
☆公演の詳細はホームページをご覧ください。

9月16日（土）
13:30／18：30

9月18日（月・祝）13:30
9月22日（金）18:30
9月23日（土・祝）18:30
9月16日（土）12:00

フェスティバル
ナ・ヒヴァヒヴァ・ハワイ2017
10th ANNIVERSARY
東京ドームシティホール

メリー・モナーク・フェスティバル
上位入賞団体、
ナ・ホク・ハノハノ・アワーズ受賞者

S席　
一般　8，820円
　　（12，600円）

9月17日（日）
12:00／16：30
9月18日（月・祝）
11:00／15：30
10月6日（金）18：30 東京二期会オペラ劇場

〈二期会名作オペラ祭〉
G.プッチーニ『蝶々夫人』
東京文化会館　大ホール

10／6・8　大村博美　古橋郷平　ほか
10／7・9　森谷真理　宮里直樹　ほか
【指揮】ガエタノ・デスピノーサ
【管弦楽】東京交響楽団

S席　
一般　9，000円
　　（10，000円）
（学生席は対象外）

10月7日（土）14：00
10月8日（日）14：00
10月9日（月・祝）14：00

12月3日（日）16：00
ザ・チーフタンズ
～祝・結成５５周年！ Ｆｏｒｅｖｅｒ　Ｔｏｕｒ～
よこすか芸術劇場

パディー・モローニ
（イーリアンパイプ、ホイッスル）
マット・モロイ（フルート）
ケヴィン・コネフ
（ボーランン、ヴォーカル）他
ゲスト：矢野　顕子

S席　
一般　6，300円
　　（7，000円）

（公財）横須賀芸術文化財団
TEL.０４６－８２８－１６１６
申込期間：6月9日～6月21日
※6月14日（水）休館
受付時間：１０：００～１８：００
○申込後、郵便振替用紙が届くので、一週間以内
にお振り込みください。
○入金後チケットが届きます。

8月16日（水）14：00

チック
シアタートラム　 (三軒茶屋)

【原作】ヴォルフガング・ヘルンドルフ
【作】ロベルト・コアル
【翻訳・演出】小山ゆうな
【出演】柄本時生　篠山輝信
　　　　土井ケイト　あめくみちこ
　　　　大鷹明良

全席指定　
一般　6，100円
　　（6，500円）

世田谷パブリックシアター
申込共通事項を電子メールでお知らせください。
申込先：r-takemura@setagaya-ac.net
申込締切：６月３０日（金）
電子メールでお返事を差し上げ、セブン・イレブン
でのお支払いとお引き取りになります。
発券手数料が別途１０８円(1枚につき）かかります。
※未就学児入場不可
電話は問い合わせのみ　03-5432-1525
担当：竹村

8月17日（木）14：00

8月18日（金）19：00

8月20日（日）11：30 ミュージカル『にんじん』
新橋演舞場

大竹しのぶ・中山優馬・秋元才加
中山義紘・真琴つばさ・今井清隆
宇梶剛士・キムラ緑子

1等席　
一般　9，800円
　　（13，000円）

新橋演舞場
〈インターネット申込〉
http://www1.ticket-web-shochiku.com/grp/
グループＩＤ：131035
公演番号：011932
申込期間：6月9日（金）10：00～6月30日（金）17：00

10月28日（土）14：00
ロシア国立交響楽団
《シンフォニック・カペレ》
横浜みなとみらいホール

ヴァレリー・ポリャンスキー（指揮）
宮田大（チェロ）
ロシア国立交響楽団

S席
一般　9，600円
　　（12，000円）

（有）神奈川芸術協会
〈電話申込〉045－453－5080
平日：１０：００～１８：００（土曜日は15：00まで）
日・祝は定休
＊教育福祉振興会会員であることを告げてください。
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住宅資金の貸付住宅資金の貸付

①お申し込み・お問い合わせは、お電
話で！
　TEL 045-210-1111　
　内線 8712

②貸付に関する詳しい情報は、振興
会会員専用ホームページをご覧くだ
さい。（パスワード等は表紙最下部参照）

有 利
●貸付利率　

年利1.5％（変動利率）
（利率変更は原則として公立学校共済組合の変更時期
等に検討しますが、国債等運用実績を勘案し、会員の
代表等による理事会で決定します。実績では共済組合
の利率を下回っています。）
●一般の金融機関等の場合、保証料や借入手数料、
繰上返済手数料等がかかることも多く、実質金利を
計算すると高くなる場合があります。
●抵当権の設定や連帯保証人は不要・償還金は給与
から天引き
●費用は印紙代（最大2万円）のみ・手数料一切なし
●繰り上げ償還（年2回）の手数料なし
●育児等休業期間の申し出で償還猶予可（その間の
金利は免除）

　住宅の購入、新築等のほか、現在返済中の住宅ローンの借換や、オール電化・バリアフリー工事、
ソーラーパネルの設置や家屋のリフォーム等にもご利用いただけます！
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無料法律相談のご案内無料法律相談のご案内
法律相談（無料）を実施します。

事前に電話での予約が必要です。相談は３０分以内で無料です。
法律事務所の都合により平日のみの相談となりますが、ぜひお申し込みください。

７月１1日(火)
８月 8日(火)
９月１2日(火)
１０月１0日(火)
１１月 7日(火)
１２月１2日(火)

各日程とも
○ 9時30分～10時00分
○10時30分～11時00分
○11時30分～12時00分

利用できる範囲
相　　談　　員

相 談 受 付 日

○会員及びその配偶者、子、親
○糸 井 淳 一 弁護士（糸井総合法律事務所、振興会顧問弁護士）
（場所：横浜市中区日本大通１５）

相 談 方 法 等
○相談者の相談内容等プライバシーは厳守されます。
○相談は３０分以内です。
○事前に電話での予約が必要です。予約は振興会で受け付けます。
　予約申込時に　①希望する日時　②会員氏名　③会員番号　④簡単な相談内容（「相続」「債権債務」「借地の賃
借料」など）　⑤お越しになる人数と続柄をお知らせください。

　予約申込先：振興会　０４５－２１０－１１１１　内線８７１２　面談日の前月末に地図を載せた決定通知を送付します。
○各時間帯につき１組、先着順で受け付けます。（前月２５日締切）
○面談での相談となります。
○面談場所は、「糸井総合法律事務所」内です。
　住所：横浜市中区日本大通１５　横浜朝日会館８階
　　　　（みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩２分ＪＲ・市営地下鉄「関内駅」徒歩７分）
○継続して相談する場合や案件を依頼する場合には、相談者等からあらためて有料でご依頼ください。
○他の会員、当振興会を相手方とする案件の相談はお受けできません。

会議室の利用会議室の利用

会員のサークル活動、趣味の集まりや研究会など、自由なスタイルで６０人まで利用できます。
利用は先着順です（使用料は無料）。

会議室利用案内

【申 込 先】 一般財団法人 神奈川県教育会館
住　所： 〒２２０－００５３
　　　　横浜市西区藤棚町２－１９７
ＴＥＬ：０４５－２４１－３５３６
ＦＡＸ：０４５－２５１－３１８１

会 議 室会 議 室 ６０人用（１室）
＊利用は先着順です。

利用時間利用時間 平日　午前９時～午後５時
＊土･日･祝は利用できません。

休 館 日休 館 日 ８月（第2　日～第3土曜日）
年末年始（１２月２９日～１月３日）

※音楽（楽器等）、水や火を使ったご利用はできません。
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給付金の請求について給付金の請求について

　振興会ハンドブック８５ページに掲載の第３
号様式「給付金請求書」に必要事項を記入の
うえ、事実を証する書類（振興会ハンドブック
８ページ参照）を添えて提出してください。
請求期間は、事由発生日から３年以内です。

※給付金の振込予定日は、振興会で給付金請求書を受領した月の「翌月の２５日（営業日）」です。

平成２８年４月１日 提出分から
【結婚祝金】住民票の添付不可
【弔 慰 金】同居の義父母の場合、住民票（除票）を添付
　　　　　 （ただし会員氏名と死亡者名のあるもの）
※住民票添付の場合、マイナンバー、本籍欄記載事項を省略
　または抹消してください。

＊詳しくは、振興会ハンドブック8ページをご覧ください。
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給付金の請求について給付金の請求について
　振興会ハンドブック８５ページに掲載の第３
号様式「給付金請求書」に必要事項を記入の
うえ、事実を証する書類（振興会ハンドブック
８ページ参照）を添えて提出してください。
請求期間は、事由発生日から３年以内です。

※給付金の振込予定日は、振興会で給付金請求書を受領した月の「翌月の２５日（営業日）」です。

平成２８年４月１日 提出分から
【結婚祝金】住民票の添付不可
【弔 慰 金】同居の義父母の場合、住民票（除票）を添付
　　　　　 （ただし会員氏名と死亡者名のあるもの）
※住民票添付の場合、マイナンバー、本籍欄記載事項を省略
　または抹消してください。

＊詳しくは、振興会ハンドブック8ページをご覧ください。

お 知 ら せお 知 ら せ

　　振興会では、振興会会員専用ホームページを開設しています。
　　広報紙ではお伝えしきれなかった最新情報や、各種様式を掲載しています。是非ご活用ください。

なお、県費負担教職員の方　　　　⇒　引き続き６桁の職員番号
　　　横須賀市費負担教職員の方　⇒　市の職員番号（７桁）
　　　大磯町費負担教職員の方　　⇒　引き続きＡから始まる会員番号（６桁）が会員番号となります。

※ご注意ください。
　振興会のホームページは、「会員専用」
と「一般向け」の２種類があります。
　様式等のダウンロードや、施設等の
情報が掲載されるのは、「会員専用」の
ホームページです。
　会員専用ホームページへは、「会員専
用ホームページ閲覧方法」に沿ってログ
インしてください。

振興会会員専用ホームページをご活用ください。

●政令市の移譲に係る会員番号の変更について

現在ホームページから入手可能な様式（ＰＤＦとＥｘｃｅｌ形式）

会員専用ホームページ閲覧方法
① 振興会のホームページを開きます。　 http://www.kyo-fukushi.or.jp　② 右上の「ログイン」をクリックします。
③ ユーザ ID「genshoku」、パスワード「kaiinn」を半角英数字で入力します。　④ 「ログイン」ボタンをクリックします。

※スマートフォンやタブレット端末からも
　ご覧いただけます。

会員証再交付申請書 改姓、紛失等
リゾートトラストFAX用紙 ＦＡＸ申込用紙 　共通
ＡＥＯＮ受講申込書 ＦＡＸ申込用紙
給付金請求書 給付事業（結婚・弔慰金等)
償還猶予申出書 住宅貸付（育児休業等）
繰上償還申出書 住宅貸付（繰り上げ返済用） 現職会員
介護休暇等届 介護休暇等取得時の会費の免除
積立年金にかかる様式 積立年金の給付

様　式　名 内　容 対象

エクシブ湯河原離宮がオープンしました。予約開始日は平成２９年８月１日から、宿泊可能日は平成２９年９月１日からとなってお
ります。湯河原離宮についての詳細は、リゾートトラストのホームページをご覧ください。
ホームページ：http：//resorttrust.co.jp

●リゾートトラスト

毎年、有明コロシアム及び有明テニスの森公園テニスコートにおいて開催される「東レ　パン　パシフィック　オープンテニス」
の観戦チケット補助事業について掲載させていただいておりましたが、今年は都合により観戦チケットの確保が出来なくなった
ため、誠に勝手ながら本事業の実施を取りやめることとなりました。本事業を楽しみにしておられた会員の皆様には大変申し訳
ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

●「東レ　パン　パシフィック　オープンテニス」観戦チケット補助事業実施の取りやめについて

平成２９年５月１日より次の教室が追加となりました。
朝日カルチャーセンター千葉教室　千葉県千葉市中央区中央１－１１－１　三井ガーデンホテル千葉５階　☎043-227-0131

●教養講座の利用施設の追加について

詳しい申込方法、料金等は振興会ホームページをご
覧ください。公演スケジュール、出演者等については、
よしもとのホームページをご覧ください。
よしもとのホームページ
http://www.yoshimoto.co.jp/

利用可能劇場が増え、利用方法が変更になります。メールで前売り券を購入予約し、当日、各劇場窓口でチケット代金を現金
にて支払ってください。

●ルミネ the よしもと

劇場名 メールアドレス
ルミネ the よしもと lumine489@yoshimoto.co.jp
よしもと幕張イオンモール劇場 makuhari489@yoshimoto.co.jp
大宮ラクーンよしもと劇場 omiya489@yoshimoto.co.jp
沼津ラクーンよしもと劇場 numazu489@yoshimoto.co.jp

横浜市
川崎市
相模原市

市の職員番号（７桁）
市の職員番号（8桁）
市の職員番号（７桁）

３月３１日まで ４月１日から
職員番号（6桁）

（※川崎市費の方は｢K｣から
始まる6桁）

　平成２９年４月から３政令市の給与負担等の移譲に伴い、横浜市、川崎市、相模原市の会員の方の振興会で使用する会員番
号が変更になります。



18

作品募集作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品

① 一人で何点でも応募できます。 （ご応募いただいたすべての作品をお載せできる訳ではありません。）
②メールでの送信は、apply@kyo-fukushi.or.jpに件名を「振興会だより作品応募」として、本文に
③を明記してください。

③ 作品には、会員氏名、会員番号、作品タイトルやコメント等を添えてください。
　 （掲載時に作者氏名の掲載をいたします。氏名掲載を希望しない方は、その旨も明記してください。）
④ 原則として、作品の返却はいたしません。
⑤ 振興会だよりに掲載した場合には、薄謝を贈呈します。

振興会だよりの表紙を飾る会員の皆さんの作品を募集します。
身近な風景、出先で出会った景色、自信作の絵画や立体作品等を写真でお寄せください。

掲載用の写真の画像データを送付ください。
なお、季節感のある作品は、振興会だより発行時期に合わせて掲載します。

〈応募要項〉

本号では夏に向けての厚生事業を多く掲載して
います。登山、スポーツ観戦、芸術鑑賞やお子様
と一緒に楽しめるキッザニアやサーカスなど幅
広くご用意させていただきましたので皆様ぜひ

ご参加ください。本年度も引続き振興会の事業実施にご協力を
お願いいたします。次回の発行は11月を予定しております。

編  集
後  記
編  集
後  記

横浜市内の18区はそれぞれの区のシンボルと
して、木や花、鳥などを制定しマスコットも
制定している区がいくつかあります。「ウナ
シー」を区のマスコットにしているのはどこ
でしょう。

　はがき、メール、FAX又はホー
ムページ上の応募フォームで、①ク
イズの答え　②所属名　③会員番号
　④氏名　⑤たよりの感想　を記入
し振興会までご応募ください。（宛
先は表紙をご覧ください）
　正解者の中から40人の方に図書カード（500円分）をプレ
ゼントします。

※正解は、次号で
　お知らせします。

応募締切
平成29年6月30日（金）

必着

「③ 京急鶴見」でした。　●応募者総数／102人　正解者／102人
前回の答え

多数のご応募ありがとうございました。

お知らせ
皆様のご応募お待ちしております。 必ず、感想をお書きください。 
感想の記載がないと正解でも当選になりません。

①青葉区　②神奈川区　③金沢区　④戸塚区　⑤泉区

毎回多くの会員の方から写真応募をいただいております。
どれも素晴らしい写真ばかりですが、
表紙写真に惜しくも採用されなかった応募写真を掲載させていただきます。

毎回多くの会員の方から写真応募をいただいております。
どれも素晴らしい写真ばかりですが、
表紙写真に惜しくも採用されなかった応募写真を掲載させていただきます。

「普門院の桜」
横浜市立荏田小学校　廣田　勝政　様

「朝明け」
逗子市立逗子小学校　小西　範明　様

すすすだ す。

「朝明け」「朝明け


