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平成３０年６月２２日に開催された第1４回評議員会において「平成２９年度事業報告及び収支決算」が承認されました。

　　　    会員及び家族の方を対象に実施した給付・厚生・住宅貸付・積立年金の各事業について報告いたします。

（１）決算の概要

（２）事業実績の概要

（単位　上段：件　下段：千円）

平成２９年度 決算平成２９年度 決算

県民教養講座

日　　時日　　時
場　　所場　　所

対 象 者対 象 者
募集人数募集人数
参 加 費参 加 費

申 込 先申 込 先

申込方法申込方法

申込締切申込締切

役員評議員
理 事 長
常務理事
理　　事

理　事
監　事
監　事

鈴木　教之
大桒　好信
加藤　弘行

木村　徳泰
御園井英人
大関　美樹

平成30年6月22日現在

一般財団法人神奈川県教育福祉振興会評議員・役員名簿

菊地原宏明 政金　正裕 島﨑　直人
桺井　健一 小嶋　豊綱 田代　文彦
鈴木　　豊 金子槇之輔

テーマ：「折れない心」
講　師：野村 忠宏 氏（柔道家）

▲

厚生事業
 健康管理の支援
コナミスポーツクラブ、ダイドースポーツクラブ、ライフティック、乗馬クラ
ブ、ゴルフ場などのスポーツ施設と年間契約をした。／利用者数17,703人
 レクリエーション活動の機会の提供
ディズニーリゾートツアー、バス旅行の参加費補助を行った。／利用者
数372人
 レクリエーション施設の利用支援
レクリエーション、スポーツ活動等が行える宿泊施設等を廉価で利用で
きるように年間契約をした。
ラフォーレ倶楽部・リゾートトラスト・マホロバマインズ・スカイスパ
等／参加者数1,457人
公立学校共済組合箱根保養所「ひめしゃら」／利用者数4,148人
 会議室の利用支援
現職会員の交流や振興会が実施する各種事業の会場として利用するため
会議室を年間借り上げた。／利用者数は2,539人
 スポーツ観戦会
Ｊリーグサッカー観戦会の観戦チケットの購入補助等を行った。／参加者数
31人

 親と子のふれあい事業
ディズニー･オン･アイス、サーカス、キッザニア、新江ノ島水族館の鑑
賞券、親と子の芸術鑑賞券等購入補助を行った。／参加者数2,130人
 芸術鑑賞 
音楽鑑賞、演芸鑑賞、歌舞伎鑑賞等の鑑賞券購入補助等を行った。／参
加者数1,939人
 生涯学習活動の支援
カルチャーセンター、パソコン教室、英会話教室の受講補助等を行った。
／参加者数306人
 教養講座の開催
歴史講座、税務相談会など講師による講座を開催した。／参加者数194人

▲

積立年金事業
平成29年度の配当率は0.15％でした。

区　分

住宅建設資金貸付

年利1.５０％（H29年度適用利率） （単位：円）
平成２9年度末
貸付金残高累計

1,953,174,151

平成２9年度新規貸付
件数
51件

金額
429,200000

▲

貸付事業

〈収入の部〉
科　目 決算額

運用収入
福利事業収入
住宅貸付利息収入
継続互助事業収入
積立年金事業収入
手数料収入
配当金収入
広告事業収入
雑収入・負担金収入
住宅貸付金戻り収入
特定資産取崩収入
　　　当期収入合計
前期繰越収支差額
　　　 収入合計

63,898,627
140,549,564

28,035,360
525,111,230
697,290,498

20,680,570
1,988

4,807,976
2,912,189

372,855,509
1,688,034,126
3,544,177,637

49,984,094
3,594,161,731

（単位：円）

▲

給付事業

件　数
金　額

1,099
21,980

結婚祝金

0
0

15
2,475

災　害
見舞金 合計遺児育英

資　　金本人
19

1,235

配偶者
653

16,325

父母等
0
0

被扶養者
7

70

死産
694

20,105
3

3,300

退　会
記念品
1,249

23,275

供与物
（横須賀市費会員他）

7
105

3,052
68,765

小計
弔慰金

●講師プロフィール
　１９７４年、奈良県生まれ。天理大学、奈良教育大学大学院を経てミキハウスへ。アトランタオリンピック、シドニーオリンピックで２連覇を達成。
　その後、アメリカへ留学。２年のブランクを経てアテネ五輪代表権を獲得し、２００４年アテネオリンピックで柔道史上初、また全競技を通じてアジア人
初となるオリンピック三連覇を達成する。その後、たび重なる怪我と闘いながらも、さらなる高みを目指して現役を続行。２０１５年、全日本実業柔道個
人選手権大会を最後に、４０歳で現役を引退。
天理高校、天理大学、奈良教育大学大学院教育学研究科修了、弘前大学大学院医学研究科修了・医学博士号取得。

●主な表彰
　奈良県民栄誉賞1996年、銀杯一組（菊紋）2000年、紫綬褒章2004年、文部科学大臣顕彰･特別表彰2004年、JOCスポーツ賞1996年優秀賞・
2000年特別栄誉賞、大阪府知事賞詞、大阪スポーツ大賞2004年、奈良県知事表彰･奈良県議会表彰2004年、天理市民栄誉賞2004年、全日本
実業柔道連盟功労賞2005年、その他各種スポーツ賞等の受賞多数
※「県民教養講座」は、会員以外の方もお申し込みいただけます。
※この講座は、（一財）神奈川県厚生福利振興会との共催で実施するものです。
※申込書に記載された個人情報については、結果通知以外には使用いたしません。

科　目 決算額
公益事業
 給付事業
 厚生事業
 貸付事業
 積立年金事業
 　 小　計
 医療互助事業
 福祉年金事業
 継続厚生事業
 　 小　計
収益事業
特定資産取得支出等 
管理費
　　　　当期支出合計
次期繰越収支差額 

17,208,654
84,116,265
35,788,278

440,842,984
1,481,356,798
2,042,104,325
1,334,559,621

9,346,644
17,755,822

1,361,662,087
26,899,147

6,818,018
32,886,689

3,487,578,920
106,582,811

〈支出の部〉 （単位：円）

現職
対象
事業

継続
対象
事業

収入

支出

手数料収入 0.58%
配当金収入 0.00%
広告事業収入 0.13%
雑収入・負担金収入 0.08%

前期繰越収支差額
1.39%

特定資産
取崩収入
46.97%

住宅
貸付金
戻り収入
10.37%

積立年金
事業収入
19.40%

継続互助
事業収入
14.61%

運用収入 1.78%
福利事業収入 3.91%

住宅貸付利息収入 0.78%

厚生事業 1.03%

貸付事業
12.64%

積立年金事業
42.48%

医療互助事業
38.27%

収益事業 0.77%
特定資産取得支出等 0.20%

管理費 0.94%

福祉年金事業 0.27%
継続厚生事業 0.51%

公益事業 0.49%
給付事業 2.41%

はばたけ子どもたち 夢・未来コンサート
このコンサートは、神奈川フィルハーモニー管弦楽団による演奏で、親子で音楽の楽しさやオーケス
トラのすばらしさを体験していただく催しです。
　前回はミッキーマウス・マーチによる楽器紹介、「さんぽ～となりのトトロより～」、アンダーソン「春
が来た」などが演奏されました。今回は、何が聴けるかお楽しみに！！

※「はばたけ子どもたち　夢・未来コンサート」は、会員以外の方もお申し込みいただけます。
※このコンサートは、（一財）神奈川県教育会館との共催で実施するものです。
※申込書に記載された個人情報については、結果通知以外には使用いたしません。

日　　時日　　時

場　　所場　　所

対 象 者対 象 者
募集人数募集人数

参 加 費参 加 費

申 込 先申 込 先

申込方法申込方法

申込締切申込締切
問い合わせ先問い合わせ先

平成３1年２月24日（日）
午後2時　開演予定
神奈川県民ホール（大ホール）（横浜市中区山下町3-1）
※みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口から徒歩8分
ＪＲ根岸線・横浜市営地下鉄線「関内駅」から徒歩15分
県民（主に親子を対象とし乳幼児可能です。子どもの年齢は問いません。）
2,０００人
※申込者多数の場合は､抽選により決定し､当選の方のみ２月１０日前後に「座席引換券」を送付します。落選連絡はありませ

ん､ご了承ください。
無　料
はがき又はＦＡＸに次の事項を記入し、神奈川県教育会館へお申し込みください。
① 代表者氏名・フリガナ　② 郵便番号・住所　③ 電話番号
④ 参加人数（大人○人、子ども○人）
神奈川県教育会館　コンサート係
〒２２０－００５３　横浜市西区藤棚町２－１９７　ＦＡＸ　０４５－２５１－３１８１
平成３１年２月４日（月）　必着
電話　０４５－２４１－３５３６（平日９：００～１７：００）
ＵＲＬ　http://www.kec-y.or.jp

昨年度の様子

平成31年２月23日（土）　午後２時 ～ 午後３時３０分
はまぎんホール「ヴィアマーレ」（横浜市西区みなとみらい3-1-1）
・ ＪＲ、市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩５分
・みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩７分
県　民　※手話通訳あり
５００人　※申込者多数の場合は、抽選により決定します。
無　料
往復はがきに次の事項を記入し、（一財）神奈川県教育福祉振興会へお申込みください。
① 郵便番号・住所　② 氏名　③ 電話番号　④ 人数（はがき１枚で２名まで）
※返信面には、住所・氏名を忘れずに明記してください。
※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。
〒231-8325 横浜市中区日本大通３３

（一財）神奈川県教育福祉振興会　県民教養講座係宛
平成３１年２月４日（月）必着



2 3
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2000年特別栄誉賞、大阪府知事賞詞、大阪スポーツ大賞2004年、奈良県知事表彰･奈良県議会表彰2004年、天理市民栄誉賞2004年、全日本
実業柔道連盟功労賞2005年、その他各種スポーツ賞等の受賞多数
※「県民教養講座」は、会員以外の方もお申し込みいただけます。
※この講座は、（一財）神奈川県厚生福利振興会との共催で実施するものです。
※申込書に記載された個人情報については、結果通知以外には使用いたしません。

科　目 決算額
公益事業
 給付事業
 厚生事業
 貸付事業
 積立年金事業
 　 小　計
 医療互助事業
 福祉年金事業
 継続厚生事業
 　 小　計
収益事業
特定資産取得支出等 
管理費
　　　　当期支出合計
次期繰越収支差額 

17,208,654
84,116,265
35,788,278

440,842,984
1,481,356,798
2,042,104,325
1,334,559,621

9,346,644
17,755,822

1,361,662,087
26,899,147

6,818,018
32,886,689

3,487,578,920
106,582,811

〈支出の部〉 （単位：円）

現職
対象
事業

継続
対象
事業

収入

支出

手数料収入 0.58%
配当金収入 0.00%
広告事業収入 0.13%
雑収入・負担金収入 0.08%

前期繰越収支差額
1.39%

特定資産
取崩収入
46.97%

住宅
貸付金
戻り収入
10.37%

積立年金
事業収入
19.40%

継続互助
事業収入
14.61%

運用収入 1.78%
福利事業収入 3.91%

住宅貸付利息収入 0.78%

厚生事業 1.03%

貸付事業
12.64%

積立年金事業
42.48%

医療互助事業
38.27%

収益事業 0.77%
特定資産取得支出等 0.20%

管理費 0.94%

福祉年金事業 0.27%
継続厚生事業 0.51%

公益事業 0.49%
給付事業 2.41%

はばたけ子どもたち 夢・未来コンサート
このコンサートは、神奈川フィルハーモニー管弦楽団による演奏で、親子で音楽の楽しさやオーケス
トラのすばらしさを体験していただく催しです。
　前回はミッキーマウス・マーチによる楽器紹介、「さんぽ～となりのトトロより～」、アンダーソン「春
が来た」などが演奏されました。今回は、何が聴けるかお楽しみに！！

※「はばたけ子どもたち　夢・未来コンサート」は、会員以外の方もお申し込みいただけます。
※このコンサートは、（一財）神奈川県教育会館との共催で実施するものです。
※申込書に記載された個人情報については、結果通知以外には使用いたしません。

日　　時日　　時

場　　所場　　所

対 象 者対 象 者
募集人数募集人数

参 加 費参 加 費

申 込 先申 込 先

申込方法申込方法

申込締切申込締切
問い合わせ先問い合わせ先

平成３1年２月24日（日）
午後2時　開演予定
神奈川県民ホール（大ホール）（横浜市中区山下町3-1）
※みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口から徒歩8分
ＪＲ根岸線・横浜市営地下鉄線「関内駅」から徒歩15分
県民（主に親子を対象とし乳幼児可能です。子どもの年齢は問いません。）
2,０００人
※申込者多数の場合は､抽選により決定し､当選の方のみ２月１０日前後に「座席引換券」を送付します。落選連絡はありませ

ん､ご了承ください。
無　料
はがき又はＦＡＸに次の事項を記入し、神奈川県教育会館へお申し込みください。
① 代表者氏名・フリガナ　② 郵便番号・住所　③ 電話番号
④ 参加人数（大人○人、子ども○人）
神奈川県教育会館　コンサート係
〒２２０－００５３　横浜市西区藤棚町２－１９７　ＦＡＸ　０４５－２５１－３１８１
平成３１年２月４日（月）　必着
電話　０４５－２４１－３５３６（平日９：００～１７：００）
ＵＲＬ　http://www.kec-y.or.jp

昨年度の様子

平成31年２月23日（土）　午後２時 ～ 午後３時３０分
はまぎんホール「ヴィアマーレ」（横浜市西区みなとみらい3-1-1）
・ ＪＲ、市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩５分
・みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩７分
県　民　※手話通訳あり
５００人　※申込者多数の場合は、抽選により決定します。
無　料
往復はがきに次の事項を記入し、（一財）神奈川県教育福祉振興会へお申込みください。
① 郵便番号・住所　② 氏名　③ 電話番号　④ 人数（はがき１枚で２名まで）
※返信面には、住所・氏名を忘れずに明記してください。
※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。
〒231-8325 横浜市中区日本大通３３

（一財）神奈川県教育福祉振興会　県民教養講座係宛
平成３１年２月４日（月）必着
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次の各公演について、振興会ホームページで応募を受付ます。次の各公演について、振興会ホームページで応募を受付ます。

税務相談会 （確定申告書作成）

申込方法申込方法

申込締切申込締切
決定通知決定通知

　住宅取得控除等に係る初めての確定申告も簡単に提出できるように税理士を講師に招き開催します。確定申告に必要な書類（申告用紙は、
振興会で用意します。）を持参すれば講師の説明を聞きながらその場で記入し申告の準備が整います。質問にも丁寧に答えていただけます
ので、是非お申し込みください。

平成３０年１月１日から平成３０年１２月３１日の間に住宅を取得し、住宅取得控除を
受ける方や医療費控除を受ける方は、平成３０年の所得金額と税金の額を計算して、
平成３１年３月１５日までに居住地の税務署に申告します。

―― 確定申告とは ――

確定申告に必要な書類等
詳しい内容については、後日、申告書と共にお知らせします。
❶ 源泉徴収票
❷ 住民票の写し
❸ 家屋の全部事項証明書、請負契約書や売買契約書などの写し
❹ 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
❺ 住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン

等についてこの控除の適用を受ける場合は、その敷
地等の登記事項証明書またはその敷地等の分譲に係
る契約書などで、その敷地等の取得年月日・取得価
格が明らかな書類又はその写し

❻ 医療費等の領収書（支払った医療費等のうち補填さ
れた金額を除いて10万円以上の方。）

❼ ふるさと納税等の寄付金証明書
❽ 筆記用具・認印・電卓等　　　など

初めて確定申告をなさる方へ
住宅等の取得に係る貸付に関して、
確定申告をすることにより、住宅
取得控除を受けることができます。
初めての確定申告は、書類の記
入や、揃える書類など色々と手間
がかかります。
この機会に書類を作成し、提出で
きる状態に仕上げておきましょう。

申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ・はがき又はホームページ上の応募フォー
ムでお申込みください。
ＦＡＸ番号、住所、ホームページアドレス等は本号表紙をご参照ください。
（ユーザー名「genshoku」パスワード「kaiinn」です。）
平成30年１２月17日（月）必着
平成30年１２月21日（金）までに通知します

開催日
平成３1年２月2日（土）

相談時間
午前９時３０分～午前１１時３０分

会　　場
かながわ県民センター３０１会議室

募集人数
６０人

確定申告（住宅取得控除限定）のご案内今年、住宅を取得された方、ご注目！

※個別相談ではなく、教室形式で行いますので開始時間までにお越しください。

日時・場所・募集人数日時・場所・募集人数

※株式等をお持ちの方で確定申告の必
要な方は、今回の税務相談会の参加
対象になりませんのでご注意ください。

※確定申告の必要のない方もいらっしゃ
います。必要の有無は税務署にご確
認ください。

十二月大歌舞伎

12月22日（土）
11：00

12月23日（日）
16：30

12月24日（月･祝）
11：00

12月25日（火）
11：00

12月26日（水）
16：30

歌舞伎座
（東銀座駅）

１５０人
各30人

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１２月も実施します！　皆さまの応募をお待ちしております。

宝塚星組公演
ご好評いただきました９月の花組公演に続き、３月の星組公演の団体予約申込中です！
申込みの結果は振興会ホームページに掲載しますので、ホームページをご覧ください。（掲載は11月上旬ごろの予定です。）
座席が確保できた場合は、振興会ホームページで応募を受付ます。（詳細は１１月上旬ごろに掲載のホームページをご確認ください。）

振興会ホームペー
ジでの応募となり
ます。詳しくは、振
興会ホームページ
をご覧ください。

ユーザー名
「genshoku」
パスワード

「kaiinn」

一等席
会員 13,200円  
同行者 16,200円  
 （18,000円）

11月22日(木）

3月上旬 東京宝塚劇場 「霧深きエルベのほとり」
「ESTRELLAS（エストレージャス）～星たち～」 ユーザー名「genshoku」

パスワード「kaiinn」

【出演者】（予定）
坂東玉三郎、尾上松緑、市川中車　他
＊出演者は昼夜、演目で異なる場合があ

ります。 歌舞伎座発表のものをご確認
願います。

消費税増税前の今がチャンス！
振興会の住宅建設資金貸付 ２,０００万円まで利率１.２６％（変動）

マイホームの購入や、自宅のリフォームなどをお考えの方、増税前に実行しませんか？
振興会では、会員期間３年以上の方には上限２,０００万円までの住宅資金貸し付けています。

（ご夫婦で会員の場合、合計４,０００万円になります！）

県費、政令市の方は、償還金は給料から天引きされるので便利です。
※政令市を除く市町村費負担教職員等の方は指定口座から自動引き落としをします。

マイホームを購入するときの、抵当権の設定は不要、保証料や事務手数料も無料の上、貸付保険料は振興会で負担しますので総合的
な利回りは、銀行の住宅ローンと比較すると振興会の方が低い場合があります。

※金銭消費貸借契約証書に係る印紙代（最大２万円）のみ必要です。

銀行等の表面上の利回りに抵当権の登記設定費用、保証料、事務手数料、強制加入の団信保険料等を上乗せして
計算し、比較してみてください。支払総額で割り返すと、意外と高い利率になることも･･･

また、任意で加入の団信保険料の一部は、振興会で２割程度負担していますので、加入希望の方は大変お得です。

消費税が10％になると･･･
 　  ８％      １０％ その差額
４０００万円で住宅を購入 ４３２０万円 ４４００万円 ８０万円
３００万円で家屋の修理 ３２４万円 ３３０万円 ６万円

また、家屋購入後にもいろいろなメンテナンスが必要です。こちらも増税前に！（以下、参考例です。）

１０年目 屋根塗装　５０万円　　外壁塗装　８０万円
１５年目 エコキュートのコンプレッサー、太陽光発電のパワコン交換 ５０万円
２０年目 屋根塗装　５０万円　　外壁塗装　８０万円
３０年目 屋根葺き替え、外壁塗装、エコキュートのタンク・太陽光発電のパワコン交換
 ユニットバス・システムキッチン・トイレの交換等の大規模修繕　６００万円

この他、介護用バリアフリーへの改修、家族形態の変化に伴う間取りの変更、子世帯・親世帯との同居で２世帯住宅に改築、省エネ対策でオ
ール電化工事、太陽光発電の設置工事など、住宅に関する貸付を行っています。お気軽にメールやお電話でご相談ください。

貸付内容は次のとおりです。
　★貸付金額 50万円～２,００0万円（１０万円単位）
 ※ご夫婦ともに会員であればそれぞれ限度額まで貸付可能。また、現在、振興会の貸付金償還中の方も増額融資が可能
　★貸付利率 年利１．２６％（変動利率）
　★償還期間 5年～３０年
　★償還方法 ①　元利均等月賦償還（毎月１６日）　②　元利均等半年賦償還（６月３０日・１２月１０日）　③　①と②の併用
 　　※政令市に所属の方は各政令市の給料日となります。
 　　※繰り上げ償還　全額は毎月、一部繰上げは年２回（手数料なし）
　★貸付資格 現職会員期間３年以上（他県等での本採用期間がある場合は、通算できます）
　★貸付日 毎月２５日（休日の場合は、翌銀行営業日）
　★貸付の条件 ①　自己の居住する住宅を自己名義で新築、購入、建替え、リフォーム（ソーラーパネルの設置・オール電化工事含む）、

増改築、住宅の敷地を購入する場合又は住宅ローンの借換に利用できます。
 ②　買換えの場合には、現在の持ち家の売却が条件になります。
 ③　敷地の購入については、５年以内に購入地に自己の用に供する住宅を建築する必要があります。
 ④　全ての借入れを含む年間返済額の合計が総年収の35％以内が条件になります。

返済総額を振興会HPで
シミュレーションできます。
ユーザー名「genshoku」
パスワード「kaiinn」

一般財団法人神奈川県教育福祉振興会　申込み・問い合わせ
045-681-3054（電話受付は8：30～17：１５）
貸付事業の詳細は、振興会HPをご覧ください！

玉三郎 中車 松緑
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税務相談会 （確定申告書作成）

申込方法申込方法
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決定通知決定通知

　住宅取得控除等に係る初めての確定申告も簡単に提出できるように税理士を講師に招き開催します。確定申告に必要な書類（申告用紙は、
振興会で用意します。）を持参すれば講師の説明を聞きながらその場で記入し申告の準備が整います。質問にも丁寧に答えていただけます
ので、是非お申し込みください。

平成３０年１月１日から平成３０年１２月３１日の間に住宅を取得し、住宅取得控除を
受ける方や医療費控除を受ける方は、平成３０年の所得金額と税金の額を計算して、
平成３１年３月１５日までに居住地の税務署に申告します。

―― 確定申告とは ――

確定申告に必要な書類等
詳しい内容については、後日、申告書と共にお知らせします。
❶ 源泉徴収票
❷ 住民票の写し
❸ 家屋の全部事項証明書、請負契約書や売買契約書などの写し
❹ 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
❺ 住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン

等についてこの控除の適用を受ける場合は、その敷
地等の登記事項証明書またはその敷地等の分譲に係
る契約書などで、その敷地等の取得年月日・取得価
格が明らかな書類又はその写し

❻ 医療費等の領収書（支払った医療費等のうち補填さ
れた金額を除いて10万円以上の方。）

❼ ふるさと納税等の寄付金証明書
❽ 筆記用具・認印・電卓等　　　など

初めて確定申告をなさる方へ
住宅等の取得に係る貸付に関して、
確定申告をすることにより、住宅
取得控除を受けることができます。
初めての確定申告は、書類の記
入や、揃える書類など色々と手間
がかかります。
この機会に書類を作成し、提出で
きる状態に仕上げておきましょう。

申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ・はがき又はホームページ上の応募フォー
ムでお申込みください。
ＦＡＸ番号、住所、ホームページアドレス等は本号表紙をご参照ください。
（ユーザー名「genshoku」パスワード「kaiinn」です。）
平成30年１２月17日（月）必着
平成30年１２月21日（金）までに通知します

開催日
平成３1年２月2日（土）

相談時間
午前９時３０分～午前１１時３０分

会　　場
かながわ県民センター３０１会議室

募集人数
６０人

確定申告（住宅取得控除限定）のご案内今年、住宅を取得された方、ご注目！

※個別相談ではなく、教室形式で行いますので開始時間までにお越しください。

日時・場所・募集人数日時・場所・募集人数

※株式等をお持ちの方で確定申告の必
要な方は、今回の税務相談会の参加
対象になりませんのでご注意ください。

※確定申告の必要のない方もいらっしゃ
います。必要の有無は税務署にご確
認ください。

十二月大歌舞伎

12月22日（土）
11：00

12月23日（日）
16：30

12月24日（月･祝）
11：00

12月25日（火）
11：00

12月26日（水）
16：30

歌舞伎座
（東銀座駅）

１５０人
各30人

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１２月も実施します！　皆さまの応募をお待ちしております。

宝塚星組公演
ご好評いただきました９月の花組公演に続き、３月の星組公演の団体予約申込中です！
申込みの結果は振興会ホームページに掲載しますので、ホームページをご覧ください。（掲載は11月上旬ごろの予定です。）
座席が確保できた場合は、振興会ホームページで応募を受付ます。（詳細は１１月上旬ごろに掲載のホームページをご確認ください。）

振興会ホームペー
ジでの応募となり
ます。詳しくは、振
興会ホームページ
をご覧ください。

ユーザー名
「genshoku」
パスワード

「kaiinn」

一等席
会員 13,200円  
同行者 16,200円  
 （18,000円）

11月22日(木）

3月上旬 東京宝塚劇場 「霧深きエルベのほとり」
「ESTRELLAS（エストレージャス）～星たち～」 ユーザー名「genshoku」

パスワード「kaiinn」

【出演者】（予定）
坂東玉三郎、尾上松緑、市川中車　他
＊出演者は昼夜、演目で異なる場合があ

ります。 歌舞伎座発表のものをご確認
願います。

消費税増税前の今がチャンス！
振興会の住宅建設資金貸付 ２,０００万円まで利率１.２６％（変動）

マイホームの購入や、自宅のリフォームなどをお考えの方、増税前に実行しませんか？
振興会では、会員期間３年以上の方には上限２,０００万円までの住宅資金貸し付けています。

（ご夫婦で会員の場合、合計４,０００万円になります！）

県費、政令市の方は、償還金は給料から天引きされるので便利です。
※政令市を除く市町村費負担教職員等の方は指定口座から自動引き落としをします。

マイホームを購入するときの、抵当権の設定は不要、保証料や事務手数料も無料の上、貸付保険料は振興会で負担しますので総合的
な利回りは、銀行の住宅ローンと比較すると振興会の方が低い場合があります。

※金銭消費貸借契約証書に係る印紙代（最大２万円）のみ必要です。

銀行等の表面上の利回りに抵当権の登記設定費用、保証料、事務手数料、強制加入の団信保険料等を上乗せして
計算し、比較してみてください。支払総額で割り返すと、意外と高い利率になることも･･･

また、任意で加入の団信保険料の一部は、振興会で２割程度負担していますので、加入希望の方は大変お得です。

消費税が10％になると･･･
 　  ８％      １０％ その差額
４０００万円で住宅を購入 ４３２０万円 ４４００万円 ８０万円
３００万円で家屋の修理 ３２４万円 ３３０万円 ６万円

また、家屋購入後にもいろいろなメンテナンスが必要です。こちらも増税前に！（以下、参考例です。）

１０年目 屋根塗装　５０万円　　外壁塗装　８０万円
１５年目 エコキュートのコンプレッサー、太陽光発電のパワコン交換 ５０万円
２０年目 屋根塗装　５０万円　　外壁塗装　８０万円
３０年目 屋根葺き替え、外壁塗装、エコキュートのタンク・太陽光発電のパワコン交換
 ユニットバス・システムキッチン・トイレの交換等の大規模修繕　６００万円

この他、介護用バリアフリーへの改修、家族形態の変化に伴う間取りの変更、子世帯・親世帯との同居で２世帯住宅に改築、省エネ対策でオ
ール電化工事、太陽光発電の設置工事など、住宅に関する貸付を行っています。お気軽にメールやお電話でご相談ください。

貸付内容は次のとおりです。
　★貸付金額 50万円～２,００0万円（１０万円単位）
 ※ご夫婦ともに会員であればそれぞれ限度額まで貸付可能。また、現在、振興会の貸付金償還中の方も増額融資が可能
　★貸付利率 年利１．２６％（変動利率）
　★償還期間 5年～３０年
　★償還方法 ①　元利均等月賦償還（毎月１６日）　②　元利均等半年賦償還（６月３０日・１２月１０日）　③　①と②の併用
 　　※政令市に所属の方は各政令市の給料日となります。
 　　※繰り上げ償還　全額は毎月、一部繰上げは年２回（手数料なし）
　★貸付資格 現職会員期間３年以上（他県等での本採用期間がある場合は、通算できます）
　★貸付日 毎月２５日（休日の場合は、翌銀行営業日）
　★貸付の条件 ①　自己の居住する住宅を自己名義で新築、購入、建替え、リフォーム（ソーラーパネルの設置・オール電化工事含む）、

増改築、住宅の敷地を購入する場合又は住宅ローンの借換に利用できます。
 ②　買換えの場合には、現在の持ち家の売却が条件になります。
 ③　敷地の購入については、５年以内に購入地に自己の用に供する住宅を建築する必要があります。
 ④　全ての借入れを含む年間返済額の合計が総年収の35％以内が条件になります。

返済総額を振興会HPで
シミュレーションできます。
ユーザー名「genshoku」
パスワード「kaiinn」

一般財団法人神奈川県教育福祉振興会　申込み・問い合わせ
045-681-3054（電話受付は8：30～17：１５）
貸付事業の詳細は、振興会HPをご覧ください！

玉三郎 中車 松緑
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（個人情報の取扱い）申込書に記載された個人情報については、募集業務以外には使用いたしません。

ディズニーリゾートディズニーリゾート
ディズニーリゾートツアー

毎年大好評の東京ディズニーリゾートツアーを今年も募集します。
クリスマスから年始まで、幅広く日程をご用意しました。是非ご参加ください。

毎年大好評の東京ディズニーリゾートツアーを今年も募集します。
クリスマスから年始まで、幅広く日程をご用意しました。是非ご参加ください。

※料金計算方法　会　員「パスポート代金」＋「宿泊代金」－「補助額」
　　　　　　　　同行者「パスポート代金」＋「宿泊代金」

会員分
パスポート

（7,400円）
46,500円

宿泊費
（39,100円）

5,000円

補助額（最大で5,000円 100円未満切り上げ）
（39,100円×30％）

同行者

会員のみ、最大で5,000円の宿泊補助が出ます。
（各ホテルの補助額については、ホームページをご覧ください。）

ディズニーアンバサダーホテル　12月25日（火）宿泊（２名で宿泊）
１デーパスポート２枚購入、会員１名、同行者１名　の場合

券　種
1デーパスポート
２デーパスポート

大人
7,400円

13,200円

中人
6,400円

11,600円

小人
4,800円
8,600円

平成３０年１２月１４日（金）～ 平成３１年１月６日（日）日　　時
会員及びその同行者　（振興会の補助対象は会員の方のみです）対 象 者
650人募集人数

※大人は１８歳以上、中人は中高生（１２～１７歳）、小人は幼児・小
学生（４～１１歳）

※２デーパスポートはあらかじめどちらのパークに入場するかの
予約が必要になります。

※ディズニー側運営スケジュール変更等により１デーパスポート
料金が変更になる場合があります。

※「マジックキングダム」は平成28年3月末をもって終了いたしました。「コーポレートプログラム利用券」は旅行会社ではご利用いただけません。ただし、旅行会
社等で発行された「観光券」と「コーポレートプログラム利用券」を来園当日にパークのチケットブースに持参していただきますと「コーポレートプログラム利用
券」に記載の利用（補助）金額分が返金されます。

※12月31日限定のカウントダウンチケットの手配はできません。
※１申込につきチケット送料が６５０円必要です。 補助額計算について

宿泊費計算の例

41,500円

7,400円 39,100円 46,500円
※チケット送料別途（650円）　※連泊しても、補助は1泊分です。

申込方法

申 込 先

申込締切
旅行実施・企画
そ の 他

申込書に必要事項を記入し、FAX（03-6730-3230）でお申し込みく
ださい。「電話申込不可」
希望が多い日程は、第２、第３希望への振替等の調整を行う場合があります。
株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
トラベルサービスセンター東日本
〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-14-24　西新宿KFビル3階
担当「振興会ディズニーリゾート係」
TEL：0570-064-205　FAX：03-6730-3230
営業日・営業時間　月～金 10:00～17:00
土・日・祝日（12/29～1/3）は休み
１１月３０日（金）１７：００必着　先着順に手配します。
㈱近畿日本ツーリスト首都圏　横浜支店
旅行会社から順次、参加決定をお知らせします。
ご案内到着後期日までにご入金をお願いいたします。
この旅行は、旅行代理店企画のツアーを振興会が補助、あっせんするも
のです。申込者と旅行代理店との直接契約になります。ご了承ください。

利用ホテルおよび宿泊料金
料金は、１名様当たり１泊朝食付・税金・サービス料を含む。ただし、ディズニーアンバサダーホテル・東京ディズニーラ
ンドホテル・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ・ディズニーセレブレーションホテルは朝食を含みません。会員補助
額は、振興会会員専用ホームページをご覧ください。（閲覧方法は、本号表紙目次下をご覧ください。）

利用ホテルおよび宿泊料金
料金は、１名様当たり１泊朝食付・税金・サービス料を含む。ただし、ディズニーアンバサダーホテル・東京ディズニーラ
ンドホテル・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ・ディズニーセレブレーションホテルは朝食を含みません。会員補助
額は、振興会会員専用ホームページをご覧ください。（閲覧方法は、本号表紙目次下をご覧ください。）

ヒルトン東京ベイ　予約確保数　 1日当り　 ２室（ヒルトンルーム： ３名定員 1室と ４名定員 1室）� 住所：〒２79-00３1�千葉県浦安市舞浜 1− 8
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 22,800 18,100 15,200 12月22日（土） 42,100 31,300 26,400 12月30日（日） 42,100 31,300 26,400
12月15日（土） 31,300 23,400 19,200 12月23日（日） 40,300 30,000 25,200 12月31日（月）
12月16日（日） 19,700 16,200 14,400 12月24日（月） 22,800 18,100 15,200 1 月 1 日（火） 26,400
12月17日（月） 19,700 16,200 14,400 12月25日（火） 22,800 18,100 15,200 1 月 2 日（水） 19,200
12月18日（火） 19,700 16,200 14,400 12月26日（水） 22,800 18,100 15,200 1 月 3 日（木） 20,800 16,700 15,000
12月19日（水） 19,700 16,200 14,400 12月27日（木） 22,800 18,100 15,200 1 月 4 日（金） 20,800 16,700 15,000
12月20日（木） 19,700 16,200 14,400 12月28日（金） 31,300 23,400 19,200 1 月 5 日（土） 22,800 18,100 15,200
12月21日（金） 22,800 18,100 15,200 12月29日（土） 40,300 30,000 25,200 1 月 6 日（日） 17,300 15,000 12,700

東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート　予約確保数　 1日当り　 ２室（コンフォートスーペリアルーム： ３名定員 1室と ４名定員 1室）� 住所：〒２79-00３1�千葉県浦安市舞浜 1− 7
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 24,000 19,900 16,400 12月22日（土） 42,700 34,300 30,600 12月30日（日） 42,700 34,300 30,600
12月15日（土） 34,900 27,600 24,000 12月23日（日） 42,700 34,300 30,600 12月31日（月）
12月16日（日） 22,600 17,900 15,600 12月24日（月） 30,000 23,400 21,000 1 月 1 日（火） 42,700 34,300 30,600
12月17日（月） 22,600 17,900 15,600 12月25日（火） 30,000 23,400 21,000 1 月 2 日（水） 34,900 27,600 24,000
12月18日（火） 22,600 17,900 15,600 12月26日（水） 34,900 27,600 24,000 1 月 3 日（木） 30,000 23,400 21,000
12月19日（水） 22,600 17,900 15,600 12月27日（木） 34,900 27,600 24,000 1 月 4 日（金） 28,800 22,800 20,400
12月20日（木） 22,600 17,900 15,600 12月28日（金） 40,300 33,100 28,800 1 月 5 日（土） 30,000 23,400 21,000
12月21日（金） 24,000 19,900 16,400 12月29日（土） 42,700 34,300 30,600 1 月 6 日（日） 19,100 16,200 15,000
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（個人情報の取扱い）申込書に記載された個人情報については、募集業務以外には使用いたしません。

ディズニーリゾートディズニーリゾート
ディズニーリゾートツアー

毎年大好評の東京ディズニーリゾートツアーを今年も募集します。
クリスマスから年始まで、幅広く日程をご用意しました。是非ご参加ください。

毎年大好評の東京ディズニーリゾートツアーを今年も募集します。
クリスマスから年始まで、幅広く日程をご用意しました。是非ご参加ください。

※料金計算方法　会　員「パスポート代金」＋「宿泊代金」－「補助額」
　　　　　　　　同行者「パスポート代金」＋「宿泊代金」

会員分
パスポート

（7,400円）
46,500円

宿泊費
（39,100円）

5,000円

補助額（最大で5,000円 100円未満切り上げ）
（39,100円×30％）

同行者

会員のみ、最大で5,000円の宿泊補助が出ます。
（各ホテルの補助額については、ホームページをご覧ください。）

ディズニーアンバサダーホテル　12月25日（火）宿泊（２名で宿泊）
１デーパスポート２枚購入、会員１名、同行者１名　の場合

券　種
1デーパスポート
２デーパスポート

大人
7,400円

13,200円

中人
6,400円

11,600円

小人
4,800円
8,600円

平成３０年１２月１４日（金）～ 平成３１年１月６日（日）日　　時
会員及びその同行者　（振興会の補助対象は会員の方のみです）対 象 者
650人募集人数

※大人は１８歳以上、中人は中高生（１２～１７歳）、小人は幼児・小
学生（４～１１歳）

※２デーパスポートはあらかじめどちらのパークに入場するかの
予約が必要になります。

※ディズニー側運営スケジュール変更等により１デーパスポート
料金が変更になる場合があります。

※「マジックキングダム」は平成28年3月末をもって終了いたしました。「コーポレートプログラム利用券」は旅行会社ではご利用いただけません。ただし、旅行会
社等で発行された「観光券」と「コーポレートプログラム利用券」を来園当日にパークのチケットブースに持参していただきますと「コーポレートプログラム利用
券」に記載の利用（補助）金額分が返金されます。

※12月31日限定のカウントダウンチケットの手配はできません。
※１申込につきチケット送料が６５０円必要です。 補助額計算について

宿泊費計算の例

41,500円

7,400円 39,100円 46,500円
※チケット送料別途（650円）　※連泊しても、補助は1泊分です。

申込方法

申 込 先

申込締切
旅行実施・企画
そ の 他

申込書に必要事項を記入し、FAX（03-6730-3230）でお申し込みく
ださい。「電話申込不可」
希望が多い日程は、第２、第３希望への振替等の調整を行う場合があります。
株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
トラベルサービスセンター東日本
〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-14-24　西新宿KFビル3階
担当「振興会ディズニーリゾート係」
TEL：0570-064-205　FAX：03-6730-3230
営業日・営業時間　月～金 10:00～17:00
土・日・祝日（12/29～1/3）は休み
１１月３０日（金）１７：００必着　先着順に手配します。
㈱近畿日本ツーリスト首都圏　横浜支店
旅行会社から順次、参加決定をお知らせします。
ご案内到着後期日までにご入金をお願いいたします。
この旅行は、旅行代理店企画のツアーを振興会が補助、あっせんするも
のです。申込者と旅行代理店との直接契約になります。ご了承ください。

利用ホテルおよび宿泊料金
料金は、１名様当たり１泊朝食付・税金・サービス料を含む。ただし、ディズニーアンバサダーホテル・東京ディズニーラ
ンドホテル・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ・ディズニーセレブレーションホテルは朝食を含みません。会員補助
額は、振興会会員専用ホームページをご覧ください。（閲覧方法は、本号表紙目次下をご覧ください。）

利用ホテルおよび宿泊料金
料金は、１名様当たり１泊朝食付・税金・サービス料を含む。ただし、ディズニーアンバサダーホテル・東京ディズニーラ
ンドホテル・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ・ディズニーセレブレーションホテルは朝食を含みません。会員補助
額は、振興会会員専用ホームページをご覧ください。（閲覧方法は、本号表紙目次下をご覧ください。）

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル　予約確保数　 1日当り　 1室（パークウィングルーム： ４名定員 1室）� 住所：〒２79-00３1�千葉県浦安市舞浜 1− 9
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 25,800 21,700 19,300 12月22日（土） 43,300 34,300 29,400 12月30日（日） 43,300 34,300 29,400
12月15日（土） 34,900 27,000 23,400 12月23日（日） 43,300 34,300 29,400 12月31日（月） 52,400 40,300 34,900
12月16日（日） 22,600 19,700 17,300 12月24日（月） 25,800 21,700 19,300 1 月 1 日（火） 43,300 34,300 29,400
12月17日（月） 22,600 19,700 17,300 12月25日（火） 25,800 21,700 19,300 1 月 2 日（水） 34,900 27,000 23,400
12月18日（火） 22,600 19,700 17,300 12月26日（水） 25,800 21,700 19,300 1 月 3 日（木） 24,300 20,800 18,500
12月19日（水） 22,600 19,700 17,300 12月27日（木） 25,800 21,700 19,300 1 月 4 日（金） 24,300 20,800 18,500
12月20日（木） 22,600 19,700 17,300 12月28日（金） 34,900 27,000 23,400 1 月 5 日（土） 25,800 21,700 19,300
12月21日（金） 25,800 21,700 19,300 12月29日（土） 43,300 34,300 29,400 1 月 6 日（日） 20,800 17,900 16,200

サンルートプラザ東京　予約確保数　 1日当り　 1室（プレジャールーム： ４名定員）　※12/31は夕・朝食付� 住所：〒２79-00３1�千葉県浦安市舞浜 1− 6
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 22,800 18,700 16,400 12月22日（土） 39,900 29,400 25,000 12月30日（日） 31,900 24,000 19,800
12月15日（土） 31,900 24,000 19,800 12月23日（日） 39,900 29,400 25,000 12月31日（月） 62,000 47,800 40,600
12月16日（日） 19,700 16,700 15,000 12月24日（月） 24,000 18,700 16,400 1 月 1 日（火） 39,900 29,400 25,000
12月17日（月） 19,700 16,700 15,000 12月25日（火） 24,000 18,700 16,400 1 月 2 日（水） 31,900 24,000 19,800
12月18日（火） 19,700 16,700 15,000 12月26日（水） 24,000 18,700 16,400 1 月 3 日（木） 24,000 18,700 16,400
12月19日（水） 19,700 16,700 15,000 12月27日（木） 24,000 18,700 16,400 1 月 4 日（金） 24,000 18,700 16,400
12月20日（木） 19,700 16,700 15,000 12月28日（金） 24,000 18,700 16,400 1 月 5 日（土） 24,000 18,700 16,400
12月21日（金） 22,800 18,700 16,400 12月29日（土） 31,900 24,000 19,800 1 月 6 日（日） 19,100 16,200 14,400

　予約確保数　 1日当り　 1室（フロンティアルーム： ４名定員）　※12/31は夕・朝食付� 住所：〒２79-00３1�千葉県浦安市舞浜 1− 6
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 24,000 19,900 17,500 12月22日（土） 41,200 30,600 26,200 12月30日（日） 33,100 25,200 21,000
12月15日（土） 33,100 25,200 21,000 12月23日（日） 41,200 30,600 26,200 12月31日（月） 63,400 49,200 42,000
12月16日（日） 20,800 17,900 16,200 12月24日（月） 25,200 19,900 17,500 1 月 1 日（火） 41,200 30,600 26,200
12月17日（月） 20,800 17,900 16,200 12月25日（火） 25,200 19,900 17,500 1 月 2 日（水） 33,100 25,200 21,000
12月18日（火） 20,800 17,900 16,200 12月26日（水） 25,200 19,900 17,500 1 月 3 日（木） 25,200 19,900 17,500
12月19日（水） 20,800 17,900 16,200 12月27日（木） 25,200 19,900 17,500 1 月 4 日（金） 25,200 19,900 17,500
12月20日（木） 20,800 17,900 16,200 12月28日（金） 25,200 19,900 17,500 1 月 5 日（土） 25,200 19,900 17,500
12月21日（金） 24,000 19,900 17,500 12月29日（土） 33,100 25,200 21,000 1 月 6 日（日） 20,200 17,300 15,600

東京ベイ舞浜ホテル　予約確保数　 1日当り　 ３室（ハーモニールーム： ３名定員）　※12/31は夕・朝食付� 住所：〒２79-00３1�千葉県浦安市舞浜 1−３４
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 27,600 21,600 12月22日（土） 46,300 34,300 12月30日（日） 39,100 28,000
12月15日（土） 36,100 27,000 12月23日（日） 46,300 34,300 12月31日（月） 69,900 52,700
12月16日（日） 23,100 19,100 12月24日（月） 27,000 19,900 1 月 1 日（火） 46,300 34,300
12月17日（月） 23,100 19,100 12月25日（火） 27,000 19,900 1 月 2 日（水） 36,100 27,000
12月18日（火） 23,100 19,100 12月26日（水） 27,000 19,900 1 月 3 日（木） 27,000 19,900
12月19日（水） 23,100 19,100 12月27日（木） 27,000 19,900 1 月 4 日（金） 27,000 19,900
12月20日（木） 23,100 19,100 12月28日（金） 31,300 22,800 1 月 5 日（土） 22,600 18,300
12月21日（金） 27,600 21,600 12月29日（土） 39,100 28,000 1 月 6 日（日） 19,100 15,600

　予約確保数　 1日当り　 1室（シンフォニールーム： ４名定員）　※12/31は夕・朝食付� 住所：〒２79-00３1�千葉県浦安市舞浜 1−３４
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 28,700 22,400 18,600 12月22日（土） 47,600 35,100 28,200 12月30日（日） 40,300 28,800 22,200
12月15日（土） 37,300 27,900 22,200 12月23日（日） 47,600 35,100 28,200 12月31日（月） 71,100 53,600 44,500
12月16日（日） 24,300 19,900 16,700 12月24日（月） 28,100 20,700 16,400 1 月 1 日（火） 47,600 35,100 28,200
12月17日（月） 24,300 19,900 16,700 12月25日（火） 28,100 20,700 16,400 1 月 2 日（水） 37,300 27,900 22,200
12月18日（火） 24,300 19,900 16,700 12月26日（水） 28,100 20,700 16,400 1 月 3 日（木） 28,100 20,700 16,400
12月19日（水） 24,300 19,900 16,700 12月27日（木） 28,100 20,700 16,400 1 月 4 日（金） 28,100 20,700 16,400
12月20日（木） 24,300 19,900 16,700 12月28日（金） 32,500 23,600 18,600 1 月 5 日（土） 23,700 19,100 15,600
12月21日（金） 28,700 22,400 18,600 12月29日（土） 40,300 28,800 22,200 1 月 6 日（日） 20,200 16,400 14,400

ディズニーアンバサダーホテル　（部屋代のみ：朝食無し）　予約確保数　 1日当り　 1室（スタンダードフロアースーペリア： ３名定員）� 住所：〒２79-85２２�千葉県浦安市舞浜 ２−11
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 35,100 24,800 12月22日（土） 12月30日（日）
12月15日（土） 41,300 29,000 12月23日（日） 41,300 29,000 12月31日（月）
12月16日（日） 33,700 23,900 12月24日（月） 41,300 29,000 1 月 1 日（火）
12月17日（月） 27,100 19,500 12月25日（火） 39,100 27,600 1 月 2 日（水） 41,300 29,000
12月18日（火） 27,100 19,500 12月26日（水） 39,100 27,600 1 月 3 日（木） 41,300 29,000
12月19日（水） 27,100 19,500 12月27日（木） 39,100 27,600 1 月 4 日（金） 39,100 27,600
12月20日（木） 27,100 19,500 12月28日（金） 41,300 29,000 1 月 5 日（土） 41,300 29,000
12月21日（金） 35,100 24,800 12月29日（土） 41,300 29,000 1 月 6 日（日） 25,200 17,900

東京ディズニーランドホテル　（部屋代のみ：朝食無し）　予約確保数　 1日当り　 1室（スーペリアアルコーヴルーム： ４名定員）� 住所：〒２79-8505�千葉県浦安市舞浜２9― 1
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 40,100 27,100 20,600 12月22日（土） 12月30日（日）
12月15日（土） 47,400 31,900 24,200 12月23日（日） 12月31日（月）
12月16日（日） 37,500 25,400 19,300 12月24日（月） 1月 1日（火）
12月17日（月） 32,700 22,100 16,900 12月25日（火） 47,400 31,900 24,200 1 月 2 日（水）
12月18日（火） 32,700 22,100 16,900 12月26日（水） 47,400 31,900 24,200 1 月 3 日（木）
12月19日（水） 32,700 22,100 16,900 12月27日（木） 47,400 31,900 24,200 1 月 4 日（金） 47,400 31,900 24,200
12月20日（木） 32,700 22,100 16,900 12月28日（金） 47,400 31,900 24,200 1 月 5 日（土） 47,400 31,900 24,200
12月21日（金） 40,100 27,100 20,600 12月29日（土） 1月 6日（日） 32,700 22,100 16,900

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　（部屋代のみ：朝食無し）　予約確保数　 1日当り　 1室（トスカーナサイド･スーペリアルーム： ３名定員）　� 住所：〒２79-8519�千葉県浦安市舞浜 1−1３
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 42,000 28,400 12月22日（土） 12月30日（日）
12月15日（土） 12月23日（日） 12月31日（月）
12月16日（日） 42,000 28,400 12月24日（月） 48,500 32,700 1 月 1 日（火）
12月17日（月） 42,000 28,400 12月25日（火） 48,500 32,700 1 月 2 日（水）
12月18日（火） 42,000 28,400 12月26日（水） 48,500 32,700 1 月 3 日（木）
12月19日（水） 42,000 28,400 12月27日（木） 48,500 32,700 1 月 4 日（金）
12月20日（木） 42,000 28,400 12月28日（金） 48,500 32,700 1 月 5 日（土） 48,500 32,700
12月21日（金） 45,600 30,800 12月29日（土） 1月 6日（日） 30,500 20,700

東京ディズニーセレブレーションホテル　（部屋代のみ：朝食無し）　予約確保数　 1日当り　 1室（ディスカバー ･スタンダードルーム： ４名定員）� 住所：〒２79-850２�千葉県浦安市明海 7− 1− 1
宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース 宿泊日 ツイン トリプル フォース

12月14日（金） 22,800 15,600 11,900 12月22日（土） 27,400 18,600 14,300 12月30日（日） 27,400 18,600 14,300
12月15日（土） 27,400 18,600 14,300 12月23日（日） 27,400 18,600 14,300 12月31日（月）
12月16日（日） 16,300 11,200 8 ,700 12月24日（月） 26,500 18,000 13,800 1 月 1 日（火）
12月17日（月） 14,500 10,000 7 ,800 12月25日（火） 22,800 15,600 11,900 1 月 2 日（水） 27,400 18,600 14,300
12月18日（火） 14,500 10,000 7 ,800 12月26日（水） 22,800 15,600 11,900 1 月 3 日（木） 27,400 18,600 14,300
12月19日（水） 14,500 10,000 7 ,800 12月27日（木） 22,800 15,600 11,900 1 月 4 日（金） 26,500 18,000 13,800
12月20日（木） 14,500 10,000 7 ,800 12月28日（金） 27,400 18,600 14,300 1 月 5 日（土） 26,500 18,000 13,800
12月21日（金） 22,800 15,600 11,900 12月29日（土） 27,400 18,600 14,300 1 月 6 日（日） 16,300 11,200 8 ,700
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芸術鑑賞芸術鑑賞
　次の各公演の鑑賞券に、会員のみ振興会から補助をします。
　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込みください。申込み先は１1ページです。
　本号に掲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行く予定です
ので、振興会会員専用ホームページをご確認いただき、お申込みください。ホームページのアドレスは
http://www.kyo-fukushi.or.jpです。（ユーザー名「genshoku」パスワード「kaiinn」です。）

　次の各公演の鑑賞券に、会員のみ振興会から補助をします。
　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込みください。申込み先は１1ページです。
　本号に掲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行く予定です
ので、振興会会員専用ホームページをご確認いただき、お申込みください。ホームページのアドレスは
http://www.kyo-fukushi.or.jpです。（ユーザー名「genshoku」パスワード「kaiinn」です。）

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 申込先

12月1日（土）
14:30

相模女子大学
グリーンホール

大ホール
ブラック・ボトム・ブラス・バンド

GUEST 綾戸智恵 15人
全席指定
会員 2,550円　
同行者 4,050円　
 （4,500円）

11月26日 A

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

12月19日（水）
19:00

神奈川県民ホール
大ホール

グローリー・
ゴスペル・シンガーズ 20人

Ｓ席
会員 3,200円　
同行者 5,700円　
 （6,800円）

11月19日 B

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 申込先

12月23日（日）11:30 横浜
みなとみらい

ホール

マリーナ・トレグボヴィッチ（ソプラノ）
ヴェラ・チェカノヴァ（ソプラノ）

三大アヴェ･マリア／G線上のアリア
タイスの瞑想曲／カノン　他
※11：30開演のみリハーサル見学付き！

30人
全席指定
会員 2,100円　
同行者 3,600円　
 （4,500円）

12月3日 C
12月23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 申込先

12月23日（日）
15:00

よこすか
芸術劇場

フィリップ・Ｌ．ボイキン
（音楽監督/バス・バリトン）

ゲイリー・ミッチェルＪｒ．（ピアノ/バス・バリトン）
ダンテ・Ｌ．ハレル（テノール）

マーリン・モンロー・ウィリフォード（テノール）

20人
S席
会員 2,550円　
同行者 4,050円　
 （4,500円）

11月23日 D

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 申込先

12月25日（火）
14:00

横浜
みなとみらい

ホール

千住真理子（ヴァイオリン）
現田茂夫（指揮）

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
組曲「くるみ割り人形」　他

30人
S席
会員 3,350円　
同行者 5,850円　
 （6,500円）

12月3日 C

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 申込先

12月28日（金）
14:00

横浜みなとみらい
ホール

ミコラ・ジャジューラ（指揮）
ベートーヴェン：交響曲第7番
交響曲第9番「合唱付き」

30人
Ｓ席
会員 6,500円　
同行者 9,000円　
 （11,000円）

12月3日 C

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 申込先

1月3日（木）
15:00

横浜
みなとみらい

ホール

ヨハネス・ヴィルトナー
（指揮・ヴァイオリン）

「こうもり」序曲／皇帝円舞曲
春の声／美しく青きドナウ　他

30人
Ｓ席
会員 4,725円　
同行者 7,225円　
 （8,500円）

12月10日 C

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 申込先

1月4日（金）
14:00

横浜
みなとみらい

ホール

小山実稚恵（ピアノ）
秋山和慶（指揮）

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
ドヴォルザーク：交響曲第9番
　　　　　　「新世界より」　他

40人
Ｓ席
会員 3,350円　
同行者 5,850円　
 （6,500円）

12月10日 C

ブラック・ボトム・ブラス・バンド　GUEST 綾戸智恵

クリスマス★ゴスペル2018　グローリー・ゴスペル・シンガーズ

サンクトペテルブルグ室内合奏団　クリスマス/アヴェ・マリア

ニューヨーク・ゴスペル・ブラザーズ　クリスマス・コンサート

千住真理子のクリスマス　東京交響楽団クリスマスコンサート2018

ウクライナ国立歌劇場管弦楽団　第九＆第七

横浜みなとみらいホール2019　オープニング・コンサート
ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団　ウィンナワルツ・ニューイヤー・コンサート

小山実稚恵＆秋山和慶指揮　東京交響楽団ニューイヤーコンサート2019
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芸術鑑賞芸術鑑賞
　次の各公演の鑑賞券に、会員のみ振興会から補助をします。
　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込みください。申込み先は１1ページです。
　本号に掲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行く予定です
ので、振興会会員専用ホームページをご確認いただき、お申込みください。ホームページのアドレスは
http://www.kyo-fukushi.or.jpです。（ユーザー名「genshoku」パスワード「kaiinn」です。）

　次の各公演の鑑賞券に、会員のみ振興会から補助をします。
　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込みください。申込み先は１1ページです。
　本号に掲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行く予定です
ので、振興会会員専用ホームページをご確認いただき、お申込みください。ホームページのアドレスは
http://www.kyo-fukushi.or.jpです。（ユーザー名「genshoku」パスワード「kaiinn」です。）

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 申込先

1月6日（日）
13:00

ミューザ川崎
シンフォニー

ホール

サンドロ・クトゥレーロ（指揮）
ダンサー4名、ソプラノ1名

美しく青きドナウ／皇帝円舞曲
雷鳴と稲妻／トリッチ・トラッチ・ポルカ　他
※リハーサル見学付き！

30人

全席指定
会員 3,000円　
同行者 5,500円　
 （6,500円）

12月10日 C

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 申込先

1月6日（日）
14:00

横浜
みなとみらい

ホール

樫本大進（ヴァイオリン）
ピエタリ・インキネン（指揮）

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」

30人

S席
会員 11,400円　
同行者 14,400円　
 （16,000円）

12月10日 C

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 申込先

1月16日（水）
17:00

Bunkamura 
オーチャードホール 森山良子 10人

S席
会員 3,800円　
同行者 6,300円　
 （7,000円）

11月25日
必着 E

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

2月1日（金）
19:00

サントリー
ホール

エルガー：チェロ協奏曲
ショパン：ピアノ協奏曲第1番

円光寺雅彦（指揮）
東京フィルハーモニー
交響楽団（管弦楽）

20人

S席
会員 4,300円　
同行者 6,800円　
 （8,500円）

11月30日 F

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 申込先

2月3日（日）
17:30

神奈川県民ホール
大ホール

構成・演出・出演：美輪明宏
演奏：セルジュ染井アンサンブル 30人

全席指定
会員 3,980円　
同行者 6,480円　
 （7,200円）

1月19日 A

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 申込先

2月23日（土）
14:00

サントリー
ホール

【出演】及川浩治
【曲目】リスト：ラ・カンパネラ、愛の夢
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番「月光」
ショパン：別れの曲
モーツァルト：トルコ行進曲

20人

S席
会員 2,500円　
同行者 4,000円　
 （5,000円）

11月30日 F

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 申込先

1月12日（土）18:00
シアタークリエ

山口祐一郎、
大塚千弘／平野　綾

森公美子、涼風真世　他
80人

全席指定
会員 7,700円　
同行者 10,700円　
 （12,500円）

11月30日 G
1月14日（月・祝）13:00

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 申込先

1月15日（火）18:30

日生劇場

市村正親/石丸幹二
濱田めぐみ/平原綾香

田代万里生/小野田龍之介
夢咲ねね/咲妃みゆ

鳳蘭/香寿たつき　他
※Ｗキャストです。詳しいスケジュール

はＨＰをご確認ください。
※出演者は変更になる場合がござい

ます。その際のお振り替えなどは
承っておりません。

60人

S席
会員 平日：7,400円　
 土日祝：8,700円　
同行者 平日：10,400円　
 土日祝：11,700円　
 （13,000円）

12月15日 H
1月17日（木）18:30

1月26日（土）17:30

2月3日（日）17:30

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ　宮殿祝賀コンサート

樫本大進（ヴァイオリン）　プラハ交響楽団　ニューイヤー名曲コンサート

森山良子 Concert Tour 2018-2019

ザ・プレミアム！　外山啓介（ピアノ）＆辻本玲（チェロ） スペシャル・コンサート

ⒸYuji Hori Ⓒ竹原伸治

美輪明宏 ロマンティック音楽会 ～抒情（リリック）の夕べ～

Ⓒ御堂義乘

ⒸYuji Hori

及川浩治ピアノ・リサイタル　「名曲の花束」

ミュージカル　「レベッカ」

ミュージカル『ラブ・ネバー・ダイ』
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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

代表会員
住　　所

代表会員
電話番号

代表会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

備　　考

〒

（携帯・自宅・所属）※いずれかに○。日中連絡の取れる代表会員の電話番号。

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

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 申込先

1月26日（土）
16:30 サンシャイン劇場

【作】フレデリック・ノット
【演出】　深作健太

【出演】加藤和樹　凰稀かなめ
高橋光臣　猪塚健太

松田悟志 ほか

10人

全席指定
会員 4,980円　
同行者 7,480円　
 （8,800円）

12月2日
必着 E

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 申込先
1月26日（土）14:00

KAAT
神奈川芸術劇場
＜中スタジオ＞

【演出】白井晃
【出演】首藤康之

中村恩恵
秋山菜津子

40人

全指定席
会員 2,900円　
同行者 5,400円　
 （6,000円）

12月10日 I
1月27日（日）14:00
1月31日（木）19:00
2月1日（金）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 申込先
2月10日（日）12:00

明治座

大地真央　中村梅雀
川﨑麻世　村上ショージ　竹内都子
上杉祥三　野添義弘　福本伸一
弘中麻紀　未沙のえる　南翔太

吉沢京子　正司花江　ほか

60人

S席
会員 7,100円　
同行者 9,600円　
 （12,000円）

12月7日 J2月11日（月・祝）17:00

2月16日（土）12:00

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 申込先

3月23日（土）13:00
KAAT 神奈川芸術劇場

＜ホール＞ 劇団四季
15人 S席

会員 8,880円　
同行者 11,880円　
 （11,880円）

12月2日 K
3月24日（日）13:00 15人

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 申込先

1月5日（土）15:00（予定）
浅草公会堂

尾上松也、中村歌昇
坂東巳之助、坂東新悟
中村種之助、中村隼人

中村橋之助　他
20人

1等席
会員 5,000円　
同行者 7,500円　
 （9,000円）

12月5日 L
1月13日（日）11:00

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 申込先

1月6日（日）11:00
三越劇場 喜多村緑郎、河合雪之丞

高橋惠子、勝野洋、他 20人

全席指定
会員 4,500円　
同行者 7,000円　
 （9,000円）

12月7日 L
1月12日（土）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 申込先
1月12日（土）18:00

有楽町朝日ホール 桂文枝 30人
全席指定
会員 3,000円　
同行者 4,500円　
 （5,000円）

11月25日
必着 E1月13日（日）16:30

1月14日（月・祝）16:30

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 申込先

12月8日（土）18:00 茅ヶ崎市民文化会館
大ホール

【演出】住吉佑太
【出演】鼓童 20人

全席指定
会員 3,200円　
同行者 4,700円　
 （5,700円）

11月19日 B

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 申込先
12月15日（土）

14:00 文京
シビック
ホール

大ホール

芸術監督：三谷恭三
キャスト：青山季可、阿部裕恵、

清瀧千晴、他
牧阿佐美バレヱ団

指揮：デヴィッド・ガルフォース
演奏：東京オーケストラMIRAI

10人
Ｓ席
会員 7,300円　
同行者 9,800円　
 （10,800円）

11月30日 M12月15日（土）
18:30

12月16日（日）
14:00

舞台「暗くなるまで待って」

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『出口なし』

夫婦漫才

劇団四季ミュージカル『パリのアメリカ人』

新春浅草歌舞伎

初春花形新派公演『日本橋』

桂文枝 新春特撰落語会

太鼓芸能集団　鼓童　「巡-MEGURU-」

牧阿佐美バレヱ団公演「くるみ割り人形」
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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

代表会員
住　　所

代表会員
電話番号

代表会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

備　　考

〒

（携帯・自宅・所属）※いずれかに○。日中連絡の取れる代表会員の電話番号。

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

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公演日時　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。

　　　　　　　
●�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。

※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。

　　　　　　　
※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

申　込　先 申　込　方　法

A
Ro-Onチケット
TEL． 047－365－9960
（平日10：00～18：00）土曜は14：00まで。日曜・祝日は定休

Ro-On チケットに電話で、振興会の会員であること及び共通事項を告げて申し込みます。申込後、チケットが
郵便で届きますので、代金引換・着払いでお支払いください。（チケット送料 400 円が別途かかります。）

B
ｔｖｋコミュニケーションズ
TEL． 045－663－9955
（平日10:00～18:00）※土日祝休み

ｔｖｋコミュニケーションズに電話で、振興会の会員であること及び共通事項を告げて申し込みます。申込後、
公演日の1週間前までにチケットが郵便で届きますので、代金引換・着払いでお支払いください。（チケット送
料 800 円が別途かかります。）

C
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。締切後、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。

D
（公財）横須賀芸術文化財団
TEL． 046－828－1616
（10：00～18：00）（休館日：毎月第二水曜日、年末年始）

横須賀芸術文化財団に電話で、共通事項を告げて申込みます。予約後、「郵便振替払込書」が届きますので、１
週間以内にチケット代金を振込んでください。入金確認後、チケットが届きます。　※先着順となります。

E
（株）サンライズプロモーション東京
〒107-0061
東京都港区北青山2-11-3　A-PLACE青山6F
サンライズプロモーション東京　営業部　水田宛
TEL． 03－3403－0155　（全日10：00～18：00）

往復はがきに共通事項を記入し、サンライズプロモーション東京へ申し込みます。（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、振込先を明記した返信はがきが届きますので、指定期日までにチケッ
ト代金をお振込みください。（振り込み手数料はご負担願います。）入金確認後、公演の2週間前までにチケット
が届きます。（チケット送料 500 円が別途かかります。）　※未就学児童入場不可

F
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7F
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。）

G
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、振込先を明記した返信はがきが届きますので、指定期日までにチケット代金をお振込くだ
さい。（振込手数料はご負担願います。）チケットは当日会場内特設受付にて返信はがきとお引換いたします。（定
員を超えた場合は、抽選により参加者を決定し、返信はがきにて当落を通知いたします。）

Ｈ
ホリプロ
E-mail:yabuuchi@horipro.net
TEL． 03－3490－4949
（平日10：00～18：00土曜10：00～13：00、日祝休み）

E-mail に共通事項と E-mail アドレスを記入し、ホリプロへ申し込みます。当選者には E-mail で 13ケタの番
号が届きますので、お近くのセブンイレブンで１週間以内に料金を支払い、チケットを受け取ってください。（メー
ルでの連絡となります。迷惑メール防止システムを設定されている方は事前に解除をお願いします。）
☆定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定し、当落選の通知をお送りします。

Ｉ
（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　早川宛
TEL． 045－663－6520

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。）

Ｊ
明治座
〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町2－31－1
明治座　営業部　木暮宛
TEL． 03－3660－3941

往復はがきに共通事項を記入し、明治座へ申し込みます。（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１Fエントランス受付にて返信はがきとお引換えいたします。

Ｋ
劇団四季
https://s.shiki.jp/m/k-kyouiku-genshoku2
劇団四季東京営業部　加藤・関宛
TEL． 03－5776－6730 QRコード

パソコン・携帯電話で、左記ＵＲＬ・ＱＲコードからアクセスし、お申込みフォームへ入力・送信します。申込
締切後、12月 22日（土）までに劇団四季から観劇日・料金・振込方法のお知らせが届きますので、指定期日
までにチケット代金と送料（500 円）を振込んでください（振込手数料はご負担ください）。入金確認後、観劇
日の１週間前までにチケットをお送りいたします。
※メールでの連絡となります。迷惑メール防止システムを設定されている方は事前に解除をお願いします。返信
メールが届かない場合は左記へご連絡ください。（定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定します。）

Ｌ
株式会社ジオ・ブレーン
【メール：ticket@geobrn.co.jp】【FAX.�045－565－9926】
お問合せ　TEL． 045－565－9925
（平日10：00～18：00、土日祝休み）
※お電話でのお申込みはできません。

共通事項と振興会の会員であることをご記載の上、左記のメールまたは FAXにてお申し込みください。申込後、
レターパックライトで振込用紙とチケットを送付いたします。（振込み手数料は、ご負担願います。）チケット送
料は無料です。
※メールでの申し込みの場合、迷惑メールシステムを設定されている方は事前に解除をお願いします。

Ｍ
牧阿佐美バレヱ団
メール：t.a.m.ba@triton.ocn.ne.jp
TEL． 03－3360－8251

左記のメール宛に、件名「神奈川県芸術鑑賞」・本文に共通事項を記入し、申込みます。
申込後、座席・金額・振込先をお知らせしますので、指定期日までにチケット代金と送料をお振込みください。
振込み確認後、チケットを郵送します。
※メールでの連絡となります。迷惑メール防止システムを設定されている方は事前に解除をお願いします。返信
メールが届かない場合は左記へご連絡ください。
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対 象 者対 象 者

受付期間受付期間
申 込 先申 込 先

申込事項申込事項

親と子の芸術鑑賞会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。

※2歳以上有料。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。

申込方法申込方法

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
）

退職予定者説明会・金融講座申込書

所  属  名

会 員 番 号

会 員 氏 名

同行者氏名

自 宅 住 所

日  　  中
連  絡  先

備 　 　 考

希  望  日
1 月 2 6 日（ 土 ）

2 月 　 9 日（ 土 ）

＊配偶者同行の場合は氏名を記入してください。

〒

（ 携帯 ・ 自宅 ・ 所属 ）←いずれかに○

（　　　　）　　　　－

き か ん しゃト ー マ ス 　 クリ ス マ ス コ ン サ ート
ソド ー 島 の メリ ー クリ ス マ ス

退職予定者説明会
～退職後の『医療互助事業』のご案内と『金融講座』～

H30 年度末

神奈川県教育福祉振興会の

●思わぬ入院や手術に備えて・・・
●通院や人間ドックの費用補助を受けたい･･･
●長寿のお祝い金の給付もございます。
退職後の豊かな生活のため、当会の退職後の
事業を是非ご検討ください。

「医療互助事業」とは
信託銀行の金融専門家による

●退職金を運用したい！！
●これからの生活にいくら必要なの？
●投資について詳しく知りたい。

「金 融 講 座」

（三井住友信託銀行／三菱UFJ信託銀行）

日　時 会　　　場 募集人数
1 月26日（土）
9:30 ～ 11:30

（受付  9:15 ～）
2 月 9 日（土）
9:30 ～ 11:30

（受付  9:15 ～）

三菱ＵＦＪ信託銀行　横浜駅西口支店　会議室
（横浜市西区北幸１－１－６ 菱進横浜ビル９階）

三井住友信託銀行　横浜駅西口支店　セミナールーム
（横浜市西区北幸１－６－１　横浜ファーストビル４階）

40人

40人

【第1部】退職予定者説明会
退職後の振興会事業の説明（振興会職員）

【第2部】金融講座
退職金の運用、資金管理等の説明（信託銀行）
・三菱UFJ信託銀行（1/26）　・三井住友信託銀行（2/9）

■申込方法
左側の申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ又ははがきにて振興会へお申し込みください。
　振興会ホームページからもお申込みいただけます。

【ＦＡＸ】 ０４５－２０１－９７７８
【はがき】 〒２３１－８３２５　（一財）神奈川県教育福祉振興会「退職者説明会」係
　　　　  （＊所在地の記載は省略できます。）

【ホームページ】

　　　　　　　　　　　　　　　 ユーザー名「genshoku」
　　　　　　　　　　　　　　　 パスワード「kaiinn」
■申込締切
各開催日３日前まで受け付けます（先着順）。

（＊所属あてに参加決定のお知らせをお送りします｡）
■お問い合わせ

（一財）神奈川県教育福祉振興会　事業班　
電話　０４５－６８１－３０５４（平日　8：30 ～ 17：15）

【開催予告】
次回、退職者説明会の開催は、平成31年5月末から8月頃を予定しています。
詳細については、3月8日発行予定の「振興会だより第120号」でお知らせします。

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　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。

●公演によっては年齢により料金が異なるものや、大人・子どもにより料金が異なる場合があります。
●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。
●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

12月22日（土）
12:30/15:00

100人

厚木市文化会館
大ホール

全席指定 1,300円
［ 3,000円 ］

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８００円のチケット送料(代金引換）発券手数

料が必要です。
ｔｖｋコミュニケーションズに直接、電話で申込みます。
必ず振興会会員であることと申込事項を伝えてください。
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。
ｔｖｋコミュニケーションズ　電話０４５－６６３－９９５５
11月12日（月）～11月22日（木）平日：10:00～18:00　土日祝休み

①公演名・希望公演日時・公演時間　②希望枚数(会員○枚、同行者○枚)　③代表者（チケット発送先）の郵便番号・住所　④代表者の氏名・会員番号
　⑤代表者の所属名（学校名を市町村名から）　⑥代表者の電話番号（日中連絡の取れる電話番号）　⑦同行者の氏名（全員分。会員の場合は会員番号）
※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。

対 象 者対 象 者

受付期間受付期間
申 込 先申 込 先

※3歳以上有料。3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。

申込方法申込方法

マ ス ク プ レ イ ミュ ー ジ カ ル
『 長 靴 を は い た 猫 』

１月１2日（土）
14:00

50人

相模女子大学グリーンホール
大ホール

Ｓ席 1,500円
［前売のみ 2,700円 ］

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。

劇団飛行船に直接、電話で申し込みます。
必ず振興会会員であることと申込事項を伝えてください。
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。 
劇団飛行船　電話０４４－９３０－１５５１
12月12日（水）まで　平日：10:00 ～ 17:00　

公演日時 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

12月8日（土）
11:30／15:30 第五十六回　赤坂をどり

TBS赤坂ACTシアター

一、長　�唄　うたげ
一、新邦楽　蘭夫人
　　（ランフーレン）
一、奏風楽
　　小　�唄　赤坂芸妓師走賑
　　端　�唄

S席
　6,000円
（7,000円）

チケットスペース
＜電話申込＞０３−３２３４−９９９９
○�申込時に「振興会だより119号を見た」と
申し出る。

※�申込後、コンビニ専用払込用紙が届くので、
期限内に入金。

※ご入金後、チケットが届きます。
※詳細は申込時オペレーターが説明します。
☆公演の詳細はホームページをご覧ください。
（http://ints.co.jp)

12月9日（日）
11:30／15:30

12月19日（水）19:00

鼓童「巡-MEGURU-」
文京シビックホール�大ホール

演出：住吉佑太
出演：太鼓芸能集団�鼓童

S席
　6,000円
（7,000円）

12月20日（木）14:00
12月21日（金）14:00
12月22日（土）14:00
12月23日（日）14:00

1月17日（木）19:00

ロシア国立　ワガノワ・バレエ・アカデミー
Bunkamura�オーチャードホール

出演：ロシア国立　ワガノワ・バレ
エ・アカデミー
プログラム：
（1/17）「人形の精」組曲/「パ
キータ」
（1/18・19）くるみ割り人形（全
三幕エピローグ付）

S席
1/17：8,400円
1/18・19：10,400円
（1/17：10,500円
1/18・19：13,000円）

1月18日（金）18:30

1月19日（土）14:00

2月6日（水）19:00

DRUM TAO　2019
「RHYTHM of TRIBE
　　　～時空旅行記～ FINAL」
Bunkamura�オーチャードホール

DRUM�TAO
S席
　6,800円
（8,500円）

(株）サンライズプロモーション東京
〒107-0061
東京都港区北青山2-11-3　A-PLACE青山6F
サンライズプロモーション東京　営業部　水田宛
【ＴＥＬ．０３−３４０３−０１５５】
（全日10：00～18：00）
往復はがきに共通事項を記入し、サンライズプロ
モーション東京へ申し込みます。（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、振込先を明記した返信はがきが届きます
ので、指定期日までにチケット代金をお振込みく
ださい。（振り込み手数料はご負担願います。）入
金確認後、公演の2週間前までにチケットが届き
ます。（チケット送料500円が別途かかります。）
申込締切：11月30日必着

2月7日（木）
13:00／19:00

2月8日（金）13:00

1月6日（日）11:00
由紀さおり　50周年記念公演
明治座

由紀さおり
篠田三郎　久住小春
重田千穂子　渡辺正行　他

S席
　��9,600円
（12,000円）

明治座
【往復はがき申込】
〒103-0007東京都中央区日本橋浜町２−３１−１
明治座　営業部　木暮宛
＜問い合わせ＞03-3660-3941
○�往復はがきに必要事項を記入し、申込む。
○�返信はがき到着後、２週間以内に現金書留
で送金。
○�チケットは当日、返信はがきと引き替え。
●申込締切：11月30日必着

1月12日（土）16:00
1月19日（土）11:00

2月23日（土）16：00
水谷千恵子　50周年記念公演
明治座 水谷千重子　他

S席
　10,800円
（12,000円）

2月24日（日）16：00

3月3日（日）16：00

1月25日（金）16:00
50周年記念　前川清特別公演
明治座

前川清
松居直美・奈良富士子
純烈・紘毅・渡辺哲　他

S席
　��9,600円
（12,000円）

1月26日（土）11:00
2月3日（日）16:00

2月28日（木）14：00 島津亜矢　コンサート2019
神奈川県民ホール　大ホール

島津亜矢　２０１５～２０１７NHK
紅白3年連続出場！幼少の頃より
数々のグランプリを手にした「え
ん歌の申し子」。ステージでは演
歌のみならず洋楽、Jポップと抜群
の歌唱センスを披露します。

全席指定　S席
　5,850円
（6,500円）

Ro-Onチケット
〈電話申込〉０４７−３６５−９９６０
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〉４００円がかかります。

☆�申込時に『振興会だより１１９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。

1月5日（土）14：00 ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ
横浜みなとみらいホール

森山良子（ヴォーカル）
ビリー・キング（ヴォーカル）
ロイド・バトラー（指揮）

S席
　6,310円
（7,800円）

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。12月25日（火）15：00 キエフ・バレエ　白鳥の湖

神奈川県民ホール
キエフ・バレエ
※開演前にバレエ講座付き！

S席
　11,000円
（14,000円）

1月6日（日）11：00
マスクプレイミュージカル
『そんごくうの大冒険』
新宿文化センター　大ホール

劇団飛行船

S席
　2,500円
（前売2,700円
（当日3,000円））

劇団飛行船
〈電話申込〉044-930-1551
受付時間：10:00～17:00（日曜・祝日は定休）
○�申し込み後、チケットと振込用紙が届くので、
郵便局からお振り込みください。
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対 象 者対 象 者

受付期間受付期間
申 込 先申 込 先

申込事項申込事項

親と子の芸術鑑賞会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。

※2歳以上有料。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。

申込方法申込方法

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
）

退職予定者説明会・金融講座申込書

所  属  名

会 員 番 号

会 員 氏 名

同行者氏名

自 宅 住 所

日  　  中
連  絡  先

備 　 　 考

希  望  日
1 月 2 6 日（ 土 ）

2 月 　 9 日（ 土 ）

＊配偶者同行の場合は氏名を記入してください。

〒

（ 携帯 ・ 自宅 ・ 所属 ）←いずれかに○

（　　　　）　　　　－

き か ん しゃト ー マ ス 　 クリ ス マ ス コ ン サ ート
ソド ー 島 の メリ ー クリ ス マ ス

退職予定者説明会
～退職後の『医療互助事業』のご案内と『金融講座』～

H30 年度末

神奈川県教育福祉振興会の

●思わぬ入院や手術に備えて・・・
●通院や人間ドックの費用補助を受けたい･･･
●長寿のお祝い金の給付もございます。
退職後の豊かな生活のため、当会の退職後の
事業を是非ご検討ください。

「医療互助事業」とは
信託銀行の金融専門家による

●退職金を運用したい！！
●これからの生活にいくら必要なの？
●投資について詳しく知りたい。

「金 融 講 座」

（三井住友信託銀行／三菱UFJ信託銀行）

日　時 会　　　場 募集人数
1 月26日（土）
9:30 ～ 11:30

（受付  9:15 ～）
2 月 9 日（土）
9:30 ～ 11:30

（受付  9:15 ～）

三菱ＵＦＪ信託銀行　横浜駅西口支店　会議室
（横浜市西区北幸１－１－６ 菱進横浜ビル９階）

三井住友信託銀行　横浜駅西口支店　セミナールーム
（横浜市西区北幸１－６－１　横浜ファーストビル４階）

40人

40人

【第1部】退職予定者説明会
退職後の振興会事業の説明（振興会職員）

【第2部】金融講座
退職金の運用、資金管理等の説明（信託銀行）
・三菱UFJ信託銀行（1/26）　・三井住友信託銀行（2/9）

■申込方法
左側の申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ又ははがきにて振興会へお申し込みください。
　振興会ホームページからもお申込みいただけます。

【ＦＡＸ】 ０４５－２０１－９７７８
【はがき】 〒２３１－８３２５　（一財）神奈川県教育福祉振興会「退職者説明会」係
　　　　  （＊所在地の記載は省略できます。）

【ホームページ】

　　　　　　　　　　　　　　　 ユーザー名「genshoku」
　　　　　　　　　　　　　　　 パスワード「kaiinn」
■申込締切
各開催日３日前まで受け付けます（先着順）。

（＊所属あてに参加決定のお知らせをお送りします｡）
■お問い合わせ

（一財）神奈川県教育福祉振興会　事業班　
電話　０４５－６８１－３０５４（平日　8：30 ～ 17：15）

【開催予告】
次回、退職者説明会の開催は、平成31年5月末から8月頃を予定しています。
詳細については、3月8日発行予定の「振興会だより第120号」でお知らせします。

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　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。

●公演によっては年齢により料金が異なるものや、大人・子どもにより料金が異なる場合があります。
●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。
●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

12月22日（土）
12:30/15:00

100人

厚木市文化会館
大ホール

全席指定 1,300円
［ 3,000円 ］

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８００円のチケット送料(代金引換）発券手数

料が必要です。
ｔｖｋコミュニケーションズに直接、電話で申込みます。
必ず振興会会員であることと申込事項を伝えてください。
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。
ｔｖｋコミュニケーションズ　電話０４５－６６３－９９５５
11月12日（月）～11月22日（木）平日：10:00～18:00　土日祝休み

①公演名・希望公演日時・公演時間　②希望枚数(会員○枚、同行者○枚)　③代表者（チケット発送先）の郵便番号・住所　④代表者の氏名・会員番号
　⑤代表者の所属名（学校名を市町村名から）　⑥代表者の電話番号（日中連絡の取れる電話番号）　⑦同行者の氏名（全員分。会員の場合は会員番号）
※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。

対 象 者対 象 者

受付期間受付期間
申 込 先申 込 先

※3歳以上有料。3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。

申込方法申込方法

マ ス ク プ レ イ ミュ ー ジ カ ル
『 長 靴 を は い た 猫 』

１月１2日（土）
14:00

50人

相模女子大学グリーンホール
大ホール

Ｓ席 1,500円
［前売のみ 2,700円 ］

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。

劇団飛行船に直接、電話で申し込みます。
必ず振興会会員であることと申込事項を伝えてください。
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。 
劇団飛行船　電話０４４－９３０－１５５１
12月12日（水）まで　平日：10:00 ～ 17:00　
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11月に入り、季節は秋から冬へと変わり寒くなってきました。今年もあと２ヶ月。歳を重ねるごとに一年過ぎるのが早く感じ
ます。街の雰囲気も年末の様相になり、あっという間にお正月になりそうです。これから年末にかけて何かと忙しい時期にな
りますが、風邪などひかないよう、体調管理に気をつけながらお過ごしください。次回は３月発行予定です。

「③細郷道一」でした。　●応募者総数／100人　正解者／96人

横浜港に入港する船のうち、船尾に「横浜」と表示している横浜港船籍の客船は、次のうちどれでしょうか。
① にっぽん丸　② 飛鳥Ⅱ　③ ぱしふぃっくびいなす　④ ふじ丸

　はがき、メール、FAX又はホームページ上の応募フォームで、⑴クイズの答え　⑵所属名　⑶会員
番号　⑷氏名　⑸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名の方に東京2020オリンピック・パラリンピック関連グッズをプレゼントし
ます。

お知らせ
前回の答え

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。

※正解は、次号で
　お知らせします。

応募締切
平成30年11月30日（金）

必着

多数のご応募ありがとうございました。

編  集
後  記
編  集
後  記

作品募集
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 メールで送信する場合は、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〉

お 知 ら せお 知 ら せ
施　設　名 利　用　内　容　等

下記２店舗が閉鎖となりました。
マルサン港南台店（横浜市港南区港南台3-24-3 ワコーはなすみマンション1階）
マルサン川崎店（川崎市幸区神明町1-30-4）

ラフォーレ倶楽部、公式スマートフォンアプリ誕生
１、思い立ったときにその場でホテルを予約　２、アプリ限定のお得な情報をお届け
３、泊まるたびにたまるスタンプカードでお得なクーポンをゲット！

（初回ダウンロードでスタンププレゼント） （法人№20787　パスワード20787ｃｃ）

変
更

通
知

積立年金事業の廃止及び
会費の見直しについて
積立年金事業の廃止及び
会費の見直しについて

講師同伴

講　　師講　　師
日　　時日　　時
集合場所集合場所
対 象 者対 象 者

大貫昭彦 氏
１２月１６日（日）　１０時～１５時３０分予定
ＪＲ鎌倉駅東口
会員とその家族
（家族とは生計を一つにしている同居の家族です。）

募集人数募集人数

参 加 費参 加 費

講師から　武家の町鎌倉には、外敵に備えた防衛
ラインを幾重にも張り巡らしていました。七切通
しもその一つ。中でも往時の姿をよく留めている
名越切通は一見の価値高い遺跡です。
大量の軍勢の行く手を阻む大空洞、小空洞。守
備兵が待機する平場（武者溜り）や土塁、階段状
に切り下ろした切岸など。武士の時代を彷彿とさ
せる遺跡を探索してみましょう。午後は頼朝や政
子が通った巡礼道に沿って、報国寺を訪ねます。

「歴史講座（鎌倉）　～古都の関所｢名越切通｣を歩く～」
歴史講座（鎌倉）歴史講座（鎌倉）

申込方法申込方法

そ の 他そ の 他
申込締切申込締切

コース概要コース概要

４０人
※申込者が多数のときは、抽選により決定します。

報国寺拝観料200円（受付時に集金します）
バス代IC利用175円　現金利用180円
ＪＲ鎌倉駅東口 集合・出発（10：00）･･･バスにて緑ヶ丘入口バス停･･･大空洞･･･小空洞･･･石廟｢男塔女塔｣･･･お猿畠大切
岸･･･パノラマ台(昼食)･･･巡礼道･･･宅間ヶ谷･･･報国寺解散（15：30予定）
＊昼食場所は、草原です。各自昼食と敷物をご用意ください。　＊雨天の場合、鎌倉駅から由比ヶ浜の史跡めぐりへコースを変更いたします。
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。
※平成２９年６月１日からはがきの郵便料金が６２円に変更になっています。はがきで応募される際はご注意ください。

①希望人数　②会員番号（会員全員分）　③参加者氏名（全員分・学生の場合は学年もご記入ください。）
④当日必ず連絡の取れる電話番号
〒231-8325　横浜市中区日本大通３３（一財）神奈川県教育福祉振興会「歴史講座」係
FAX　０４５-２０１－９７７８　http://www.kyo-fukushi.or.jp
１１月30日（金）　＊折り返し参加決定通知を代表者の所属宛てにはがきで送付します。

軽装・歩きやすい靴でご参加ください。　＊昼食場所付近には食堂・コンビニ等がありませんので、必ず出発前までにご準備ください。

ユーザー名「genshoku」
パスワード「kaiinn」

指定店（贈答用品、神仏具、墓地・墓石工事）
株式会社マルサン商会

レクリエーション施設
ラフォーレ倶楽部

振興会の規則・規程等の改正について
平成30年３月３１日付けの福祉年金事業廃止に伴い、関連する規則・規程等を改正しています。また、平成30年10月１日付けで医療互
助療養補助金の給付時期変更に伴い、関連する規程を改正しています。
改正後の新たな規則・規程、書式についてはホームページに掲載していますのでご確認ください。

今すぐダウンロード！

　平成30年7月17日付文書にて既にお知らせしておりますが、平成８年７月から積立を開始いたしました積立年金事
業につきまして、この間、医療互助事業とならび継続会員の方々への主要な事業の一つとして実施してまいりました。
当事業は、公的年金の受給開始年齢引き上げに伴い、無収入の期間が生じることから、現職時から給料月額の
1000分の５を積立て、定年退職後５年間、私的年金として受け取るもので、信託銀行に依頼し、国債・地方債等に
よる安全な運用に努めてまいりました。
　しかしながら、市場金利の低迷により運用益が減少していることに加え、平成25年度から運用益に対し所得税が課
税されているほか、運用益の額にかかわらず資金残高に応じて信託銀行への報酬が発生することから、会員の皆様へ
の運用益の配当が困難な状況となっております。
　当振興会といたしましても、検討会を設置し検討を進める一方、取扱信託銀行との間で協議を重ねてまいりましたが、
現状の安全性を重視した運用条件では、これ以上の運用益を得ることは困難であり、このまま推移すれば、所得税及
び報酬が運用益を上回る恐れがあり、事業廃止もやむを得ないとの結論に至りました。
　こうした経緯をふまえ、本年６月に開催した理事会及び評議員会において論議した結果、運用益を確保できなけれ
ば会員の不利益につながることから、平成31年３月末をもって積立年金事業を廃止することを議決いたしました。
　事業廃止に伴い、お預かりしております継続会費積立年金分につきましては、引き続き振興会で医療互助加入積立
分とあわせて管理してまいりますので、現職会員の皆様には特にお手続きをいただく必要はございません。ご退職等
の理由で振興会退会時にお手続きが発生しますが、お手続きの必要な方については、別途お知らせいたします。
　継続会費積立年金分を振興会が管理することで、ご退職後にご加入いただける医療互助事業の加入掛金に充当す
ることが可能となります（医療互助事業については、振興会ハンドブック34頁～ 35頁をご覧ください。）。
　また、現在、会費として毎月の給料月額から、1000分の８（内訳：現職会費 1000分の１、継続会費 1000分の７） 
を給料天引きさせていただいておりますが、積立年金事業廃止に伴い1000分の６(内訳：現職会費 1000分の２、
継続会費 1000分の４）とすることを議決いたしました。
　現職会費につきましては、振興会発足以来、給料月額の1000分の１を給料天引きさせていただき、現職会員の
皆様への給付事業、厚生事業に充当してまいりましたが、ご要望の多い事業の拡充をはじめ、新たな事業を実施して
いくほか、諸経費の高騰に対応するため1000分の２とするものです。
　また、継続会費につきましては、現在、1000分の７のうち1000分の２を医療互助事業加入のための積立、
1000分の５を積立年金分としてきましたが、積立年金事業の廃止に伴い、給料月額の1000分の４とし、全額を医
療互助事業加入のための積立とすることとします。これにより、来年度以降の新規採用の会員についても、退職時に
追加負担することなく医療互助事業に加入することが可能となります。

　なお、これら会費の見直しにつきましては、平成31年度から実施させていただきたくご理解くださいますようお願
い申し上げます。

　今後も会員の皆様のご期待ご要望にこたえるため、既存事業の更なる充実を図り、また新規事業を計画しておりま
すので、引続きよろしくお願い申し上げます。

現　行

現職会費　　給料月額の1000分の１
継続会費　　給料月額の1000分の７

合計　　　　給料月額の1000分の８

医療互助加入分　1000分の２
積立年金分　　　1000分の５

現職会費　　給料月額の1000分の２
継続会費　　給料月額の1000分の４

合計　　　　給料月額の1000分の６

医療互助加入分

見直し後

内
訳
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11月に入り、季節は秋から冬へと変わり寒くなってきました。今年もあと２ヶ月。歳を重ねるごとに一年過ぎるのが早く感じ
ます。街の雰囲気も年末の様相になり、あっという間にお正月になりそうです。これから年末にかけて何かと忙しい時期にな
りますが、風邪などひかないよう、体調管理に気をつけながらお過ごしください。次回は３月発行予定です。

「③細郷道一」でした。　●応募者総数／100人　正解者／96人

横浜港に入港する船のうち、船尾に「横浜」と表示している横浜港船籍の客船は、次のうちどれでしょうか。
① にっぽん丸　② 飛鳥Ⅱ　③ ぱしふぃっくびいなす　④ ふじ丸

　はがき、メール、FAX又はホームページ上の応募フォームで、⑴クイズの答え　⑵所属名　⑶会員
番号　⑷氏名　⑸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名の方に東京2020オリンピック・パラリンピック関連グッズをプレゼントし
ます。

お知らせ
前回の答え

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。

※正解は、次号で
　お知らせします。

応募締切
平成30年11月30日（金）

必着

多数のご応募ありがとうございました。

編  集
後  記
編  集
後  記

作品募集
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 メールで送信する場合は、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〉

お 知 ら せお 知 ら せ
施　設　名 利　用　内　容　等

下記２店舗が閉鎖となりました。
マルサン港南台店（横浜市港南区港南台3-24-3 ワコーはなすみマンション1階）
マルサン川崎店（川崎市幸区神明町1-30-4）

ラフォーレ倶楽部、公式スマートフォンアプリ誕生
１、思い立ったときにその場でホテルを予約　２、アプリ限定のお得な情報をお届け
３、泊まるたびにたまるスタンプカードでお得なクーポンをゲット！

（初回ダウンロードでスタンププレゼント） （法人№20787　パスワード20787ｃｃ）

変
更

通
知

積立年金事業の廃止及び
会費の見直しについて
積立年金事業の廃止及び
会費の見直しについて

講師同伴

講　　師講　　師
日　　時日　　時
集合場所集合場所
対 象 者対 象 者

大貫昭彦 氏
１２月１６日（日）　１０時～１５時３０分予定
ＪＲ鎌倉駅東口
会員とその家族
（家族とは生計を一つにしている同居の家族です。）

募集人数募集人数

参 加 費参 加 費

講師から　武家の町鎌倉には、外敵に備えた防衛
ラインを幾重にも張り巡らしていました。七切通
しもその一つ。中でも往時の姿をよく留めている
名越切通は一見の価値高い遺跡です。
大量の軍勢の行く手を阻む大空洞、小空洞。守
備兵が待機する平場（武者溜り）や土塁、階段状
に切り下ろした切岸など。武士の時代を彷彿とさ
せる遺跡を探索してみましょう。午後は頼朝や政
子が通った巡礼道に沿って、報国寺を訪ねます。

「歴史講座（鎌倉）　～古都の関所｢名越切通｣を歩く～」
歴史講座（鎌倉）歴史講座（鎌倉）

申込方法申込方法

そ の 他そ の 他
申込締切申込締切

コース概要コース概要

４０人
※申込者が多数のときは、抽選により決定します。

報国寺拝観料200円（受付時に集金します）
バス代IC利用175円　現金利用180円
ＪＲ鎌倉駅東口 集合・出発（10：00）･･･バスにて緑ヶ丘入口バス停･･･大空洞･･･小空洞･･･石廟｢男塔女塔｣･･･お猿畠大切
岸･･･パノラマ台(昼食)･･･巡礼道･･･宅間ヶ谷･･･報国寺解散（15：30予定）
＊昼食場所は、草原です。各自昼食と敷物をご用意ください。　＊雨天の場合、鎌倉駅から由比ヶ浜の史跡めぐりへコースを変更いたします。
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。
※平成２９年６月１日からはがきの郵便料金が６２円に変更になっています。はがきで応募される際はご注意ください。

①希望人数　②会員番号（会員全員分）　③参加者氏名（全員分・学生の場合は学年もご記入ください。）
④当日必ず連絡の取れる電話番号
〒231-8325　横浜市中区日本大通３３（一財）神奈川県教育福祉振興会「歴史講座」係
FAX　０４５-２０１－９７７８　http://www.kyo-fukushi.or.jp
１１月30日（金）　＊折り返し参加決定通知を代表者の所属宛てにはがきで送付します。

軽装・歩きやすい靴でご参加ください。　＊昼食場所付近には食堂・コンビニ等がありませんので、必ず出発前までにご準備ください。

ユーザー名「genshoku」
パスワード「kaiinn」

指定店（贈答用品、神仏具、墓地・墓石工事）
株式会社マルサン商会

レクリエーション施設
ラフォーレ倶楽部

振興会の規則・規程等の改正について
平成30年３月３１日付けの福祉年金事業廃止に伴い、関連する規則・規程等を改正しています。また、平成30年10月１日付けで医療互
助療養補助金の給付時期変更に伴い、関連する規程を改正しています。
改正後の新たな規則・規程、書式についてはホームページに掲載していますのでご確認ください。

今すぐダウンロード！

　平成30年7月17日付文書にて既にお知らせしておりますが、平成８年７月から積立を開始いたしました積立年金事
業につきまして、この間、医療互助事業とならび継続会員の方々への主要な事業の一つとして実施してまいりました。
当事業は、公的年金の受給開始年齢引き上げに伴い、無収入の期間が生じることから、現職時から給料月額の
1000分の５を積立て、定年退職後５年間、私的年金として受け取るもので、信託銀行に依頼し、国債・地方債等に
よる安全な運用に努めてまいりました。
　しかしながら、市場金利の低迷により運用益が減少していることに加え、平成25年度から運用益に対し所得税が課
税されているほか、運用益の額にかかわらず資金残高に応じて信託銀行への報酬が発生することから、会員の皆様へ
の運用益の配当が困難な状況となっております。
　当振興会といたしましても、検討会を設置し検討を進める一方、取扱信託銀行との間で協議を重ねてまいりましたが、
現状の安全性を重視した運用条件では、これ以上の運用益を得ることは困難であり、このまま推移すれば、所得税及
び報酬が運用益を上回る恐れがあり、事業廃止もやむを得ないとの結論に至りました。
　こうした経緯をふまえ、本年６月に開催した理事会及び評議員会において論議した結果、運用益を確保できなけれ
ば会員の不利益につながることから、平成31年３月末をもって積立年金事業を廃止することを議決いたしました。
　事業廃止に伴い、お預かりしております継続会費積立年金分につきましては、引き続き振興会で医療互助加入積立
分とあわせて管理してまいりますので、現職会員の皆様には特にお手続きをいただく必要はございません。ご退職等
の理由で振興会退会時にお手続きが発生しますが、お手続きの必要な方については、別途お知らせいたします。
　継続会費積立年金分を振興会が管理することで、ご退職後にご加入いただける医療互助事業の加入掛金に充当す
ることが可能となります（医療互助事業については、振興会ハンドブック34頁～ 35頁をご覧ください。）。
　また、現在、会費として毎月の給料月額から、1000分の８（内訳：現職会費 1000分の１、継続会費 1000分の７） 
を給料天引きさせていただいておりますが、積立年金事業廃止に伴い1000分の６(内訳：現職会費 1000分の２、
継続会費 1000分の４）とすることを議決いたしました。
　現職会費につきましては、振興会発足以来、給料月額の1000分の１を給料天引きさせていただき、現職会員の
皆様への給付事業、厚生事業に充当してまいりましたが、ご要望の多い事業の拡充をはじめ、新たな事業を実施して
いくほか、諸経費の高騰に対応するため1000分の２とするものです。
　また、継続会費につきましては、現在、1000分の７のうち1000分の２を医療互助事業加入のための積立、
1000分の５を積立年金分としてきましたが、積立年金事業の廃止に伴い、給料月額の1000分の４とし、全額を医
療互助事業加入のための積立とすることとします。これにより、来年度以降の新規採用の会員についても、退職時に
追加負担することなく医療互助事業に加入することが可能となります。

　なお、これら会費の見直しにつきましては、平成31年度から実施させていただきたくご理解くださいますようお願
い申し上げます。

　今後も会員の皆様のご期待ご要望にこたえるため、既存事業の更なる充実を図り、また新規事業を計画しておりま
すので、引続きよろしくお願い申し上げます。

現　行

現職会費　　給料月額の1000分の１
継続会費　　給料月額の1000分の７

合計　　　　給料月額の1000分の８

医療互助加入分　1000分の２
積立年金分　　　1000分の５

現職会費　　給料月額の1000分の２
継続会費　　給料月額の1000分の４

合計　　　　給料月額の1000分の６

医療互助加入分

見直し後

内
訳




