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ID             「keizoku」
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＊すべて半角小文字です

県民教養講座（野村　忠宏 氏）

はばたけ子どもたち 夢・未来コンサート

税務相談会（確定申告書作成）

医療互助説明会／相続・遺言サポートサービス

医療互助会員の皆さまへ／無料法律相談

芸術鑑賞（補助）
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お電話でのお問い合わせについて
振興会へのお電話での問い合わせについては、平日8：30～17：15の間にご連絡をお願いい
たします。時間外の場合は、ホームページ上のお問い合わせフォームよりお問い合わせいた
だきましたら、翌営業日に回答させていただきます。

＊お問い合わせの際は「会員番号」をお手元にご用意ください。



日　　時　　平成 31 年２月 23 日（土）　午後２時 ～ 午後３時 30 分
場　　所　　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　
対 象 者　　県　民　※手話通訳あり
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　　無　料
申込方法　　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。
申 込 先　　〒 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
申込締切　　平成 31 年２月４日（月）必着　

　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二連覇を達成。
　　　　　　　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

テーマ：「折れない心」
講　師：野村　忠宏　氏（柔道家）

※「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。
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◆ 県民教養講座公
　
益

県 民



日　　時　　平成 31 年２月 24 日（日）
 午後２時　開演予定
場　　所　　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
対 象 者	 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。）
募集人数	 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。
参 加 費	 無　料
申込方法	 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）
申 込 先 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
申込締切 平成 31 年２月４日 ( 月 ) 必着
問い合わせ先	 電　話　045-241-3536（平日 9：00～ 17：00）
	 ＵＲＬ　http://www.kec-y.or.jp　　

昨年度の様子

　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。
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◆ はばたけ子どもたち 夢・未来コンサート 県 民 公
　
益



　この税務相談会は、初めての方でも簡単に確定申
告書が作成できるように、税理士を講師に招き、振
興会が開催するものです。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、出席を希望される方は、第１希望・第２希望を
①～③から選びお申し込みください。　

確定申告
　平成 30 年１月１日から平成 30 年 12 月 31 日の
間の所得金額と税金の額を計算して、平成 31 年 2
月 18 日から 3 月 15 日までに居住地の税務署に申告
します。

日時・場所・募集人数
①平成 31 年１月 25 日（金） 午後２時 ～
　プロミティあつぎ　Ｄ会議室 30 人
②平成 31 年２月 7 日（木） 午前９時３０分～
　かながわ県民センター　304 会議室 30 人
③平成 31 年２月 7 日（木） 午後２時～
　かながわ県民センター　304 会議室 30 人
※参加費は無料です。
 

申し込み方法
　はがき、FAX または振興会ホームページ申込
フォームから必要事項〈住所 ･ 氏名 ･ 電話番号・（FAX
でお申し込みの方は FAX 番号）・会員番号・第１希望・
第２希望〉を記入し、「税務相談会」係までお申し込
みください。
※振興会の郵便番号は個別郵便番号のため、住所の

記載は不要です。郵便番号、FAX 番号及びホーム
ページアドレスは、表紙をご覧ください。（会員専
用ホームページへのアクセスにはユーザー名とパ
スワードが必要になります。ユーザー名とパスワー
ドはふれあい表紙を参照。）

※会員のみの参加となります。

申込締切
平成 31 年１月４日（金）必着
※決定通知は必要書類と共に１月 21 日 ( 月 ) までに

送付します。

初めて確定申告をなさる方へ
　今まで、在職中の所得に係る税金は源泉徴収され
ていましたので、一般的には確定申告の必要はあり
ませんでしたが、例えば平成 30 年 3 月 31 日に退職
した方は、平成 30 年 4 月以降の申告が必要になる
場合があります。次に申告すべき主な所得と所得控

除を掲げますので、相談会当日持参できるように関
係書類を整えておきましょう。

確定申告に必要な書類等
相談会当日ご持参ください。
１．源泉徴収票

●平成 30 年中に退職した方は、退職時までの
給与得（退職金を含む。）に関する源泉徴収票
●共済年金の源泉徴収票（１月末までに送付さ
れる予定です。）
●再就職勤務分の源泉徴収票（各職場で受け取
る。）

２．給付額通知書（個人年金共済等１月末までに送
付される予定です。）

３．健康保険料等領収書（任意継続掛金支払証明書・
配偶者加入国民健康保険含む ｡）

４．生命保険料、地震保険料の払込証明書
 （医療互助会加入時の掛金は控除の対象ではありせ

ん。）
５．医療費の領収書（支払った医療費のうち補填さ

れた金額を除いて 10 万円以上の方。）
６．ふるさと納税等の寄付金証明書
７．その他（住宅借入金等特別控除他。）
８．筆記用具・認印・電卓等
※株をお持ちの方で確定申告の必要な方は、今回は

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。

①プロミティあつぎ
　小田急線本厚木駅から徒歩５分

②③かながわ県民センター
　　横浜駅西口から徒歩５分
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◆ 税務相談会（確定申告書作成） 会 員 の み



　相続人全員からの委任契約により受託者（金
融機関）が相続人に代わって、正確かつ迅速に
遺産分割協議、不動産の名義変更、預貯金 ･ 信
託 ･ 有価証券等の名義書換などの相続手続きを
行う業務です。

　遺産の分割をめぐるトラブルを未然に防ぐた
め、遺言公正証書作成のお手伝い（遺言書作成
時の立会いを含む）をはじめ、遺言書の保管から、
遺言者死亡後の遺言執行までを行う業務です。

　該当の方には、ご自宅宛に説明会のご案内をお送りします。
①平成 29 年度加入者のうち給付開始が退職 2 年後の方
②平成 30 年度加入者のうち給付開始が退職日翌日でまだ説明会に参加されたことのない方

　　　②の方で加入時に夏開催のお知らせをお送りしている方は、今回はお送りいたしません。
　　　前回ご都合の関係で参加できず、今回参加されたい方は振興会にご連絡ください。

　①及び②以外の会員の方でも、希望のある方はご参加いただけますので、その際は振興会にご連
絡ください。《ただし、新制度（平成２７年４月１日以降ご加入）の方に限ります。参加希望が多
い場合は、①及び②に該当する方を優先とさせていただきますので、ご了承ください。》

相続 ･ 遺言にかかわる手続きをサポートします。
振興会では、会員の皆様方の相続 ･ 遺言にかかわる手続きの不安を解消するため、「遺産整理業務」及び「遺
言信託業務」を割引料金（正規手数料の最大 10％引き）でご利用いただけるように金融機関と業務提携し
ています。

遺産整理業務又は遺言信託業務に関するお申し込み・お問い合わせは、振興会にお電話ください。
無料で相談に応じる専門家（提携金融機関：三菱ＵＦＪ信託銀行）に取り次ぎをいたします。

★ 次の方々を対象に療養補助金請求書の作成方法を
　 詳しくご説明いたします。

遺産整理業務とは・・・ 遺言信託業務とは・・・

日　　時 会　　場 募集人数

平成３１年２月　９日（土）
９：３０～１１：３０
（受付　９：１５）

プロミティあつぎ　ＡＢ会議室
（神奈川県厚木市中町４－１６－２１） ４０人

平成３１年２月１５日（金）
９：３０～１１：３０
（受付　９：１５）

神奈川県教育会館　３階会議室
（横浜市西区藤棚町２－１９７　３階） ４０人

平成３１年３月２３日（土）
９：３０～１１：３０
（受付　９：１５）

かながわ県民センター　３０４会議室
（横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２　３階） ４０人
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◆ 医療互助説明会

◆ 相続・遺言サポートサービス

医 療 互 助 会 員

会 員 と そ の 家 族



対象者 及び の70歳未満旧制度 新制度

ご
注
意

療養補助金の給付内容は加入の時期によって異なります。
　旧制度：加入日が平成27年３月31日までの方
　新制度：加入日が平成27年４月１日以降の方
ご自身の加入時期をご確認の上、該当する記事をお読みください。

療養補助金給付期間中の皆さまへ
重要なおしらせ

療養補助金請求書の振込日が、２ヶ月に１回、
奇数月の月末に変わりました！

振込日

平成30年10月1日受理分から

一覧にすると、下記のとおりになります。

＊２ヶ月間を受理する期間とし、
　翌々月末日の振込に変更となりました。

請求書の取りまとめは今までどおり、
３～６ヶ月を目安にまとめて
ご提出いただけると助かります！

【例】
10 ／ 1 〜 　10 ／ 31・11 ／ 1     〜 11 ／ 30 12 ／ 31 1 ／ 31

振興会で受理する期間（２ヶ月間）

振興会が受理した月 給付日 振興会が受理した月 給付日
４・５月 ７月末日 1０・11月 １月末日
６・７月 ９月末日 12・１月 ３月末日
８・９月 11月末日 ２・３月 ５月末日

皆さまへの振込経費を抑制するため、平成３０年１０月１日受理分から 療養補助金の振込回数が変
更になりました。会員の皆さまには、なにとぞご理解をお願いいたします。

※療養補助金以外の給付（健康祝金・長寿祝金・退会一時金・入院見舞金・人間ドック補助金）に
関しては、今までどおり、請求書を受理した月の翌月末日にお振込となります。

★保険外（自費）は給付対象外です
　療養補助金の補助対象は、健康保険が適用になる診療・調剤のみです。インフルエンザや肺炎球菌等の予
防接種や容器代、健診など、保険外（自費）のものは、療養補助金の給付対象ではありません。
　健康保険が適用になっているかどうかが判断しにくいものについては、受診した医療機関にご確認ください。
★医療互助療養補助金請求書について
　平成26年度までに加入された旧制度の会員の方へ、医療互助療養補助金請求書を送付することはとりや
めになりました。今後は請求書をコピーしてお使いいただきますようご協力をお願いいたします。（コピー
は表面だけでかまいません。）請求書の原本が必要な方はお送りしますので、振興会までご連絡ください。
★療養補助金請求書データについて
　療養補助金請求書のエクセルデータをE－mail でも送信いたします。ご希望の方は、件名に「療養補助
金請求書データ希望」本文に「会員番号、会員氏名」を記入して jigyo@kyo-fukushi.or.jpまで送信し
てください。

対象者 及び の療養補助金給付期間中の方旧制度 新制度

対象者 旧制度

対象者 及び の療養補助金給付期間中の方旧制度 新制度

の療養補助金給付期間中の方

6

お
知
ら
せ

◆ 医療互助会員の皆さまへ 医 療 互 助 会 員



　補助対象（当選）の方は、平成 30年度中に「人間ドッ
ク」を受診のうえ、年度内に振興会宛てご請求ください。
（補助対象の方には、5月末頃に人間ドック補助請求書
等をお送りしています。）

請求期限　平成 31 年 3 月 31 日（必着）

→ 3/31 が休日のため ､ 早めの受診 ､ ご請求をお願いし
ます。
（期日までに請求がない場合、補助辞退の取扱いとなり
ます。ご了承ください。）

★ 平成 30 年度人間ドック補助対象（当選）の皆さまへ

一般財団法人神奈川県教育福祉振興会理事長殿

　人間ドックを受診しましたので、次のとおり人間ドック補助金を請求します。

フリガナ
（〒　　　　　－　　　　　　）

－

－

年　 月 日 ～ 年 月 日

円

H30-

人　間　ド　ッ　ク　補　助　請　求　書
年　　　月　　　日

医　療　互　助 医療互助
㊞

会　員　番　号 会員氏名

検診機関名 電話番号 （　　　　　）

第8号様式　（医療互助規程第12条関係） 整理番号
（振興会使用欄）

現　住　所

電話番号 （　　　　　）

　　　なお、本年度中に人間ドックを受診しない場合は、必ず振興会に連絡してください。

受診年月日

決　定　金　額
（振興会使用欄）

領

収

書

貼

付

欄
１　会員番号は右詰でご記入ください。
２　人間ドックを受診後、すみやかに人間ドック補助請求書に領収書（原本に限る）を添付して請求してください。
　　　　　（Ａ４の領収書は、貼り付けずに添付してください。）　　　 　

※平成31年度人間ドック補助の募集について
　　次年度の人間ドック補助の募集は、ふれあい第126号（平成31年 4月発行）で行う
予定です。補助をご希望の方は、ふれあい126号の掲載内容をご確認のうえ、期日まで
にお申し込みください。

法律相談（無料）を実施しています。 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。
他の会員、当振興会を相手方とする案件の相談は受けられません。
利用できる範囲　　○会員及びその配偶者、子、親
相　　談　　員　　○糸	井	淳	一	弁護士（糸井総合法律事務所、振興会顧問弁護士）
相 談 受 付 日 1 月20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

２月12日(火)

３月12日(火)

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　０４５－６８１－３０５４
　　　　　　　　　　　（平日８：３０～１７：１５）
　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人、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。

相談にあたっての注意
○他の会員または当振興会を相手方とする案件の相談は受けられません。
○あらかじめ相談内容や質問事項をまとめておくと相談時間を有効に使えます。
○必要と思われる書類を持参してください。
　例えば
　・相続なら、『親族関係図』『戸籍謄本』『財産一覧』『遺言書』など
　・隣地とのトラブルなら、『公図』『不動産登記簿謄本』『付近の写真』『測量図』など
※お住まいの自治体でも法律相談を行っている場合があります。
　詳しくは、自治体が発行している広報紙、市役所等または各県の弁護士会にお問い合わせください。

無
料
相
談

◆ 無料法律相談のご案内 会 員 と そ の 家 族
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次の各公演の鑑賞券に、振興会会員のみ同行者料金から1,000円の補助をします。

●お申込いただけるのは、会員と同行者です。申込期間や申込方法等（9ページ）をお確かめの上、各団体や施設にお申し込み
ください。
　※会員と同行者では料金が異なりますのでご注意ください。
●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いく予定ですので、ご確認くだ
さい。ホームページのアクセス方法は、「ふれあい」の表紙をご覧ください。

ウクライナ国立歌劇場管弦楽団　第九＆第七
公演日時 会　　場 出演者/曲目 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

12月28日（金）
14：00開演

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」

20人
S席
会　員　8,000円
同行者　9,000円

（一　般　11,000円）

12月21日
（金） A

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

1月4日（金）
14：00開演

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

30人
S席
会　員　4,850円
同行者　5,850円

（一　般　6,500円）

12月21日
（金） A

美輪明宏 ロマンティック音楽会　～抒情 ( リリック ) の夕べ～
公演日時 会　　場 出演者/曲目 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

2月3日（日）
17：30開演

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　撮影：御堂義乘

10人
全席指定
会　員　5,480円
同行者　6,480円

（一　般　7,200円）

1月18日
（金） B

「輝けるテノール」　錦織  健　テノール・リサイタル
公演日時 会　　場 出演者/曲目 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

3月17日（日）
14：00開演

横浜みなとみらい
ホール

多田聡子（ピアノ）
宵待草/荒城の月/小さな空/島唄/
誰も寝てはならぬ/アマポーラ　他

20人
全席指定
会　員　2,825円
同行者　3,825円

（一　般　4,500円）

1月11日
（金） A

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

1月3日（木）
15：00開演

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

20人
S席
会　員　6,225円
同行者　7,225円

（一　般　8,500円）

12月21日
（金） A

舞台「十二番目の天使」
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先
3月20日（水）
13：30開演 シアタークリエ

井上芳雄、栗山千明、
六角精児、木野	花、辻	萬長　
ほか

20人
全席指定
会　員　7,500円
同行者　8,500円

（一　般　10,000円）

12月20日
（木） E3月26日（火）

13：30開演

夫婦漫才
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先
2月８日（金）
17：00開演

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、未沙のえる
福本伸一、弘中麻紀、南翔太
吉沢京子、正司花江、　ほか

30人
S席
会　員　8,600円
同行者　9,600円

（一　般　12,000円）

12月28日
（金） D2月10日（日）

17：00開演
2月15日（金）
17：00開演

こまつ座　第 126 回公演・紀伊國屋書店提携　『イーハトーボの劇列車』
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

２月８日（金）				13：30開演

紀伊國屋
ホール

作：井上ひさし
演出：長塚圭史
出演：松田龍平、山西
惇、岡部たかし、村岡希
美、土屋佑壱、松岡依都
美、天野はな、紅甘、小
日向星一、福田転球、
中村まこと、宇梶剛士

20人

全席指定
会　員　6,100円
同行者　7,100円

（一　般　8,800円）
学生割引　5,000円

12月27日
（木） C

２月11日（月・祝）13：30開演
２月12日（火）			13：30開演
２月17日（日）			13：30開演
２月20日（水）			13：30開演
２月21日（木）			13：30開演
２月23日（土）			13：30開演

芸術鑑賞（補助） 会員とその同行者
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キリトリ線（はがき貼り付け用）

【申込共通事項】
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。
【その他】
●申込後のキャンセル・変更はできません。
●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。
●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（往復はがきの場合は62円×2＝124円）となっていますのでご注意ください。
※振興会では申込みの受付をしておりません。申込先、申込方法をご確認ください。

申込先 申込方法

A
はがき

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。

B
電話

Ro-Onチケット
【TEL.047-365-9960】

受付時間 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。）

C
往復

はがき

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。）
申込後、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。）

D
往復

はがき

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　金山宛
【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。）申込締切後、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。

E
往復

はがき

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。）申込締切後、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えいたします。

（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。）

公 演 日 　　　　　月　　　　　日（　　） 開 演 時 間 ：

公 演 名

申 込 人 数 　合　計　　　　　人　　　　［内訳：会員　　　人、同行者　　　人］

申 込 者 住 所 〒

会 員 番 号

電 話 番 号
（　　　　　）
　　　　　ー

ふ り が な

申 込 者 氏 名

（会員の場合）会員番号 会員番号

同 行 者 氏 名

備 考

●芸術鑑賞お申込み（申込先がA・C・D・Eの場合に、はがきに貼ってお使いください）申込書の使い方

※切り取るかコピーをし、はがき
に貼ってください。

※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。

※記入漏れがあると、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入して
ください。
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次の各公演をあっせん価格でご案内します。
●お申し込みいただけるのは、会員と同行者です。申込期間や申込方法等をお確かめの上、各団体や施設に直接お申し込みく
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、各申し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。

【申込共通事項】
①教育福祉振興会の会員であること　②公演名　③公演日　④希望人数　⑤〒・住所　⑥会員氏名　⑦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。

【その他】
●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。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。
●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。
●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。

演目名、出演者等 公演日時 会場 席種・料金（一般料金） 申込先

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『出口なし』
演出：白井晃
出演：首藤康之、中村恩恵、	秋山菜津子

	1月26日（土）	14：00開演
	1月28日（月）	19：00開演
	1月30日（水）	14：00開演
	2月		2日（土）	14：00開演

KAAT神奈川芸術劇
場

＜中スタジオ＞

一般席
契約料金　5,400円

（一般　　　6,000円）
ア

ロシア国立　ワガノワ・バレエ・アカデミー
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）

	1月17日（木）	19：00開演
	1月18日（金）	18：30開演
	1月19日（土）	14：00開演

Bunkamura	
オーチャードホール

S席
1/17	契約料金						8,400円
	（1/17	一般									10,500円）
1/18,19	契約料金10,400円
	（1/18,19	一般　		13,000円）

イ

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
円光寺雅彦(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団(管弦楽)
［プログラム］エルガー：チェロ協奏曲
　　　　　　ショパン：ピアノ協奏曲第１番　他

		2月　1日（金）	19：00開演 サントリーホール
S席
契約料金　6,800円

（一般　　　8,500円）
イ

及川浩治ピアノ・リサイタル
「名曲の花束」
【曲目】リスト：ラ・カンパネラ、愛の夢
									ショパン：別れの曲	/	ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ「月光」
　　　エルガー：愛のあいさつ	/	モーツアルト：トルコ行進曲　他

		2月23日（土）	14：00開演 サントリーホール
S席
契約料金　4,000円

（一般　		　	5,000円）
イ

こまつ座　第125回公演
『どうぶつ会議』
作：井上ひさし　演出：田中麻衣子
出演：栗原類、池谷のぶえ、上山竜治、大空ゆうひ　他
※3歳から100歳まで、観て、聴いて、笑って楽しめる音楽劇！

	1月25日（金）	14：00開演
	1月26日（土）	15：30開演
	1月27日（日）	15：30開演
	1月29日（火）	12：00開演
	1月30日（水）	14：00開演
	1月31日（木）	14：00開演
	2月		1日（金）	14：00開演

新国立劇場
小劇場
THE	PIT

S席
契約料金　4,000円

（一般　　　5,000円）
学生割引（中学生以上）
　　　　　		3,500円
子ども（3歳～小学生）
　　　　　		2,500円

イ

ジャパン・ストリング・クヮルテット　　　　　　　　　　　　　
名曲コンサートｖｏｌ．１０
久保陽子（第１ヴァイオリン）
久合田緑（第2ヴァイオリン）
菅沼準二（ヴィオラ）　岩崎洸（チェロ）

	3月24日（日）	15：00開演 ヨコスカ・ベイサイ
ド・ポケット

S席
契約料金　2,700円

（一般　　　3,000円）
ウ

稲垣潤一　コンサート２０１９
稲垣潤一：和製シティポップ代表格である稲垣潤一。輝き続けるレ
イニーボイスで大人のラブ・ソングをお届けします。

		3月		9日（土）	16：30開演
相模女子大学
グリーンホール
大ホール

全席指定
契約料金	05,850円

（一般　　			6,500円）
エ

島津亜矢　コンサート2019
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。

		2月28日（木）	14：00開演 神奈川県民ホール　
大ホール

全席指定　S席
契約料金	05,850円

（一般　　			6,500円）
エ

牧阿佐美バレヱ団「プリンシパル・ガラ2019」
「ドン・キホーテ」第３幕より、「ボレロ」、「時の彼方に  ア  ビアント」より
芸術監督：三谷恭三、キャスト：青山季可、阿部裕恵、菊地研、清瀧千
晴、他　牧阿佐美バレヱ団

		3月16日（土）	15：00開演
		3月17日（日）	14：30開演

文京シビックホール
　大ホール

S席
契約料金　9,800円

（一般　　　10,800円）
オ

芸術鑑賞（あっせん） 会員とその同行者
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演目名、出演者等 公演日時 会場 席種・料金（一般料金） 申込先

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ
森山良子＆ビリー・キング（ヴィーカル）、ロイド・バトラー（指揮）、
ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ

	1月　5日（土）14：00開演 横浜みなとみらい
ホール

S席
契約料金　6,310円

（一般　　　7,800円）
カ

キエフ・クラシック・コレクション　　　　　　　　　　　　　　
初春バレエ祝賀コンサート
キエフ・クラシック弦楽アンサンブル　
キエフ・クラシック・バレエ団

		1月11日（金）	13：00開演 横浜みなとみらい
ホール

全席指定
契約料金　3,780円

（一般　　　4,500円）
カ

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
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）　　
※公演ごとにいずれか１名が出演します。
※11：30開演のみリハーサル見学付き！

	12月23日（日）	11：30開演
　　　　　　　	15：00開演

横浜みなとみらい
ホール

全指定席
契約料金　3,600円

（一般　　　4,500円）
カ

キエフ・バレエ　白鳥の湖
キエフ・バレエ
※開演前にバレエ講座付き！

	12月25日（火）	15：00開演 神奈川県民ホール
S席
契約料金　11,000円

（一般　　　14,000円）
カ

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ　　　　　　　　　　　　　　
宮殿祝賀コンサート
サンドロ・クトゥレーロ（指揮）
※リハーサル見学付き！

		1月		6日（日）	13：00開演 ミューザ川崎シン
フォニーホール

全席指定
契約料金　5,500円

（一般　　　6,500円）
カ

由紀さおり　50周年記念公演
由紀さおり
篠田三郎　久住小春　重田千穂子　渡辺正行　他

	1月		7日（月）	11：00開演
	1月12日（土）	11：00開演
	1月13日（日）	16：00開演

明治座
S席
契約料金　9,600円

（一般　　　12,000円）
キ

50周年記念　前川清特別公演
前川清
松居直美・渡辺哲・純烈・紘毅　他

	1月25日（金）	16：00開演
	1月26日（土）	16：00開演
	1月30日（水）	16：00開演

明治座
S席
契約料金　9,600円

（一般　　　12,000円）
キ

水谷千恵子　50周年記念公演
水谷千重子　他

	2月22日（金）	13：00開演
	2月25日（月）	13：00開演
	3月		3日（日）	11：00開演

明治座
S席
契約料金			10,800円

（一般　　　12,000円）
キ

申込先 申込方法

ア
インター
ネット

・
電話
・

窓口

（公財）神奈川芸術文化財団
【インターネット申込】「チケットかながわ」
http://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/

【ID：kyouiku　パスワード：kyouiku8325】
【電話申込】
チケットかながわ　0570-015-415(10:00 ～ 18:00）
教育福祉振興会の会員であることを伝える

【窓口申込】
	・	神奈川県民ホール　10:00 ～ 18:00
	・	神奈川芸術劇場　			10:00 ～ 18:00
＊電話及び窓口での申込の際は、教育福祉振興会会員であることを
告げてください。
＊シルバー・学生は対象外です。
申込締切：各公演 前日の18：00まで

イ
電話

チケットスペース
【電話申込】03-3234-9999
　	 　(10：00～ 12：00/13：00～ 18：00　日・祝休）
☆申込時に「ふれあいを見た」とお申し出ください。
☆申込後、コンビニ専用払込用紙が届くので、期限内にご入金くだ
さい。
☆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ご説明いたします。
☆公演の詳細はホームページをご覧ください。
http://ints.co.jp

ウ
電話

（公財）横須賀芸術文化財団   
【電話申込】046-828-1616 	
																			＜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。	 	 	
●申込期間：12月3日～ 12月21日※休館日：12月12日（水）、年末年始

申込先 申込方法

エ
電話

Ro-Onチケット
【電話申込】047-365-9960
<受付>	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『ふれあい１２５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。

オ
メール

牧阿佐美バレヱ団   
【メール申込】
メール：t.a.m.ba@triton.ocn.ne.jp 

（TEL:03-3360-8251）  
　上記のメール宛に、件名「神奈川県芸術鑑賞」、本文に共通事項を
記入し、申し込みます。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。12月11日以降に席の確定。

カ
電話

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。

キ
往復ハガキ

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　金山宛 
＜問い合わせ＞03-3660-3941
☆往復はがきに必要事項を記入し、申し込む。
☆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、会場内１Ｆエントランス受付にて返信はがきと
引き換え。

●申込締切：12月14日（金）必着
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講　　師　東京シティガイドクラブ
日　　時　平成 31 年１月 17 日（木）
 ９時 30 分 ～ 12 時 30 分予定
集　　合　ＪＲ千駄ヶ谷駅
対 象 者　会員と配偶者
	 （申込者多数のときは、抽選により決定します。）
募集人数　40人
参 加 費　無　料
申込方法	 往復はがきの往信面に次の事項を記載し ､
	 ｢ ふるさと散歩３」係までお申し込みください。
　　　　　※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。

　　　　　※往復はがきの返信面には、住所・代表者氏名を忘れずに明記してください。
　　　　　※振興会の郵便番号・住所は、ふれあいの表紙をご覧ください。

申込締切　１２月２５日（火）必着
　　　　　参加決定のお知らせは、１月７日頃に通知します
コ ー ス

そ の 他	 ＊当日は、歩きやすい靴、服装でご参加ください。
	 ＊天候等によってコースや見学先を変更する場合があります。小雨決行です。
	 ＊昼食は解散後に各自でお取りください。

ＪＲ千駄ヶ谷駅	→東京都体育館	→新国立競技場建設現場・半周	→旧霞ヶ丘団
地（工事中）	→神宮野球場	→秩父宮ラクビー場	→外苑西通り経由	→皇室専用
ホーム外観	→原宿駅経由	→国立代々木体育館	→代々木公園・解散

昨年度の様子

第３回　オリンピック施設巡り（国立競技場周辺）
　今年度３回目のふるさと散歩は、恒例になりました東京シティガイドクラブのガイドと
国立競技場などを巡ります。

今すぐダウンロード！

★「ラフォーレ倶楽部　ホテル白馬八方」は１２月２２日のリニューアルオープンと同時に、「コートヤー
ド・バイ・マリオット　白馬」に施設名称が変更になります。
　詳しくは、ラフォーレ倶楽部のホームページをご覧ください。
　　ホームページアドレス：http://www.laforet.co.jp

お
知
ら
せ

◆ レクリエーション施設　ラフォーレ倶楽部

１　当日連絡先（携帯番号等）

２　郵便番号・住所

３　氏名（参加希望者全員分）

４　会員番号（会員全員分）

郵便往復はがき

＊記入面にご注意ください。

ふるさと散歩
1 携帯番号等
2 〒／住所
3 氏 名
　＊参加者全員
4 会員番号
　＊会員全員

返
信
先
住
所

申
込
代
表
者
氏
名
　
様

返信

62

（往信 ウラ）（返信面）

★ラフォーレ倶楽部の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 N o .    20787　　　　パスワード   20787cc
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講
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◆ ふるさと散歩 （東京） 会 員 と 配 偶 者



綿貫　啓子 平成30年1月11日 進士　紀子 平成30年6月7日
福永久美子 平成30年1月25日 黒沼　伸之 平成30年6月17日
大貫　君代 平成30年3月15日 村田　　勉 平成30年7月21日
木下　雅允 平成29年3月26日 増田喜久江 平成30年6月22日
茂木　英司 平成30年5月11日 松本　隆治 平成30年8月7日
畑野　和子 平成30年5月12日 倉田　　博 平成30年8月8日
藁品千枝子 平成30年5月31日 鈴木　洋子 平成30年9月1日
三奈木　勲 平成30年6月2日 市川　文武 平成30年9月13日

（敬称略）

故人のご冥福を
心よりお祈りいたします。訃報

今年も残りわずかとなりました。夏が
長くあっという間に冬になりました。
年末年始、忙しい時期になりますが、
皆さまの各事業への参加をお待ちし
ております。

編 集 後 記

キリトリ線

〈送付先〉（一財）神奈川県教育福祉振興会
〒 231-8325　横浜市中区日本大通 33　FAX045-201-9778

該当者の
掲載番号  125-　

該当者氏名  

 〒

 電話

通信欄（ご逝去されている場合は、逝去日をお知らせください。）

ご連絡の取れる住所等をご存知の方は、FAX、ハガキ
等で振興会までお知らせください。

　広報紙「ふれあい」を含む振興会からのご案内をお届けできない方がいらっしゃいます。
　年賀状等のやりとりでご連絡先をご存じの方は、お手数ですが該当の方に振興会へ「居所を連絡」するよ
うお伝えくださいますようお願いします。
　また、ご逝去等の情報をご存じの方は、振興会までお知らせください。
　お知らせいただく際は、該当の方の掲載番号、会員氏名、ご逝去日（ご存じの範囲で）を伝えてください。
　今後、転居される場合は、必ず振興会までお知らせ願います。（広報紙等のお届けが滞った場合は、退会
とさせていただく場合がありますのでご了承ください。）

◆ お尋ね

掲載番号 会員氏名 登録住所 掲載番号 会員氏名 登録住所 掲載番号 会員氏名 登録住所
125-01 相田　八重子 座間市 125-31 瀬谷　勝政 川崎市 125-49 長谷川　信子 横須賀市
125-02 荒川　きよ子 横浜市青葉区 125-32 高梨　佐智子 横浜市 125-50 馬場　美代子 横浜市
125-03 飯田　和子 川崎市 125-33 高梨　俊夫 鎌倉市 125-51 原　俊雄 川崎市
125-04 飯野　恵美 横浜市 125-34 高橋　敦 鎌倉市 125-52 平出　恭司 川崎市
125-05 石川　恵子 大分県中津市 125-35 武田　弘 綾瀬市 125-53 福　明子 伊勢原市
125-06 石野　勇治 横浜市 125-36 橘　き世子 相模原市 125-54 佛谷　富美子 横浜市
125-07 井上　正光 横浜市 125-37 千坂　善健 横浜市 125-55 堀内　嘉代子 川崎市
125-08 岩瀬　浩 横須賀市 125-38 千葉　アグリ 横浜市 125-56 牧　惠子 相模原市
125-09 岩本　芳子 横浜市保土ケ谷区 125-39 友松　勝子 福岡県豊前市 125-57 馬見塚　安昭 鎌倉市
125-10 上原　久子 横浜市青葉区 125-40 内藤　惠子 小田原市 125-58 宮原　馨 横浜市
125-11 内田　孝雄 横浜市 125-41 永島　敏雄 福岡県筑紫野市 125-59 三好　眞紀子 横浜市
125-12 江田　史枝 大和市 125-42 中森　洋二 東京都町田市 125-60 目黒　和夫 横須賀市
125-13 大村　ミツ 横浜市保土ケ谷区 125-43 那須　晴夫 横浜市 125-61 矢花　チエ子 横浜市
125-14 門田　秀雄 東京都中野区 125-44 西村　文子 鎌倉市 125-62 山岸　三代子 鎌倉市
125-15 金子　君榮 横浜市 125-45 野口　泰子 静岡県三島市 125-63 山口　晃 横浜市
125-16 金子　美智子 横浜市 125-46 野﨑　重德 相模原市 125-64 山口　惠子 横浜市
125-17 菊地　康子 平塚市 125-47 萩野　和子 横浜市 125-65 山中　園 横浜市中区
125-18 岸　濱雄 相模原市 125-48 長谷川　忠治 横須賀市 125-66 湯川　脩一 横浜市
125-19 北田　正彦 藤沢市
125-20 久保田　正一 横浜市
125-21 久米井　義孝 鎌倉市
125-22 小池　正次 茅ヶ崎市
125-23 近藤　良彰 栃木県真岡市
125-24 斎藤　公昌 横浜市旭区
125-25 坂本　輝子 東京都東村山市
125-26 三戸　勝夫 横浜市港北区
125-27 柴田　昭悦 横須賀市
125-28 須藤　巌 東京都町田市
125-29 須藤　良江 小田原市
125-30 瀬谷　愛子 川崎市

（敬称略：五十音順）
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