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新規給付事業
平成 31 年度から新規事業として
「人間ドック受診費用補助事業」
「教員免許更新費用等補助事業」

の 2 つの給付事業を実施

横浜スタジアム
ペアシート募集開始

平成 31 年 3 月 29 日、30 日、31 日
の試合への申込は 3 月 17 日締切

東京ディズニー
コーポレートプログラム
東京ディズニーランド・東京ディズニー

シーのパークチケット購入時に
利用できる利用券を

ご用意しました

■発行
一般財団法人神奈川県教育福祉振興会
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FAX 045-201-9778
http://www.kyo-fukushi.or.jp
E-mail   jigyo@kyo-fukushi.or.jp
■発行責任者
事務局長　大桒 好信

Homepageはこちらから

『サクラ』　横浜市立日下小学校　永井ひとみ
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お知らせ 平成31年度事業（案）の概要についてお知らせします
※詳細は新年度発行のハンドブックをご覧ください。

行　事　名 実施予定日 募集予定人数 場　　所 対　　象 補助/あっせん
退職事業説明会・金融／健康
講座

６月～８月・
2020年１月～2月（８回） 各回４0人 横浜ほか 退職予定者ほか 無料

キッザニア 通年 １,８00人 キッザニア 会員とその家族 補助
ディズニーコーポレートプログラム 通年 １,000人 東京ディズニーリゾート 会員 会員のみ補助

歴史講座 学校夏休み・冬休み期
間中 各回４0人 鎌倉・都内 会員とその家族 実費

ゴルフ講習会　 ７月～８月（2回） 各回１0人 東急あざみ野ゴルフガーデン 会員 補助
ボリショイサーカス ７月下旬～８月上旬 200人 横浜市文化体育館 会員とその家族 補助
ディズニー・オン・アイス ８月中旬 500人 横浜アリーナ 会員とその家族 補助

プロ野球観戦会　 ４月～９月※
※3/2９、 3/30、 3/3１開催日あり シーズンシート 横浜スタジアム 会員とその家族 会員価格にて提

供
サッカー観戦会 未定 50人 日産スタジアム 会員と同行者 会員のみ補助
ライザッププログラム 未定（１プログラム８回） 20人 横浜（予定） 会員と同行者 会員のみ補助
県民教養講座 未定 未定 未定 県内在住在勤者 無料
米村でんじろう氏のサイエンスショー 20１９年１１月23日 ７00人 伊勢原市 県内在住在学者 無料
税務相談会 2020年2月 ６0人 横浜 会員とその家族 無料
はばたけ子どもたち　
夢・未来コンサート 2020年2月23日 各回

１,000人
横浜・県立音楽堂
２回開催 県内在住在学者 無料

芸術・演芸鑑賞 随時 未定 未定 会員と同行者 会員のみ補助

がんスクリーニング検査 6月、7月、8月、9月の
第3土曜日午前中 200人 伊勢原市 会員と同行者 会員のみ補助

通 年 で の 事 業
概　　要 内　　容 場　　所 対　　象

体力づくり・健康管理

コナミスポーツクラブ 県内・その他地域

会員とその家族
ダイドースポーツクラブ 小田原市
ライフティック 平塚市・秦野市
東急スポーツシステム 県内ほか
ゴルフ場　 県内ほか 会員と同行者　※補助は会員のみ

旅行 バス旅行 ２社 会員と同行者　※補助は会員のみ

芸術鑑賞

横浜にぎわい座 横浜市中区
神奈川芸術文化財団 横浜市中区

会員と同行者　※あっせん

東京府中労音センター 東京都府中市
ホリプロ 東京都目黒区

レクリエーション施設

ラフォーレ倶楽部 国内施設
リゾートトラスト 国内施設
マホロバマインズ三浦 三浦市
ホテルスポーリア湯沢 越後湯沢
ダイワロイヤルホテルズ 国内施設
ホテル法華クラブ 国内施設
セラヴィリゾート泉郷 国内施設
プリンスホテル 国内施設
スカイスパ 横浜市西区
万葉の湯 横浜市ほか

会員　
名水はだの富士見の湯　 秦野市
ひめしゃら 箱根町仙石原 会員とその家族　※宿泊補助

会議室 会議室借り上げ 神奈川県教育会館３階 会員と同行者

親と子のふれあい

新江ノ島水族館 藤沢市

会員とその家族
横浜八景島シーパラダイス 横浜市金沢区
マクセル アクアパーク品川 東京都港区
仙台うみの杜水族館 宮城県仙台市
上越市立水族博物館　うみがたり 新潟県上越市

教養講座

朝日カルチャーセンター 15施設

会員
読売日本テレビ文化センター 19施設
カルチャーセンター 22施設
ＡＥＯＮ 全施設
ＮＨＫ学園 通信講座
東京リーガルマインド ５施設 会員とその家族　※あっせん

パソコン教室
興学社 古淵校他

会員
シアルパソコンスクール 横浜市

法律相談 顧問弁護士による法律相談（無料） 横浜市中区 会員とその家族
相続・遺言サポートサービス 提携金融機関による相続・遺言のサポート １社 会員とその家族

※「家族」とは会員と生計を一つにしている同居の家族を示します。親族であっても同居をしていない場合は、家族としての利用はできません。

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

会　員

新規
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事業計画 新規又は充実する事業（案）
詳しくは、2019 年度振興会ハンドブック及び振興会だより 121 号（6 月 10 日発行）でご案内します。

　１　人間ドック受診費用（新規）
　　　　公立学校共済組合等加入している健康保険が実施する人間ドックを受診した際に受診費用の一部を補助します。
　　　　1年度につき1回3,000円。
　２　教員免許更新費用等（新規）
　　   （1）教員免許更新の必要がある方
　　　　　 教員免許更新にかかる受講費用の一部を補助します。
　　　　　 免許更新1回につき10,000円を上限とします。
　　　（2） 教員免許更新を免除された方
　　　　　 免除申請の際スキルアップのため10,000円を補助します。
　　　（3）事務職員等の方
　　　　　 10年に1回スキルアップのため10,000円を補助します。

　１　ディズニーコーポレートプログラム利用券（変更）
　　  年末年始に実施していた宿泊補助に代わり、通年でいつでも利用できるコーポレートプログラム利用券を希 
　　　望者に配布します。詳しくは、５ページをご覧ください。
　２　水族館の利用
　　   横浜八景島シーパラダイスをはじめとした４つの水族館の入館券等に補助します。
　３　ホテル法華クラブ、セラヴィリゾート泉郷が割引料金で利用できるようになります。
　４　万葉の湯、名水はだの富士見の湯の利用料金等に補助します。
　５　ホリプロが取り扱う公演のチケットを 5％～ 20％割引で購入できます。
　６　がんスクリーニング検査（新規）
　　　がん発症リスクを血液検査により判定する『メタロ・バランスがんリスクスクリーニング』検査の受診費
　　　用を補助します。
　７　東急スポーツシステム法人会員「ポイントシェアプラン」（新規）
　　　東急スポーツシステムの各施設（フィットネス、ゴルフ、フットサル）で、初回利用時に法人会員登録すると、
　　　振興会が保有する年間ポイントをひとり 10 ポイントまで利用することができます。　　
　８　ライザッププログラム（新規）
　　　ＣＭでおなじみのライザッププログラムを県内会場で８回に渡って実施します。
　９　ゴルフ講習会（東急あざみ野ゴルフガーデン）（新規）
　　　東急ゴルフスクール所属プロによるゴルフ講習会を実施します。

　給付事業

　厚生事業

ご案内 出張説明会のご案内 会　員

～振興会のあれこれについてお話させていただきます～
　振興会では各事業参加者へのアンケート及び振興会だより掲載のクイズ回答者からの感想などを通して、会員
の皆様のご意見・ご要望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、より一層振興会事業につい
てご理解を深めていただく必要があると感じております。
　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・医療互助・予算、決
算などなど・・・ご要望に併せてご説明いたします。
　お申し込み・お問い合わせは
　電話　０４５－６８１－３０５４（平日 8:30 ～ 17:15）
　FAX　 ０４５－２０１－９７７８（24 時間受付）
　E-mail：jigyo@kyo-fukushi.or.jp
　　　　　件名　：　出張説明会希望
　　　　　本文　：　会員氏名・会員番号・連絡先電話番号・希望日時・場所・説明内容等
　　　　　＊ パソコンからの返信メールを受信できるように設定してください。
　　　　　＊ ご希望内容等を打ち合わせるために電話でご連絡をさせていただくことがあります。
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スポーツ観戦
（補助）

会　員

プロ野球観戦会
Ⓒ YOKOHAMA DeNA BAYSTARS

横浜スタジアムで行われるプロ野球公式戦のシーズンシートを試合日ごとに会員価格にて購入できます。
シーズンシートとは、横浜スタジアム開催の公式戦を神奈川県教育福祉振興会の用意した専用席で観戦いただけ
る年間予約席です。ペアシートをご用意しましたので是非お申込みください。
※ 3 月末退職者の方は 4 月以降の試合の申込みはできませんのでご注意ください。
◎座席図
　ベイブルー・シート（スターサイド側）６３番席・６４番席（７段）
　  2019 年増席分　

　スターフロント・シート（スターサイド側）２２５番席・２２６番席（Ｇ段）
◎料　金（税込み）
　ペアシート：２，５００円×２枚＋３９２円（送料）＝５，３９２円
　※２名での申込みとなります。
◎応募資格
　現職会員とその家族の方（試合日当日に会員資格を有する方に限ります。）
　なお、申込みに際しては会員番号の入力が必要です。
◎応募方法
　振興会ホームページの応募フォームから希望日と席種を選択し、必要事項を入力のうえ、送信してください。
　同一試合日に複数の申込みがあった場合は抽選となります。なお、当選者への通知は試合開催日の１４日前ま
でに送付される振込通知書をもって代えさせていただきます。落選者への通知はありませんのでご了承ください。
　会員一人につき、月あたり開催試合について「１日程」の応募となります。
　なお、同一試合に対し２回以上の応募があった場合は無効となりますのでご注意ください。

　参加決定者には試合開催日の１４日前までに振興会から自宅宛てにシート料金に関する振込通知書を送付しま
すので、同通知書記載の期限までにお振込みください。入金確認後、振興会からチケットを自宅宛てに発送します。

 振興会ホームページアドレス
http://www.kyo-fukushi.or.jp
ID とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは表紙をご覧ください
◎応募受付期間
　開催月前月の１０日締切
　ただし、３月２９日、３０日、３１日開催試合及び４月開催試合については３月１７日（日）締切
　振込通知書は試合開催日の１４日前までに送付
例）５月開催試合分⇒４月１０日（水）締切　
　　６月開催試合分⇒５月１０日（金）締切　以降、毎月１０日締切
2019年度横浜スタジアム公式戦開催日程（71試合）

3月
２９日（金） 18:30 中日

6月

　１日（土） 14:00 東京ヤクルト

8月

　１日（木） 17:45 東京ヤクルト
３０日（土） 14:00 中日 　２日（日） 13:00 東京ヤクルト 　２日（金） 18:00 巨人
３１日（日） 13:00 中日 　７日（金） 18:00 埼玉西武 　３日（土） 18:00 巨人

4月

　５日（金） 18:00 巨人 　８日（土） 14:00 埼玉西武 　４日（日） 18:00 巨人
　６日（土） 14:00 巨人 　９日（日） 13:00 埼玉西武 　９日（金） 18:00 中日
　７日（日） 13:00 巨人 １８日（火） 18:00 北海道日本ハム １０日（土） 18:00 中日
１２日（金） 18:00 広島 １９日（水） 18:00 北海道日本ハム １１日（日） 18:00 中日
１３日（土） 14:00 広島 ２０日（木） 18:00 北海道日本ハム １６日（金） 18:00 広島
１４日（日） 13:00 広島 ２１日（金） 18:00 東北楽天 １７日（土） 18:00 広島
２３日（火） 18:00 阪神 ２２日（土） 14:00 東北楽天 １８日（日） 18:00 広島
２４日（水） 18:00 阪神 ２３日（日） 13:00 東北楽天 ２７日（火） 18:00 東京ヤクルト
２５日（木） 18:00 阪神 ２８日（金） 18:00 広島 ２８日（水） 18:00 東京ヤクルト
３０日（火） 14:00 東京ヤクルト ２９日（土） 18:00 広島 ２９日（木） 18:00 東京ヤクルト

5月

　１日（水） 14:00 東京ヤクルト ３０日（日） 18:00 広島

9月

　３日（火） 18:00 阪神
　２日（木） 14:00 東京ヤクルト

7月

　２日（火） 18:00 阪神 　４日（水） 18:00 阪神
　６日（月） 17:00 巨人 　３日（水） 18:00 阪神 　５日（木） 18:00 阪神
１４日（火） 17:45 中日 　４日（木） 18:00 阪神 １０日（火） 18:00 巨人
１５日（水） 17:45 中日 １５日（月） 17:00 広島 １１日（水） 18:00 巨人
１６日（木） 17:45 中日 １６日（火） 18:00 広島 １２日（木） 18:00 巨人
２４日（金） 18:00 阪神 １７日（水） 18:00 広島 １４日（土） 17:00 東京ヤクルト
２５日（土） 14:00 阪神 １９日（金） 18:00 中日 １８日（水） 18:00 広島
２６日（日） 13:00 阪神 ２０日（土） 18:00 中日 ２０日（金） 18:00 巨人
３１日（金） 18:00 東京ヤクルト ２１日（日） 18:00 中日 ２１日（土） 17:00 巨人

３０日（火） 17:45 東京ヤクルト
３１日（水） 17:45 東京ヤクルト

STARFRONT SEAT
スターフロント・シート

BAY BLUE SEAT
ベイブルー・シート
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レクリエー
ション

現職会員のみ

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
　東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのパークチケット購入時に利用できる「コーポレートプログラム利用券」

（以下、利用券）を会員の皆様にご用意しました。下記期間中はいつでも利用可能ですので、是非ご応募ください。
※ 3 月末退職者の方は申込みできませんのでご注意ください。

●利用券有効期間：２０１９年４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）
●対象者　　：現職会員のみ　※申し込みは会員お一人様１回限りです。
●補助額　　：３，０００円
●募集人数　：１，０００人

　※上記３回の月に分けて募集します。応募多数の場合は抽選となります。
●応募方法：振興会ホームページの応募フォームに必要事項を入力のうえ、送信してください。
　　　　　　３月、６月及び１１月の各月２０日に締切。当選者には末日までに振興会からご希望の送付場所へ
　　　　　　利用券を送付します。
　　　　　　例）３月２０日締切⇒３月３１日までに利用券を送付　
　　　　　　　以降、６月及び１１月のそれぞれ２０日締切、末日までに送付
         　　　 ID「genshoku」パスワード「kaiinn」

券　種 大人
18 才以上

中人（中学生・高校生）
12 ～ 17 才

小人（幼児・小学生）
4 ～ 11 才

1 デーパスポート 7,400 円 6,400 円 4,800 円
2 デーパスポート 13,200 円 11,600 円 8,600 円
3 デーマジックパスポート 17,800 円 15,500 円 11,500 円
4 デーマジックパスポート 22,400 円 19,400 円 14,400 円
スターライトパスポート 5,400 円 4,700 円 3,500 円
アフター 6 パスポート 　　　　　　　 4,200 円

東京ディズニーランド / 東京ディズニーシー　パークチケット料金表（税込）

※ 3 才以下のお子様は無料。ディズニー側運営の事情によりパスポート料金が変更になる場合があります。

●パークチケット購入方法
　次のいずれかの方法にて購入することができます。パークチケット料金から、利用券に記載の利用（補助）金
額を差し引いた料金で、ご購入いただけます。

（１）パークチケット購入時に、利用券を下記取り扱い窓口に提出する。
　　　※新規のパークチケット購入時のみにご利用できます。（日付変更、券種変更時にはご利用できません。）
　　　※すでに発券済みのパークチケットと利用券をお持ちになられても返金はできません。
　　　※パークへの入場を保証するものではありません。（入園制限中のパークではご利用できません。）
　　　※レストラン、ショップ等ではご利用できません。

（２）「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」で前売券を購入する。
　　　※サイトをご利用の際は、ユーザ登録が必要です。
　　　※利用券の支払方法は、クレジットカード決済のみとなります。
　　　※購入時に利用券記載の「個券番号 (14 桁 )」と「オンライン用コード (8 桁 )」が必要となります。
        ○スマートフォンでご利用の場合、右の二次元コードよりアクセスしてください。　　　　　　　　　　　
　　  ○パソコンをご利用の場合、下記の URL を入力してください。
　　　　https://reserve.tokyodisneyresort.jp/

（３）東京ディズニーランドに設置されている自動券売機で購入する。
　　　※東京ディズニーシーでは引き続き、窓口での対応になります。

取扱い窓口

当日券
・東京ディズニーランド（チケットブース）
・東京ディズニーシー（チケットブース）
・（宿泊者のみ）ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル

前売券

・東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ１F）
・東京ディズニーランド：イーストゲート・レセプション
・東京ディズニーシー：団体チケットブース
・ディズニーストア（下記利用券取り扱い店舗）
●渋谷公園通り店　●池袋サンシャインシティアルパ店　●お台場アクアシティ店　●レミィ町田店　●八王子東急スクエア店　●昭島モリ
タウン店　●横浜そごう店　●ららぽーと横浜店　●船橋ららぽーと TOKYO-BAY 店　●大宮アルシェ店　●羽生イオンモール店　●川口
アリオ店　●越谷イオンレイクタウン店

※旅行会社、コンビニエンスストア等ではご利用いただけません。ただし、旅行会社、コンビニエンスストア等で発行された「観光券」、「入場予約券」、「直接入園 
　予約券」と、利用券を来園当日の入場前にパークのチケットブースに持参していただきますと、券面に記載の利用（補助）金額分をお返しいたします。

【ご注意】
　※有償・無償を問わず、利用券を第三者へ譲渡（インターネットオークション等を含む）する事は固く禁止します。会員以外
　　の方の利用、その他利用条件に違反した場合は、振興会から補助分について後日請求させていただく場合があります。
　※利用券の利用の際に、本人確認書類の提示を求める場合があります。

デイズニーリゾート宿泊補助から変更となりました

３月募集人数：３５０人
６月募集人数：３５０人
11 月募集人数：３００人（ （
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親と子の
ふれあい

会員と
その家族

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。募集人数を大幅に増加し、実施期間も通年としましたので、日程を調整のう
え、ぜひお申し込みください。

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が対象です。
※割引料金適用日への補助はありません。
※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 )   　　2,834 円 (3,834 円 )
　　　 　小学生              　　　　　　　3,266 円 (4,266 円 )
　　　　 中学生　　　            　　　　 3,374 円 (4,374 円 )
　　　　 大　人 (16 歳～ )　   　　　     1,106 円 (2,106 円 )
休日 　　園児 (3 歳～小学生未満 )  　　   3,536 円 (4,536 円 )
　 　 　  小学生    　　　　　                 4,076 円 (5,076 円 )
　　　　 中学生　　　           　　　 　   4,184 円 (5,184 円 )  
　　　　 大　人 (16 歳～ )　     　　       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 )  　　  4,508 円 (5,508 円 )
　　　 　 小学生                  　　　　　  5,156 円 (6,156 円 )
　　　　  中学生　　　            　　　　  5,264 円 (6,264 円 )
　　　　  大　人 (16 歳～ )　   　　        1,214 円 (2,214 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が対象です。
※割引料金適用日への補助はありません。
※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 ) 　　  2,186 円 (3,186 円 )
　　　 　 小学生                  　　　　　  2,510 円 (3,510 円 )
　　　　  中学生　　　             　　　　2,618 円 (3,618 円 )
　　　　  大　人 (16 歳～ )　       　　    1,106 円 (2,106 円 )
休日　 　園児 (3 歳～小学生未満 ) 　　  2,510 円 (3,510 円 )
　　　 　小学生                　　　　　    2,834 円 (3,834 円 )
　　　　 中学生　　　         　　　　    2,942 円 (3,942 円 )
　　　　 大　人 (16 歳～ )　         　　  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 )  　　 3,212 円 (4,212 円 )
　　　 　 小学生                 　　　　　   3,590 円 (4,590 円 )
　　　　  中学生　　　            　　　　 3,698 円 (4,698 円 )
　　　　  大　人 (16 歳～ )　   　　        1,106 円 (2,106 円 )

入場料及び手数料は変更になる場合があります。
・一般料金との差額は、振興会が負担します。
・対象は、現職会員とその家族です。現職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（現職会員本人を含む同居の家族５人まで）に限ります。
・利用日当日において会員資格がある方が補助の対象となります。
※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、大人と幼児のみの組み合わせでの入場はお断りしています。
・参加者につきましてはキッザニア東京から毎月参加者名簿が振興会に提出されますので予めご了承ください。

　　２０１９年４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）
　　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。）
　　１, ８００人　※先着順にて受付、定員になり次第締め切ります。
　　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）
　　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。< キャンセル手数料 190 円 ( 税抜 )/ 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 190 円 ( 税抜 )/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。

　　　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
　　　　　　「TH1005167」

　　・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。
　　　　　　・上記料金プラン以外への補助はありません。

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　　  コピー不可
会 員 番 号 会 員 氏 名
所 属 名
同行者全員の氏名

（現職会員を含む
一家族 5 人まで）
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

予 約 日 時
　　　　　　月　　　　日　　　　曜日
　　　　　（　第 1 部　　・　　第 2 部　）

予 約 人 数
園児　　名 / 小学生　　名 / 中学生　　名
大人　　名 / シニア　　 名

予 約 番 号
ご来場当日こちらのシートを回収しますので必ずお持ちください。

実施期間
申込締切
募集人数
会　　場
申込方法

申 込 先

注意事項
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ご案内 退職
予定会員

退職等で退会される
現職会員の方へ

退職や異動等により振興会を退職される現職会員の方へ、手続等のご案内です。

○　退会の種類　（下記１及び２の退会については、退会届は不要です。※横須賀市費、大磯町立幼稚園の方は、提出してください。）

○　積立年金の請求書の提出
　　　定年退職の方はご自宅へ、それ以外で退職される方は各所属（学校）へ積立年金の請求書を送付しました。退会され
　　る方は、必要事項を記入押印の上、所属長（学校長）確認後、振興会へ提出してください。
　　　また、振興会会員証（プラスチックの青いカード）も同請求書と一緒に返却していただいています。紛失した場合は
　　同請求書下段の該当欄にマルを記載してください。
　　　なお、会員証を使用する予定がある方は同請求書下段の該当欄にマルを記載いただき、後日振興会へ郵送で返却してください。

○　住宅建設資金貸付金の償還　( 県費・横浜市・相模原市 )
　　　現在、振興会の住宅建設資金貸付金を償還中の方は、退会に伴い会員資格が喪失するため、未償還元利金を退職手当
　　から控除します。（川崎市の方は、別途対応します。）

　　　振興会の退会手続き完了後、ご自宅宛に退会後の諸手続に関する案内を送付します。４月以降に住所が変わる予定の
　　方は、新しい住所を振興会までお知らせください。
○　退会後の事業
　　　退会後の事業として、退会記念品事業、医療互助事業等があります。
　　　・退会記念品事業
　　　　会員期間が通算１０年以上の現職会員で、退会日の満年齢が５０歳以上の方に記念品を贈呈します。
　　　　退会記念品の内容については、平成３０年度振興会ハンドブック７ページをご覧ください。
　　　　また、退会記念品は、退会後の諸手続に関する案内送付時に同封します。（宅配便で送付予定ですので、転居予定
　　　の方は必ずご連絡ください。）
　　　・医療互助事業
　　　　詳しくは９ページをご覧ください。

事　　由 概　　　　　要
1 退職による退会 定年退職、勧奨退職、自己都合退職等の退職金の支給される退職による退会

2 異動による退会 教育職から行政職への異動、国大附属小・中学校、県立学校、
他の都道府県への異動（再加入できます。）

3 海外派遣者の希望による退会 海外日本人学校への赴任者が希望する場合の退会
再加入できますが、退会中は給付等が受けられなくなります。

会員と
その家族

無料相談 無料法律相談のご案内
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。

　　○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）

　　  ○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。

４月   ９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

５月 14 日 ( 火 )
６月 11 日 ( 火 )
７月   ９日 ( 火 )

退会後の手続

退会までの手続

利用できる範囲
相　　談　　員
相 談 受 付 日

相 談 方 法 等

相談にあたっての注意
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ご案内 退職
予定会員「退職事業説明会」及び

「金融 / 健康講座」
　振興会の退職後の事業「医療互助事業」をご存知ですか？？
　年齢とともに病院を受診する回数が多くなり、思いがけない入院治療などで医療費がかさ
むことに不安を感じてらっしゃる方も多いと思います。振興会の「医療互助事業」はそんな
お悩みを軽減する教職員互助団体ならではの互助制度です。
　本説明会と併せて、退職後の資産管理等に関する「金融講座」や会員の健康増進に関する

「健康講座」を同時開催予定ですのでぜひご参加ください。

開催日時 会　　場 開催内容 募　集
6 月 16 日（日）

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）
退職事業説明会
／金融講座

2018 年度末
退職者 40 人

6 月 29 日（土）
13:30 ～ 15:30（受付 13:15 ～）

小田原箱根商工会議所　第一会議室
（小田原市城内１－２１）

退職事業説明会
／金融講座

2018 年度末
退職者 30 人

7 月 22 日（月）
9:30 ～ 11:30（受付 9:15 ～）

かながわ県民センター　１５０３会議室
（横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２）

退職事業説明会
／金融講座

2018 年度末
退職者 30 人

7 月 28 日（日）
13:30 ～ 15:30（受付 13:15 ～）

藤沢商工会館　５０５会議室
（藤沢市藤沢６０７－１ ミナパーク）

退職事業説明会
／金融講座

2018 年度末
退職者 30 人

8 月 24 日（土）
9:30 ～ 11:30（受付 9:15 ～）

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）

退職事業説明会
／金融講座

2018 年度末
退職者 40 人

8 月 31 日（土）
9:30 ～ 11:30（受付 9:15 ～）

かながわ県民センター　３０５会議室
（横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２）

退職事業説明会
／健康講座

2019 年 4 月以降
退職の現職会員 30 人

開催日程
【第 1 部】
退職事業説明会（振興会）
　振興会の退職後の事業「医
　療互助事業」について主な
　給付内容や加入掛金などを
　説明します。

【第 2 部】
金融講座または健康講座
　金融講座では、信託銀行の
　専門員から退職後の資産管
　理 / 運用・相続税等の説明
　を、また健康講座（8/31）
　では軽い実技を踏まえた内
　容で心身ともにリフレッ
　シュしていただきます。

募集要項
【対象】会員とその配偶者
【定員】各回 30 ～ 40 人
＊各回３日前まで受付

（先着順）

開催場所
神奈川県内６会場
　2018 年度末退職者対象
　　　　　５会場
　2019 年 4 月以降退職予定者
　　　　　１会場

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（入力）し、振興
会「退職事業説明会」係 まで
お申込みください。

　①所属名・②会員番号
　③会員氏名（同行者氏名）　
　④住所・⑤日中連絡先
　（ホームページの場合は　　
　メールアドレス）
　⑥希望日等 

持ち物
・筆記用具
・ご案内冊子（事前送付）

＜はがき＞
　必要事項を記入のうえ、
　はがれ落ちないようしっ
　かり貼り付けて投函して
　ください。
＜ＦＡＸ＞
　必要事項を記入のうえ、
　本ページを FAX してく
　ださい。
＜ホームページ＞
　会員専用ページにログイ
　ン（本紙表紙参照）し、
　退 職 事 業 説 明 会 応 募
　 フォームに必要事項を
　入力のうえ、送信してく
　ださい。

申 込 方 法

キリトリ

所 属 名

会 員 番 号

会 員 氏 名

同行者氏名 ( ＊配偶者同行の場合 )

自 宅 住 所
( 〒　　　　　　-　　　　　　　)

日中連絡先 （　　　　　　　　）　　　　　　　　　－　　　　　  ( 携帯 ・ 自宅 ）

希 望 日 第 1 希望　　　　　月　　　日 第 2 希望　　　　　月　　　日

備 考

退職事業説明会・金融／健康講座申込書

新規
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ご案内 退職
予定会員

平成 30 年度末退職予定の皆さまへ

医療互助で退職後の生活の安心を
～退職後の思わぬ病気やけがによる医療費の出費にそなえて～

　振興会の医療互助事業は一般的な生命保険と違い、入院や手術の費用だけが対象ではなく日常の病気やケガの治療などにかかった医
療費も補助します。
　療養補助金は、退職２年後（プランにより退職日翌日）から 70 歳（プランにより 75 歳）まで給付をします。いざというときに備
えて是非ご加入ください。

どのような給付ですか？ 加入できる方は？
○振興会の現職会員であった退職者及びその配偶者（満４５歳以上）

○申込期間は、退職から６ヶ月以内
（３月３１日退職者　→　９月３０日必着）
※再任用で引き続き勤務される方も９月３０日が申込期日となりますのでご注意ください。

医療機関で健康保険適用の治療を受けたとき、医療機関ごとに
1 か月分の自己負担した医療費総額の 2,000 円を超えた分の
金額を 100 円単位で給付します。
他にも各種給付があります。
詳しくは、下記の給付の概要をご覧ください。

費用はいくらかかりますか？
加入時の年齢に応じた基準掛金が必要です。（現職中の積立分を充当させていただきます。）
　　（例）退職日の翌日で 60 歳の方が加入する場合（給付は 62 歳から 70 歳まで）
　　　　  基準掛金（60 歳）　　　　　　　495,000 円
              継続会費（医療互助分の積立）－ 280,000 円（個人により金額が異なります）
              加入時に納めていただく金額　　215,000 円（加入後の年会費月会費はかかりません）　
　　※１５万円の追加で 75 歳まで療養補助金の給付が続くプランに加入できます。
　　※年齢に応じた加算額の追加で退職日翌日から療養補助金の給付が始まるプランに加入できます。
　　※配偶者が加入する場合は、配偶者の年齢に応じた加入掛金が必要です。

給付の概要

療 養 補 助 金
病気やけが等により病院（調剤薬局）で保険適用の治療（調剤）を受けたとき、診療月ごと自己負担総額から 2,000
円を引いた金額（100 円単位）を自己負担限度額（最高給付額 78,100 円）まで給付（医療機関別、入院外来別、
保険証別での計算になります）

長 寿 祝 金 77 歳 50,000 円　88 歳 70,000 円　99 歳 100,000 円

入 院 見 舞 金
10,000 円（１年度につき）
療養補助金給付期間終了後の会員が３１日以上継続入院したとき給付

人 間 ド ッ ク 補 助 金
10,000 円以内の実費相当額（年度ごとの申込みによる）　※応募多数のときは抽選
申込みにより療養補助金給付期間終了後も人間ドック費用を補助　

健 康 祝 金
70 歳 70,000 円　75 歳 100,000 円（75 歳まで希望した会員）
療養補助金請求期間内に請求がなかったときに給付

退 会 一 時 金 死亡等やむを得ず脱退するとき、死亡時等の年齢に応じた金額を給付
　※　療養補助金以外は、療養補助金給付終了後も給付します。

継続厚生事業への参加等
　年３回お届けする「ふれあい」や、ハンドブックに掲載している行事への参加、施設等が終身利用できます。
　※５月頃に説明資料と申込書を送付します。問い合わせは「たより」掲載の電話番号にお願いします。

ご案内 退職
予定会員

生涯福利会員入会のご案内
　退職後も現職会員に準じたスポーツ・レクリエーション活動、芸術・文化活動、教養講座などの継続厚生事
業に参加する資格を得ることができます。（医療互助事業に加入された方は、加入の必要はありません。）また、
年３回広報紙「ふれあい」及び年１回「ハンドブック」を送付します。
　　※　継続厚生事業内容等に変更があった場合は、それに準じることになりますのでご了承ください。

加入資格等

加入資格等

加入時の入会金

現職会員期間が通算５年以上で満４５歳以上の方
申し込み期間は退職後から７０歳の前日までの間、随時受け付け
ます。会員期間は満８０歳までです。

加入希望の方は、『生涯福利会員加入申込書』をお送りします。
『生涯福利会員加入申込書』が振興会に届き次第、入会金の納入
案内書を送付します。
入会金の納入確認ができ次第、振興会会員証（継続会員用）を交
付します。
入会日は、入会金納入日です。

電話　０４５－６８１－３０５４（平日 8:30 ～ 17:15）
FAX　 ０４５－２０１－９７７８（24 時間受付）
E-mail：jigyo@kyo-fukushi.or.jp
件名　：　生涯福利会員加入希望
本文　 ：　会員氏名・会員番号・連絡先電話番号
＊ パソコンからの返信メールを受信できるように設定してください。

年齢によって入会金は異なります。
年会費、月会費はありません。

45 歳～ 49 歳 80,000 円
50 歳～ 54 歳 70,000 円
55 歳～ 59 歳 60,000 円
60 歳以上 50,000 円

加入申込書希望・お問い合わせ

　今お持ちの振興会会員証（青）
は、退職後にお使いいただくこと
ができません。
　再任用等で引き続き勤務される
方も現職会員ではなくなりますの
で、振興会会員証（青）は必ず返
却してください。
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芸術鑑賞
（補助）

会員（補助）と
その同行者大相撲・歌舞伎・宝塚公演

～横浜アリーナ開業 30 周年記念～

二〇一九年春巡業大相撲横浜アリーナ場所
大相撲横浜アリーナ場所の座席券に、会員のみ振興会から補助をつけて提供します。

日　　　　時 会場 募集人数 会員料金（一般料金）
4 月 27 日（土）

開場 / 午前８時
打ち出し（終了）/ 午後３時（予定）

横浜アリーナ ３０人

イスＡ席（２階）
会員　２, ５００円
同行者　５, ０００円
　　　  （５, ５００円）  

 　　　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。
　　　　　　 　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。
                   　ｔｖｋコミュニケーションズに直接、電話で申込みます。
                　　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。）
　　　　　　 　※先着順により受付、定員になり次第締め切ります。
　　　　　　 　申込み後のキャンセル・変更はできません。

　　 　ｔｖｋコミュニケーションズ　電話０４５－６６３－９９５５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平日 10：00 ～ 15：00 土日祝休み

　 3 月 11 日（月）～ 22 日（金）

対 象 者

申込方法

申 込 先

申込締切
【申込事項】    ①公演名　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同行者が会員の場合は同行者の会員番号と氏名

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。

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４月も実施します！
皆さまの応募をお待ちしております。

【出演者】（予定）
坂田藤十郎、尾上菊五郎、中村吉右衛門、片岡仁左衛門、中村時蔵、中村鴈治郎、片岡孝太郎、市川猿之助　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。

ご好評いただきました９月花組公演・３月星組公演に続き、６月の宙組公演の団体予約申込中です！
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３月中旬ごろにホームページでご確認ください。）

四月大歌舞伎

宝塚宙組公演

公演日・開演時間 会場 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先
4 月 13 日 ( 土 )
11:00

歌舞伎座
（東銀座駅）

１００人
各 20 人

一等席
会員　　　　12,700 円
同行者　　　16,200 円
　　　　　  （18,000 円）

3 月 17 日 ( 日 )

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。

ID とパスワードは表紙を
ご覧ください。

4 月 14 日 ( 日 )
11:00
4 月 14 日 ( 日 )
16:30
4 月 20 日 ( 土 )
11:00
4 月 21 日 ( 日 )
16:30

藤十郎 吉右衛門 時蔵 孝太郎 猿之助 鴈治郎 仁左衛門 菊五郎

公演日 会場 公演名

６月下旬 東京宝塚劇場 「オーシャンズ１１」

ID とパスワードは表紙をご覧ください。

３公演とも３月末退職予定の方は申し込みできません。
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芸術鑑賞
（補助）

会員（補助）と
その同行者芸 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13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。（ID「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

4月7日（日）
14:15

神奈川県民
ホール

宗次郎
オカリナ、ピアノ / キーボード、ヴァイオリ
ン、ギター、コントラバス / ベース、パー
カッション

※未就学児童入場不可

10人
Ｓ席
会員 1,500円　
同行者 3,000円　
 （5,500円）

3月25日 A

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
4月26日（金）

18:30
東京国際

フォーラムC

【ゲストアーティスト】
4/26（金）公演　　サム・ムーア[vo]、マイク・スターン
[g]、渡辺香津美[g]、藤巻亮太[vo/g]、桑原あい[pf]
4/27（土）公演　　ランディ・ブレッカー[tp]、アダ・ロ
ヴァッティ[sax]、マイク・スターン[g]、渡辺香津美[g]、
日野皓正[tp]、臼井ミトン[vo/g/key]
4/28（日）公演　　矢野顕子[vo/pf]、サム・ムーア
[vo]、藤巻亮太[vo/g]、桑原あい[pf]

30人
Ｓ席
会員 4,300円　
同行者 6,800円　
 （8,500円）

3月24日
必着 B4月27日（土）

18:00
4月28日（日）

16:00

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

6月2日（日）
11:00

明治座
坂本冬美　泉ピン子
丹羽貞仁　清水由紀　小山典子　
森山愛子
／三田村邦彦　ほか

20人
Ｓ席
会員 6,900円　
同行者 10,400円　
 （13,000円）

4月10日 D
6月15日（土）

16:00

宗次郎　オカリナコンサート

EAST MEETS WEST 2019

坂本冬美特別公演　泉ピン子友情出演

小野リサ LISA ONO CONCERT 2019 ～Music Journey～

ウィーン少年合唱団　天使の歌声

横須賀芸術劇場リサイタル・シリーズ５５
前橋汀子（ヴァイオリン）＆弦楽アンサンブル

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

4月20日（土）
17:30 横浜・関内ホール 小野リサ

※未就学児童入場不可 10人
全席指定
会員 2,900円　
同行者 5,400円　
 （6,000円）

3月29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

6月8日（土）
14:00

横浜みなとみらい
ホール

マノロ・カニン（カペルマイスター）
野ばら／YELL／ふるさと／
トリッチトラッチ・ポルカ／
美しく青きドナウ 他

40人
全席指定
会員 3,025円　
同行者 5,525円　
 （6,500円）

4月5日 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

5月18日（土）
14:00 よこすか芸術劇場

出演：前橋汀子（ヴァイオリン）
　　 弦楽アンサンブル
　　 コンサートマスター：森下幸路
第１ヴァイオリン：廣岡克隆／平山慎一郎　　　　　　　　　　　　
　　 第２ヴァイオリン：執行恒宏／伝田正秀　　　
　　 ヴィオラ：渡邉信一郎／小倉萌子
　　  チェロ：門脇大樹／中西哲人
　　  コントラバス：前田芳彰　
　　  チェンバロ：重岡麻衣

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

3月22日
（金） 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

6月30日（日）
14:00

横浜みなとみらい
ホール

高木慶太（２nd.チェロ）　粟辻聡（指揮）
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ソッリマ：チェロよ歌え！
ポッパー：ハンガリー狂詩曲 他

30人
Ｓ席
会員 3,025円　
同行者 5,525円　
 （6,500円）

4月5日 E

華麗なるコンチェルト・シリーズ      《チェロよ歌え！》宮田大（チェロ）

３月末退職予定の方は申し込みできません。
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舞台 BLUE/ORANGE
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
4月20日（土）17:00

DDD青山クロス
シアター

作：Joe Penhall
翻訳：小川絵梨子　
演出：千葉哲也
出演：成河　千葉哲也　章平

30人
全席指定
会員 3,800円　
同行者 6,300円　
 （7,800円）

3月25日 F4月21日（日）13:00
4月23日（火）19:00
4月24日（水）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

8月3日（土）17:30

大同生命
ミュージカルシアター

電通四季劇場
［海］

劇団四季

40人 Ｓ席
会員　   　　　　 7,786円
同行者　大　人：11,286円

子ども:   5,940円
大　人：11,880円

 子ども:   5,940円
※子ども料金の適用は8月10日（土）
　 8月17日（土）のみ

3月31日 I
8月10日（土）13:00 30人

8月17日（土）13:00 40人

8月18日（日）13:00 40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

4月21日（日）17:00
明治座

中川晃教・凰稀かなめ・前山剛久　矢沢洋子
・木下晴香／伊波杏樹（Wキャスト）
・美山加恋　お宮の松・塚原大助（声の出演）
・浅野温子（特別出演）／平方元基

40人
Ｓ席
会員 7,100円　
同行者 9,600円　
 （12,000円）

3月20日 D
4月25日（木）18:30

銀河鉄道999 劇場版公開40周年記念作品
舞台『銀河鉄道999』さよならメーテル～僕の永遠

細雪

ミュージカル　「エリザベート」

プリンスアイスワールド2019-2020 in YOKOHAMA Brand New Story

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

5月5日（日）11:00
明治座

浅野ゆう子　一路真輝　瀬奈じゅん　水夏希　
葛山信吾　磯部 勉　
川﨑麻世　今 拓哉　太川陽介

40人
Ｓ席
会員 6,900円　
同行者 10,400円　
 　（13,000円）

4月10日 D
5月18日（土）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
7月25日（木）18:00

帝国劇場
花總まり／愛希れいか
井上芳雄／古川雄大
山崎育三郎／成河 他

100人
Ｓ席
会員 9,100円　
同行者 12,600円　
 　（14,000円）

4月12日 G7月30日（火）18:00
8月14日（水）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

5月24日（金）18:30

TBS赤坂ACT
シアター

寺島しのぶ、岡本健一、古畑新之
柿澤勇人、木南晴香、鳥山昌克、
高橋努、木場勝己

45人

Ｓ席
会員　   平   日：6,140円
　  　　　土日祝:7,220円
同行者　平   日：8,640円
　  　　　土日祝:9,720円
   （10,800円）

3月31日 H5月25日（土）17:30

5月26日（日）12:30

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
4月28（日）11:00/15:30

KOSÉ新横浜
スケートセンター

プリンスアイスワールド
チーム　　　　　　　　　　　　　　　　
荒川静香、本田武史、
村上佳菜子、宇野昌磨　
※その他決まり次第
　発表します。

40人

Ｓ席
会員　   　　　　 6,500円
同行者　 大　人：  9,000円

子ども:   4,500円
大　人：10,000円

 子ども:   5,000円

3月22日 J
4月29日（月・祝）11:00/15:30

5月3日（金･祝）11:00/15:30

5月4日（土・祝）11:00/15:30

『海辺のカフカ』

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

6月1日（土）13:30

Bunkamura
オーチャードホール

6/1昼：成田紗弥、山本雅也
6/1夜：矢内千夏、高橋裕哉
6/2：小林美奈、栗山廉

10人

Ｓ席
会員 8,500円　
同行者 12,000円
6月1日夜のみ子ども
（４歳〜小学生）

10,000円
 （15,000円）

4月1日 F6月1日（土）17:30

6月2日（日）13:00

劇団四季ミュージカル　「アラジン」

 （  ）

 （  ）

Daiwa HouseⓇ PRESENTS
熊川哲也 Kバレエ カンパニー「シンデレラ」

Ⓒ Shunki Ogawa
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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。
申　込　先 申　込　方　法

A
（株）KMミュージック
【ＴＥＬ.０４５-２０１-９９９９】
（平日11：00～18：00）

KMミュージックに電話で、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。
※詳細は、お申込み時、オペレーターがご案内致します。
※チケットは公演当日会場窓口でお渡しします。

B

（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
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

C
（公財）横須賀芸術文化財団
【ＴＥＬ．046-８２８-１６１６】（受付時間 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。

D

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
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。

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。）

G

帝国劇場
E-mail:ta3115640@gmail.com
〒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】

E-mailに共通事項を記入し、左記アドレスよりお申込下さい。往復ハガキの場合は左記住
所へ郵送してください。お申込締切後、振込先を明記した返信メール・ハガキを送付いたし
ますので、記載された期日までにお代金をお振込み下さい。（振込手数料はご負担願います。）
チケットは鑑賞日に劇場内特設受付にてお引換いたします。
・定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定し、当落選を通知いたします。
・メールでお申込される場合は、迷惑メール防止システムの設定を事前に解除をお願いします。

H
ホリプロ
E-mail:tiketcenter@horipro.co.jp

【ＴＥＬ．０３-３４９０- ４９４９】
（平日10：00～18：00土曜10：00～13：00、日祝休み）

E-mailに件名「海辺のカフカ申込み」本文に共通事項とE-mailアドレスを入力し、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
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】

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、4月15日（月）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。）

J ｔｖｋコミュニケーションズ
【ＴＥＬ．０４５-６６３-９９５５】（平日 10:00 ～ 15:00）

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。）

　　　　　　　
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

キリトリ ( はがき貼付の場合 )

キ
リ
ト
リ(

ハ
ガ
キ
貼
付
の
場
合)

　

 

公 演 名

公 演 日

希望人数

代表会員
住 所

代表会員
電話番号

代表会員
氏 名

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ
会員番号 会員番号

同行会員
氏 名

同行会員
氏 名

会員番号 会員番号

備 考

同行会員
氏 名

開演時間月　　 日 (　) ：

会 員 人
同行者　  ( 大人　)  人

( こども )  　　　　　　歳　　　　　　  人

計  人

〒

( 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。

※３月末退職予定の方は申し込みできません。
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芸術鑑賞
（あっせん）

会員と
その同行者

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

7月9日（火）13:30
トリオ・ロス・パンチョス
Japan Tour 2019
神奈川県民ホール

ガブリエル・ヴァルガス（レキント奏
者・サードボーカル）　
アルフレード・ヒルが唯一お墨付きを
与えたレキント奏者/ハイメ・イスラス

（トップボーカル　ベース）/タウリー
ノ・ヴァルガス・アギラール（セカンド
ボーカル　ギター）

【予定曲目】べサメ・ムーチョ/キサス・
キサス・キサス
※未就学児童入場不可

全席指定
3,500円

（5,500円）

（株）KMミュージック
〒231-0006横浜市中区南仲通3-35-4階　
KMミュージック「トリオ・ロス・パンチョス」係

【問 045-201-9999】
往復はがきに共通事項を記入し、KM ミュージックに申し込みます。（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。（振込手数料はご負担願います。）チケットは公演の約１ヶ月前に
お届けいたします。

（チケット送料別途600円かかります。）
※申込締切 ： ５月9日（木）必着

4月19日（金）13:30
特選落語名人会
三遊亭小遊三・春風亭昇太
神奈川県民ホール

三遊亭小遊三・春風亭昇太

※未就学児童入場不可

Ｓ席
3,500円

（3,800円）

（株）アクセス
＜電話申込＞045-212-5555（平日11：00～18：00）
申込時に「教育福祉振興会の会員である」ことお伝えください。
申込後、郵便振替にてチケット代金を指定期日までにお振込みください。（振込手数
料はご負担願います。）　申込期間 ： 3月18日（月）～3月29日（金）
チケットは公演当日、会場窓口にてお渡しします。※詳細はお申込み時に、オペレー
ターがご案内いたします。

6月18日（火）14:00
北島三郎コンサート2019
歌と共に･･･
神奈川県民ホール

ゲスト：原田悠里・大江裕
※未就学児童入場不可

SＳ席
6,800円

（7,500円）

（株）アクセス
〒231-0006横浜市中区南仲通3-35-4階　アクセス「北島三郎」係

【問 045-212-5555】
往復はがきに共通事項を記入し、アクセスに申し込みます。（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
込手数料はご負担願います。）チケットは公演の約１ヶ月前にお届けいたします。

（チケット送料別途600円かかります。）
※申込締切 ： 4月18日（木）必着

6月18日（火）18:00

4月27日（土）17:00 東京二期会コンチェルタンテ・シリーズ
「エロディアード」
≪新制作/セミ・ステージ形式上演≫
Bunkamuraオーチャードホール

指揮：ミシェル・プラッソン
管弦楽：東京フィルハーモニー
交響楽団
合唱：二期会合唱団

Ｓ席
9,000円

（10,000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)

4月28日（日）14:00

6月5日（水）18:30 東京二期会オペラ劇場
ハンブルク州立歌劇場との共同制作公演

「サロメ」
東京文化会館　大ホール

演出：ヴィリー・デッカー
指揮：セバスティアン・ヴァイグレ
管弦楽：読売日本交響楽団

S席
平日13,500円
土日15,300円

（平日15,000円）
(土日17,000円)

6月6日（木）14:00
6月8日（土）14:00
6月９日(日）14:00

 6月９日（日）14:00
“ストラディヴァリウス”で奏でるチェロ名曲集
辻本玲チェロ・リサイタル
トッパンホール

ベートーヴェン　チェロ･ソナタ第５番ほか
（ピアノ：須関裕子）

全席指定
4,000円

（5,000円）
 7月25日（木）18:30

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2019
ミュージカル　オン・ザ・タウン
東京文化会館　大ホール

音楽：レナード・バーンスタイン
指揮：佐渡裕　
演出：アントニー・マクドナルド

Ｓ席
13,500円

（15,000円）

7月26日（金）14:00
7月27日（土）14:00
7月28日（日）13:00

7月20日（土）13:00
ヴァレリー・ポリャンスキー（指揮）　
ロシア国立交響楽団
横浜みなとみらいホール

チャイコフスキー３大交響曲
交響曲第4・5・６番「悲愴」

S席
10,500円

（13,000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。

5月11日（土）11:30

前進座五月国立劇場公演
『佐倉義民伝』
東京・半蔵門　国立劇場大劇場

嵐芳三郎　河原崎國太郎　
藤川矢之輔　他

一等席
  8,100円

（10,100円）

前進座
【電話申込】前進座チケット専用０４２２－４９－０３００
<受付> ９：３０～１7:００（日祝第2、4土休）
☆「神奈川県教育福祉振興会会員」であることを伝える。
☆申込受付後、１週間ほどでチケットと振込用紙が届きます。
☆チケット送料（切手代相当額）、振込手数料がかかります。

5月12日（日）11:30
5月18日（土）11:30
5月18日（土）16:00
5月19日（日）11:30

 4月10日（水）13:00

ミュージカル　ふたり阿国
明治座

北翔海莉　峯岸みなみ　玉城裕規
坂元健児　コング桑田　モト冬樹　
他

Ｓ席
  8,000円

（10,000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　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：3月20日必着

 4月11日（木）18:30

4月12日(金)18:30

4月6日（土）16:30 なごみーず アコースティックナイト in相模大野
相模女子大学グリーンホール　大ホール

伊勢正三・太田裕美・大野真澄の
3 人によるユニット「なごみーず」

「22 才の別れ」「木綿のハンカチー
フ」「学生街の喫茶店」等、時を
経て今もなお心に残る名曲の数々
をお届けします。

全席指定
5,400円

（6,000円） Ro-Onチケット
〈電話申込〉０４７－３６５－９９６０１
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１２０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。

4月20日（土）16:30 稲垣潤一　コンサート2019
茅ヶ崎市民文化会館　大ホール

和製シティ・ポップスの代表格である稲
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。

全席指定
5,850円

（6,500円）

5月24日（金）11:30
島津亜矢　コンサート2019
相模女子大学グリーンホール　大ホール

島津亜矢　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）5月24日（金）15:30

 6月24日（月）14:00

『ドライビング･ミス･デイジー』
紀伊國屋ホール 市村正親、草笛光子、堀部圭亮

全席指定
平日8,820円
（9,800円）

ホリプロ
【電話の場合】
ホリプロチケットセンター　03-3490-4949

（平日10時～18時、土10時～13時、日祝休み）　
【合言葉：神奈川県教育福祉振興会】をオペレーターにお申しつけください。
【ウェブの場合】
ホリプロオンラインチケット　ホリプロオンラインを検索
チケット購入画面へアクセス頂き【ID:kyo-f  PW:ticket】をご入力。
画面に従って、購入をお進めください。

 6月26日（水）14:00

 6月28日（金）14:00

5月11日（土）17:00
リチャード・クレイダーマン　2019
with　ストリングス・トリオ＆パーカッション
Bunkamuraオーチャードホール

リチャード・クレイダーマン　ほか
Ｓ席

6,000円
（7,000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：3月31日必着

6月5日（水）14:00 岸惠子 ひとり語り 『輝ける夕暮れ』
相模女子大学グリーンホール大ホール 岸恵子

全席指定
5,600円

（6,500円）6月20日（木）14:00 岸惠子 ひとり語り 『輝ける夕暮れ』
関内ホール

 5月12日（日）15:30
Billy BanBan　50th Anniversary
～50年分のありがとう～
東京国際フォーラム　ホールC

Billy BanBan
指定席

5,600円
（6,500円）

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、各団体や施設におし申込みください。※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。
　　　　　　　　●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。

申込共通事項

その他
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親と子の
ふれあい

会員と
その家族親と子の芸術鑑賞

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。
　※３月末退職予定の方は申し込みいただけません。

公演日・開演時間 会　　場 募集人数 席種・料金（一般）

4 月 21 日 ( 日 )13:30
相模女子大学グリーンホール

大ホール
100 名

全席指定　
２，５００円

( ３，８００円 )

公演日・開演時間 会　　場 募集人数 席種・料金（一般）

5 月 18 日 ( 土 )10:00

　　　　　　　  13:45
神奈川県県民ホール

大ホール
100 名

全席指定　
１，８５０円

( ３，０００円 )

公演日・開演時間 会　　場 募集人数 席種・料金（一般）

5 月 1 日 ( 水・祝 )12:15

　　　　　　　  14:15
神奈川県県民ホール

大ホール
50 名

全席指定　
１，３００円

( ２，５００円 )

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒ石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

それいけ！アンパンマン　ミュージカル　「おかしの国のおかしなパーティ」

　　仮面ライダースーパーライブ 2019     

観覧のお子様全員に会場にてノベルティをプレゼント！
＊終演後アンパンマンとなかまたちによるお見送りがあります。

※公演日当日、２歳からチケットが必要。
※１歳以下の方は、大人 1 名につき１名まで膝上無料。ただし、席が必要の方は有料。
※ 11:00・16:30 公演は対象外となります。

※公演日当日、３歳からチケットが必要。
※２歳以下の方は、大人 1 名につき１名まで膝上無料。ただし、席が必要の方は有料。
　上記２公演の申し込みについてはこちら

※２歳以上有料。２歳未満でも座席が必要な場合は有料。
　１歳以下の膝上鑑賞は保護者１名につき１名まで無料。

　　　会員と同行する家族（家族のみの参加は、補助対象にはなりません。）
　　　　　　　※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）代金引換佐川急便で届きます。

　　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、次の事項をお伝えください。
　　　　　　　①公演名 ･ 希望公演日時 ･ 公演時間　②希望人数（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代表者の所属先（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）　　　
　　　　　　　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。
　　　　　　　※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。

　　　ｔｖｋコミュニケーションズ　　電話０４５－６６３－９９５５
　　受付期間 3 月 11 日（月）～ 3 月 22 日（金）　　平日：10:00 ～ 15:00　　土日祝休み

対 象 者

申込方法

申 込 先
受付期間

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」     

　　　会員と同行する家族（家族のみの参加は、補助対象にはなりません。）
　　　　　　　※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。
　　　　　　　往復ハガキに次の事項と返信面の返信先に〒 ･ 住 ･ 名を記入し、お申込みください。
　　　　　　　①公演名 ･ 希望公演日時 ･ 公演時間　②希望人数（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代表者の所属先（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）　　　
　　　　　　　振込先を明記した返信ハガキをお届けいたしますので、振込期限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）
　　　　　　　チケットは公演当日、会場窓口にてお渡しいたします。※申し込み多数の場合は、抽選により参加者を決定いたします。

　　　〒 231-0006 横浜市中区南仲通 3-35-4F アクセス トーマス係
　　　　　　　【問合せ：045-212-5555  平日：11:00 ～ 18:00　土日祝休み】

　　3 月 29 日（金）必着

対 象 者

申込方法

申 込 先

受付期間
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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 ( 変動 )利息 1.26%

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を貸し付けています。
(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。

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、一部繰り上げは年 ２ 回(亥数料なし)
　★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。

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　　外装塗装　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　　外装塗装　80万円
３0年目　　　屋根葺き替え、外装塗装、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・新世帯との同居で 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。

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！

返済総額を振興会ＨＰで
シュミレーションできます。
ID「genshoku」
パスワードは「kaiinn」です。
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お 知 ら せ
施設名 利　用　内　容　等

通
　
知

レクリエーション施設
ラフォーレ倶楽部

「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した。
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：http://www.laforet.co.jp

変
　
更

バスツアー
株式会社近畿日本ツーリ
スト首都圏

バスツアーの申し込み先が 2 月 25 日付けで変更となりました。
（新）   株式会社近畿日本ツーリスト首都圏　ヨドバシ横浜営業所
　　　横浜市西区北幸1-2-7　ヨドバシ横浜ビル7階045-317-4301

（旧）   株式会社近畿日本ツーリスト首都圏　コレットマーレみなとみらい営業所
　　　横浜市中区桜木町 1-1-7　ヒューリックみなとみらい 5 階 045-641-1141

　振興会では、企画実施する事業等について広くご意見をいただくため、会員の方にモニターへのご就任をお願い
しておりましたが、平成 30 年度をもってモニター制度を終了いたします。
　より良い事業等を実施するため、今後も皆様のご意見・ご要望をお伺いする方法を検討していきますので、ご協
力お願いいたします。

作品募集

 

　 

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。

❶　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。）
❷　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。
❸　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。）
❹　原則として、作品の返却はいたしません。
❺　振興会だよりに掲載した場合には、薄謝を贈呈します。

応募要領

応募方法

①約 50 種 ②約 100 種 ③約 200 種 ④約 300 種

神奈川県の花はヤマユリですが、世界に
ユリの種類は何種類位あるでしょうか？

　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（フェイスタオル）をプレ
ゼントします。

応募締切
平成31年3月31日（日）

必着

※正解は、次号で　
　お知らせします。

前回の答え

お知らせ

「②　飛鳥Ⅱ」　でした。応募者総数６２人　正解者６０人
多数のご応募ありがとうございました。

皆さま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はな
りません。

編
集
後
記

本号は今年度最後の発行となります。年度末にご退職され
る方の手続き等を掲載しておりますので、参考にしていた
だき、漏れの無いようにお手続きをお願いいたします。6
月以降に説明会を開催いたしますので、ぜひご参加いただ
き、退職後も振興会にご加入ください。　
振興会だよりの発行は、来年度も年３回（６月、１１月、
３月）を予定しております。


