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２０１９年度予算・事業概要

新規事業等のお知らせ／宝塚歌劇  宙組公演

医療互助会員の皆さまへ／人間ドック補助事業

芸術鑑賞（補助）

芸術鑑賞（あっせん）

プロ野球観戦会／ボリショイサーカス

施設のご案内（万葉倶楽部）／歴史講座Ⅰ（鎌倉）

お知らせ等／訃報／編集後記
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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。

（題字・初代理事長　宮森進 )
２０１９年

４月１５日発行
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公益事業
17,988千円（0.482％）
現職給付事業
157,803 千円（4.227％）
現職厚生事業
68,432千円（1.833％）

医療互助事業
955,295 千円
（25.592％） 貸付事業

11,422千円（0.307％）
継続厚生事業
21,468千円（0.575％）

積立年金事業
1,046,126 千円
（28.025％）

収益事業
27,382千円（0.734％）

管理費
22,665千円（0.607％）

投資活動支出
1,384,207 千円
（37.082％）

予備費支出
20,000千円（0.536％）

◆ 2019年度 予算

◆ 2019年度 事業概要

実施月 事業内容 募集人数 募集対象 備考
4月 広報紙「ふれあい」126号発行

「2019年度振興会ハンドブック」発行 4月15日発行

芸術鑑賞（補助・あっせん） 600人 会員とその同行者 通年
プロ野球観戦会（あっせん） 会員 4～ 9月（10ページ）

6月 歴史講座Ⅰ（鎌倉） 40人 会員とその配偶者 6月5日開催（11ページ）
7月 広報紙「ふれあい」127号発行 7月16日発行

ボリショイサーカス（あっせん） 100人 会員とその家族※ 7～ 8月（10ページ）
10月 ふるさと散歩１ 40人 会員とその配偶者
11月 自然科学教室　サイエンスショー（公益） 700人 県民 11月23日開催

（調整中） 歴史講座Ⅱ 40人 会員とその配偶者
12月 広報紙「ふれあい」128号発行 12月2日発行

2020年１月 ふるさと散歩２ 40人 会員とその配偶者
2月 税務相談会 90人 会員のみ

はばたけ子どもたち　夢・未来コンサート（公益） 各1,000人 県民 2020年2月23日開催
（調整中） 県民教養講座（公益） 500人 県内在住在学者

　2019年度の年間行事予定は次のとおりです。事業の詳細については、「振興会ハンドブック」をご覧ください。

※「家族」とは、同居の家族に限ります。確認のため、電話等でお問い合わせをすることがあります。

収
支
予
算

事
業
計
画

基本財産運用収入
1,728千円（0.046％）

特定資産利息収入
28,524千円（0.764％）

会費収入
1,140,611 千円
（30.556％）

貸付事業収入
24,738千円（0.663％）
広告料収入
7,081 千円（0.19％）
その他事業収入
20,696千円（0.554％）
負担金収入
1,569千円（0.042％）
雑収入
750千円（0.02％）

投資活動収入
2,507,111 千円
（67.165％）

科　目 予算額
基本財産運用収入 1,728
特定資産利息収入 28,524
会費収入 1,140,611
貸付事業収入 24,738
広告料収入 7,081
その他事業収入 20,696
負担金収入 1,569
雑収入 750
投資活動収入 2,507,111
合計 3,732,808

◦収入の部 （単位：千円）

項　目 予算額
公益事業 17,988
現職給付事業 157,803
現職厚生事業 68,432
医療互助事業 955,295
貸付事業 11,442
継続厚生事業 21,468
積立年金事業 1,046,126
収益事業 27,382
管理費 22,665
投資活動支出 1,384,207
予備費支出 20,000
合計 3,732,808

◦支出の部 （単位：千円）

2019年 3月 31日をもって右記施設が閉鎖となりました。　　　よみうり文化センター町田　東京都町田市森野 1-37-1　POP ビル 7 階

電話番号が変わりました。　　　東京パソコンアカデミー柏校　千葉県柏市旭町 1-7-3 飯塚ビル 1F　04-7146-5818

通知　教養講座利用事業　読売・日本テレビ文化センター

通知　教養講座利用事業　東京パソコンアカデミー

お
知
ら
せ
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①公演日（第１希望・第２希望）
②希望人数（会員〇人、同行者〇人）
③会員代表者の〒・住所
④氏名（会員全員分）
⑤会員番号（会員全員分）
⑥電話番号（日中連絡のとれる会員代表者の電話番号）

郵便往復はがき

返
信
先
住
所

申
込
代
表
者
氏
名
　
様

返信

62

（往信 ウラ）（返信面）

往 復 は が き
の 郵 便 料 金
は 1 2 4 円

（62 × 2）
です。
ご 注 意 く だ
さい。

１　東急スポーツシステム法人会員「ポイントシェアプラン」（31 ～ 33 ページ）
	 東急スポーツシステムの指定施設（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年間 10ポイントまで利用するこ
とができます。　

２　がんスクリーニング検査【あっせん】（34 ページ）
　　	 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

査の受診費用が割引で受診できます。
３　水族館の利用【あっせん】（43 ページ）
　   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が割引で購入できます。
 利用可能施設　：横浜・八景島シーパラダイス
                         マクセル アクアパーク品川
                         仙台うみの杜水族館
                         上越市立水族博物館
４　芸術鑑賞【あっせん】（48 ページ）
	 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。

　詳しくは、2019年度振興会ハンドブックでご案内しています。（カッコ内は、ハンドブック掲載ページです。）

◆ 宝塚歌劇 宙組公演
次の公演の鑑賞券に、継続会員のみ補助をつけて提供します。
皆さまの応募をお待ちしています。

会員（補助）とその同行者 芸
術
鑑
賞（
補
助
）

公演日時 会場 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切
６月29日（土） 

15:30 ～
東京宝塚劇場 20人

各日10人

Ｓ席
会　員　7,800円
同行者　8,800円

（8,800円）

5月7日（火）
必着

（消印有効ではありません）
６月30日（日） 

15:30 ～

対  象  者	 会員とその同行者　※同行者料金と会員料金の差額は、振興会が負担します。
申込方法	 往復はがきに次の事項を記載し、芸術鑑賞（宝塚）係までお申し込

みください。※返信面には必ず、返信先の住所、氏名を記入してください。

真風涼帆　　　　　ⓒ宝塚歌劇団
               　Photographer Leslie Kee

ミュージカル『オーシャンズ１１』

※会員番号、会員氏名の記載がない場合は同行者料金になります。
※記載事項に漏れがある場合は、申込自体が無効になる場合がありますので、漏れのないように記
載してください。
※申込多数の場合は、抽選により参加者を決定します。
※申込後のキャンセル、変更はできません。締切後、5 月 17 日頃までに返信はがきが届きますので、
指定期日までにチケット代と送料２５２円を振り込んでください。入金確認後、公演一週間前まで
に特定記録でチケットを郵送します。

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

芸術鑑賞（宝塚）
①公演日
　（第1希望・第 2希望）
②希望人数
　（会員・同行者）
③〒・住所
④氏名（会員全員分）
⑤会員番号（会員全員分）
⑥電話番号
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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

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】
4 ／ 1 ～ 4 ／ 30 5 ／ 1 ～ 5 ／ 31 6 ／ 30 7 ／ 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
更になっております。会員の皆さまには、なにとぞご理解をお願いいたします。

※確定申告等で領収証が必要な方は、提出期限にご注意ください。
※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。

★医療互助療養補助金請求書について
　先般ご案内のとおり、平成 26 年度までに加入された旧制度の会員の方への医療互助療養補助金請求書の
送付は終了しました。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 旧制度

対象者 及び の70歳未満旧制度 新制度

　2019 年 5 月から新しい元号に変わります。今後は、これまでお使いの医療互助療養補助金請求書の
“平成” を消して、お使いいただきますようご協力をお願いいたします。（西暦でも和暦でもどちらでも
かまいません。） 　※訂正印は必要ありません
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2019年度人間ドック補助事業の申込受付について
　人間ドック補助は、申込み制です。
　下記対象者で、人間ドック補助を希望する方は、5月10日（金）までにお申し込みください。
申込対象 ●医療互助会員で「療養補助金」の受給資格をお持ちの方

　　医療互助会員で、2019年度中に会員期間が２年を超える方
　　医療互助会員加入時に、「加算額」を納入された方
●医療互助会員で「70歳以上」の方

募集人数 825人　※募集人員を超えた場合は抽選（加入年度単位で当落を決定）
補助金額 「人間ドック」本体の受診費用に対し10,000円を上限に実費相当額を補助します。
申込方法 下記「人間ドック補助申込書（第6号様式）」（コピー可）に必要事項を記入し、「はがきか封書」で振

興会（住所は、表紙に記載）までお申し込みください。
申込期日 5月10日（金）必着　※消印有効ではありませんのでご注意ください。
決定通知 5月31日までに「人間ドック補助対象結果通知書」にて抽選結果をお知らせします。

補助対象決定者の皆さまには「人間ドック補助請求書（第8号様式）」を同封しますので、2019年
度中に「人間ドック」の受診及び請求をしてください。

人間ドック補助申込書

第 6号様式　（医療互助規程第 12条関係）

年　　　月　　　日

整 理 番 号
（振興会使用欄） 2019-

一般財団法人神奈川県教育福祉振興会理事長殿

次のとおり人間ドック補助を申し込みます。 

会員番号は右詰でご記入ください。

医療互助
会員番号

医療互助
会員氏名

キリトリ線

◆ご自身が希望する医療機関で「人間ドック」を予約､受診のうえ､2019年度中に補助請求をしてください。
・受診機関の指定はありません。
・予約時に、必ず受診内容が「人間ドック」であることを医療機関にお確かめください。
・振興会の契約機関で受診すると受診費用が割引になります。
（2019年度振興会ハンドブック57～ 59ページをご参照ください。）

◆補助対象は、身体の総合的機能検査を行う「人間ドック本体」の受診費用です。
・領収証（原本）に「人間ドック受診」等の明記があることをお支払い時等にご確認ください。
・領収書（原本）に人間ドックの明記がない場合、受診内容確認ができるものが別途必要となります。
　　〈受診確認が必要な表記例〉「Ｄコース」「退職者健診」「シニア健診」「半日コース」　等　
　・	「人間ドック」の受診確認ができない場合は、補助請求をお受けすることができませんのでご注意ください。
◆「市区町村健診」や「生活習慣病健診」、「オプション検査」費用は補助対象になりません。
　・	川崎市互助会が実施している「総合健康診断」も同様に補助対象から外れます。

【人間ドック補助対象に決定（当選）された方へ】

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までに受診した「人間ドック」が補助の対象です。

（ ）

申 込 方 法

申 込 期 限

〈はがきの場合〉
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。

〈封書の場合〉
「療養補助金請求書」を送
付する際に同封していた
だいてかまいません。

5月10日必着
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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（7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。

三浦一馬（バンドネオン）キンテート　熱狂のタンゴ
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

5月24日（金）
14：00開演

横浜みなとみらい
ホール

石田泰尚（ヴァイオリン）	他
ラ・クンパルシータ

天使の死、リベルタンゴ他
20人

全席指定
会　員　3,080円
同行者　4,080円

（一　般　4,800円）

5月1日
（水） A

ヨコスカ　ジャズ　ドリームス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

7月27日（土）
16：00開演 よこすか芸術劇場

国府弘子（ピアノ）スペシャル・トリオ/渡辺香津美（ギター）
JAZZ回帰プロジェクト　ゲスト井上銘（ギター）、小沼ようす
け（ギター）“トリプル・ギター”/MALTA	Jazz	Big	Band	ゲ
スト：阿川泰子（ボーカル）、日野皓正（トランペット）

20人
S席
会　員　4,850円
同行者　5,850円

（一　般　6,500円）

4月30日
（火） F

北島三郎コンサート2019　歌と共に･･･
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

6月18日（火）14：00開演
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

20人
SS席
会　員　5,800円
同行者　6,800円

（一　般　7,500円）

5月8日
（水）
必着

B
6月18日（火）18：00開演

音楽堂ヴィルトゥオーゾ・シリーズ２３ 　中丸三千繒　ソプラノ・リサイタル
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

6月29日（土）
15：00開演 神奈川県立音楽堂 ソプラノ：中丸三千繒

ピアノ：安達朋博 10人
一般
会　員　4,400円
同行者　5,400円

（一　般　6,000円）

5月9日
（木） C

TSUKEMEN LIVE2019 ～時を超える絆～
公演日時 会　　場 出演者 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

7月27日（土）
15：00開演 神奈川県立音楽堂 TSUKEMEN 20人

全席指定
会　員　3,500円
同行者　4,500円

（一　般　5,200円）

5月10日
（金） D

ウィーン少年合唱団　天使の歌声
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

6月8日（土）
14：00開演

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/美しく
青きドナウ他

20人
全席指定
会　員　4,525円
同行者　5,525円

（一　般　6,500円）

5月10日
（金） A

中村雅俊 45th アニバーサリー公演
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

７月７日（日）				12：00開演

明治座

中村雅俊
賀来千香子、東啓
介、愛加あゆ、山
崎銀之丞、田山涼
成、寺脇康文

30人
S席
会　員　8,600円
同行者　9,600円

（一　般　12,000円）

5月14日
（火） E

７月７日（日）				17：00開演
７月13日（土）				12：00開演
７月13日（土）				17：00開演
７月17日（水）				12：00開演

こまつ座　第 127 回公演　「木の上の軍隊」
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

５月14日（火）			14：00開演

紀伊國屋
サザンシアター
TAKASHIMAYA

原案：井上ひさし
作：蓬莱竜太　
演出：栗山民也
出演：山西惇、松
下洸平、普天間か
おり

20人

全席指定
会　員	昼公演	3,900円
										夜公演	3,300円
同行者	昼公演	4,900円
										夜公演	4,300円
U-30　　　　	3,500円
（一　般　6,500円）

5月2日
（木） G

５月14日（火）			19：00開演
５月16日（木）			14：00開演
５月16日（木）			19：00開演
５月17日（金）			14：00開演
５月18日（土）			14：00開演
５月19日（日）			14：00開演

細雪
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

５月24日（金）			11：00開演
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

30人
S席
会　員　9,400円
同行者　10,400円

（一　般　13,000円）

4月30日
（火） E５月25日（土）			16：00開演

５月26日（日）			11：00開演
５月27日（月）			11：00開演

芸術鑑賞（補助） 会員とその同行者
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【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】
●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。

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
往復

はがき

株式会社　アクセス
〒231-0006 横浜市中区南仲通3-35-4F

（株）アクセス　北島三郎 126号係
【TEL.045-212-5555】

往復ハガキに共通事項と返信面の返信先に〒･住所･氏名を記入し、お申込みくだ
さい。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）チケットは公演の
約2週間前迄にお届けいたします。（チケット送料別途600円かかります。）

C
往復

はがき

（公財）神奈川芸術文化財団 
〒231-0023 横浜市中区山下町23日土地山下町ビル6階

神奈川芸術文化財団　本部経営企画課　中里宛
【TEL.045-663-3711】

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）が別途かかります。）

D
電話

ｔｖｋコミュニケーションズ
【TEL.045-663-9955】

＜受付時間＞平日10：00 ～ 15：00（土日祝休）

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。）

E
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。

F
電話

（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、一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。

G
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。）

H
メール

ホリプロ
E-mail:ticketcenter@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「ドライビング・ミス・デイジー申込み」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
電話

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。）

こまつ座第 128 回公演「化粧二題」横浜公演
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

７月６日（土）
13：30開演

関内ホール
大ホール

作：井上ひさし　演出：鵜山仁
　出演：内野聖陽、有森也実 20人

全席指定
会　員　4,200円
同行者　5,200円

（一　般　6,500円）

5月10日
（金） D

清水ミチコ　TALK ＆ LIVE　2019
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

6月15日（土）
16：30開演

秦野市文化会館
大ホール

話題のあの方のモノマネはも
ちろん、最新のピアノネタ、音
楽パロディの数々を！！

10人
全席指定
会　員　2,600円
同行者　3,600円

（一　般　4,000円）

5月31日
（金） I

『ドライビング･ミス･ デイジー』
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

７月３日（水）			14：00開演
紀伊國屋
ホール

市村正親、草笛光
子、堀部圭亮 30人

全席指定
会　員　7,820円
同行者　平日8,820円

（一　般　9,800円）

5月17日
（金） H７月５日（金）			14：00開演

７月12日（金）			14：00開演
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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。
●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。
●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
トリオ・ロス・パンチョス　Japan Tour 2019
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（ベース＆トップボーカル）	/	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

		7月　9日（火）	13：30開演 神奈川県民ホール
全席指定
契約料金　3,500円

（一般　　　5,500円）
ア

Daiwa HouseⓇ PRESENTS 
熊川哲也 Kバレエ カンパニー「シンデレラ」
5/24・5/31：中村祥子、宮尾俊太郎
5/25・6/1夜：矢内千夏、高橋裕哉
5/26・6/1昼：成田紗弥、山本雅也
6/2：小林美奈、栗山廉

	5月24日（金）	14:00開演
	5月25日（土）	14:00開演
	5月26日（日）	14:00開演
	5月31日（金）	14:00開演
	6月1日（土）			13:30開演
	6月1日（土）			17:30開演
	6月2日（日）			13:00開演

5/24 ～ 5/26：東京
文化会館	大ホール	
5/31 ～ 6/2：
Bunkamuraオー
チャードホール

S席
契約料金　12,000円
6月1日夜のみ子ども
（4歳～小学生)
															10,000円

（一般　　　15,000円）

イ

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」
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
出演　6/5・8：森谷真理、大沼徹　6/6・9：田崎尚美、萩原潤

	6月5日（水）18:30開演
	6月6日（木）14:00開演
	6月8日（土）14:00開演
	6月9日（日）14:00開演

東京文化会館
大ホール

S席
契約料金
　平日　13,500円
　土日　15,300円

（一般
　	平日　15,000円	
	　土日　17,000円）

イ

“ストラディヴァリウス”で奏でるチェロ名曲集（バッハほか）
辻本玲 チェロ・リサイタル
辻本玲（チェロ）　須関裕子（ピアノ）

		6月9日（日）	14：00開演 トッパンホール
全席指定
契約料金	 4,000円

（一般　　			5,000円）
イ

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
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

	7月25日（木）18:30開演
	7月26日（金）14:00開演
	7月27日（土）14:00開演
	7月28日（日）13:00開演

東京文化会館
大ホール

S席
契約料金　13,500円
（一般　　		15,000円）

イ

ル・グラン・ガラ 2019
【Aプロ】『ヘルマン・シュメルマン』、『白鳥の湖』第２幕より、
　　　		『眠れる森の美女』より他
【Bプロ】『マリア・カラスへのオマージュ』（仮題・世界初演）他
マチュー・ガニオ（エトワール）、ドロテ・ジルベール（エトワール）、
オニール八菜（プルミエール・ダンスーズ）他

【Aプロ】
	7月23日（火）19:00開演
	7月24日（水）14:00開演
【Bプロ】
	7月25日（木）14:00開演
	7月25日（木）19:00開演

文京シビックホール
　大ホール

S席
契約料金　12,000円

（一般　　　15,000円）
イ

Daiwa House® PRESENTS
青島広志のバレエ音楽ってステキ！
夏休みスペシャルコンサート2019
演出：宮尾俊太郎　指揮とお話：青島広志
助手：栗山	廉

	7月30日（火）11:30開演
	7月30日（火）15:30開演
	7月31日（水）13:00開演

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャードホール

S席
契約料金	05,500円

（一般　　			6,800円）
イ

マシュー・ボーンの『白鳥の湖～スワン・レイク～』
New	Adventures

	7月11日（木）18:30開演
	7月12日（金）13:30開演
	7月15日（月・祝）12:30開演

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャードホール

S席
契約料金	
　平日　10,400円
　土日　11,700円

（一般　　13,000円）

ウ

ファンファーレ・チォカリーア＆２ビッグバンド
ファンファーレ・チォカリーア/たをやめオルケスタ/Gentle	
Forest	Jazz	Band

		6月30日（日）	16：00開演 よこすか芸術劇場
S席
契約料金　5,400円

（一般　　　6,000円）
エ

ヴァレリー・ポリャンスキー（指揮）
ロシア国立交響楽団　《シンフォニック・カペレ》　
曲目：チャイコフスキー三大交響曲
交響曲第4・5・6番「悲愴」

	7月20日（土）	13：00開演 横浜みなとみらい
ホール

S席
契約料金　10,500円

（一般　　　13,000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

キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー夢の３大バレエ
「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「眠れぬ森の美女」より名場面集

	7月24日（水）14：00開演 相模女子大学
グリーンホール

全席指定
契約料金　4,200円

（一般　　　4,500円）
オ

	8月20日（火）14：00開演 神奈川県民ホール

MIZUTANI×TAIRIKU
with東京交響楽団
水谷晃（ヴァイオリン）　TAIRIKU（ヴァイオリン＆ヴィオラ）　
［曲目］モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲　他

	7月3日（水）14：00開演 神奈川県立音楽堂
全席指定
契約料金　5,850円

（一般　　　6,500円）
オ

前進座五月国立劇場公演
『佐倉義民伝』(通し上演）
嵐芳三郎　河原崎國太郎　藤川矢之輔　他

	5月11日（土）11:30開演
	5月11日（土）16:00開演
	5月16日（木）11:30開演
	5月18日（土）11:30開演
	5月20日（月）11:30開演
	5月21日（火）11:30開演

東京・半蔵門
国立劇場大劇場

一等席
契約料金　8,100円

（一般　　　10,100円）
カ

牧阿佐美バレヱ団
リーズの結婚～ラ・フィーユ・マル・ガルデ～
演出・振付：サー・フレデリック・アシュトン
リーズ：青山季可、中川　郁　　コーラス：菊地研、清瀧千晴
指揮：ウォルフガング・ハインツ　演奏：東京オーケストラMIRAI
芸術監督：三谷恭三

	6月8日（土）15:00開演
	6月9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）
キ

坂本冬美特別公演　泉ピン子友情出演
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

	6月3日（月）12:00開演
	6月9日（日）11:00開演
	6月11日（火）11:00開演
	6月22日（土）16:00開演

明治座
S席
契約料金　10,400円

（一般　　　13,000円）
ク

北島兄弟コンサート
北山たけし　大江	裕

	6月28日（金）13:30開演
	6月28日（金）17:30開演 明治座

S席
契約料金　7,200円

（一般　　　8,000円）
ク

秋川雅史　コンサート　聴いてよく分かるクラシック２
秋川雅史　ピアノ伴奏：小島さやか　意外と知らなかった音楽の
話！聴いて学んで得するコンサート待望の第2弾スタート！【演奏
予定曲目】グラナダ・君に告げてよ・千の風になって　　他

	6月14日（金）	13：30開演 横浜	関内ホール　
大ホール

全席指定
契約料金			4,950円

（一般　　　5,500円）
ケ

島津亜矢　コンサート2019
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。

	5月24日（金）11:30開演
	5月24日（金）15:30開演

相模女子大学グリーンホール
大ホール 全席指定　S席

契約料金　5,850円
（一般　　　6,500円）

ケ	6月22日（土）11:30開演
	6月22日（土）15:30開演 よこすか芸術劇場

申込先 申込方法

ア
往復はがき

（株）KMミュージック
【往復はがき申込】 
〒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」126号係
＜問い合わせ＞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

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・
インター
ネット

ホリプロ
【電話申込】ホリプロチケットセンター
０３－３４９０－４９４９
平日：１０：００～１８：００、土曜10：00～１3：００、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。
【ウェブ申込】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　パスワード：
ticket』をご入力。
画面に従って、購入をお進めください。

エ
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
☆お申込みの際に「ふれあいを見た」とお伝えください。
☆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。
●申込締切：4月30日

申込先 申込方法

オ
電話

（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。

カ
電話

前進座
【電話申込】前進座チケット専用０４２２－４９－０３００
<受付>平日・土曜日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。

キ
メール

牧阿佐美バレヱ団
【メール申込】　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。

ク
往復はがき

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： 坂本冬美 特別講演 4月30日
                 北島兄弟 5月14日

ケ
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１２６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。
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購 入 方 法 パソコン・スマートフォンから下記の横浜ＤｅＮＡベイスターズのチケット優待販売サイトにアクセス、
「（一財）神奈川県教育福祉振興会」を選択のうえ購入してください。
【優待サイトURL】
http://pia.jp/a/baystars/

　　　　　　　　　　　※継続会員のみ会員料金で購入できます。
料 　 金 ※フレックスプライス制により試合日程によってチケット料金が変動します。

　各試合の料金パターンについては、下記チケット発売日をご覧ください。
※優待価格は、☆１～３の各試合の一般料金から1,000円引き（ウィング席は200円引き）となります。
【支 払 方 法】・クレジットカードまたはセブン-イレブン支払を選択できます。
		　　　　　　　・（セブン-イレブン支払の場合、１件216円(税込)の決済手数料が必要です。）

【支払受付期間】・クレジットカード支払の場合、試合前日23:59まで
　　　　　　　・セブン-イレブン支払の場合、試合日２日前まで
【注 意 事 項】※１枚につき108円(税込)の発券手数料が必要になります。	※１枚につき154円(税込)のシステム利用料が必要にな
ります。	※予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。	※チケット等紛失の場合の再発行はいたしません。	※雨天等で試合中止の
場合、購入店舗にて２週間以内に払い戻しを受けてください。	なお、天候等による試合開催の有無については、横浜ＤｅＮＡベイスター
ズのホームページをご覧ください。

チケット発売日 一般発売から約2週間後に販売開始となります。そのため、対象試合であっても売切れにより、購入できない場合があります。
お問い合わせ先 DeNAベイスターズチケットインフォメーション	フリーダイヤル　0120-35-4580（営業時間：休日を除く月～金10：00～ 18：00）

プロ野球観戦会 

　横浜スタジアムで行われるプロ野球公式戦の観戦チケットが会員価格で購入できます。
下記の横浜ＤｅＮＡベイスターズのチケット優待販売サイトにアクセスして購入してください。

ス
ポ
ー
ツ
観
戦（
割
引
）

サ
ー
カ
ス
観
賞（
割
引
）

会 員

対象座種 ☆3（ミツボシ） ☆２（フタツボシ） ☆１（ヒトツボシ）
一般料金 会員価格 一般料金 会員価格 一般料金 会員価格

⑫内野指定席SS 5,600円 4,600円 5,300円 4,300円 5,000円 4,000円
⑮内野指定席FB 4,100円 3,100円 3,800円 2,800円 3,500円 2,500円
⑰内野指定席BB 3,600円 2,600円 3,300円 2,300円 3,000円 2,000円

  ㉔ウイング席（BAY	SIDE） 2,100円 1,900円 1,800円 1,600円 1,500円 1,300円

試合日 フレックスプライス
料金パターン 発売日

　4/23(火) ～ 25(木)						阪神戦 ☆１ 3月8日(金)11:00 ～
　5/14(火) ～ 16(木)						中日戦 ☆３ 3月22日(金)11:00 ～　5/24(金)																				阪神戦 ☆２
　6/18(火) ～ 20(木)　　日本ハム戦 ☆２

4月26日(金)11:00 ～　6/21(金)　　　　　　		楽天戦 ☆１
　6/22(土) ～ 23(日)　　楽天戦 ☆３
　7/2(火)、7/4(木)　　		阪神戦 ☆１

5月24日(金)11:00 ～　7/3(水)																						阪神戦 ☆２
　7/16(火) ～ 17(水)						広島戦 ☆３
　7/19(金)																				中日戦 ☆２
　8/9(金)																						中日戦 ☆３

6月21日(金)11:00 ～　8/27(火)、8/29(木)				東京ヤクルト戦 ☆２
　8/28(水)																				東京ヤクルト戦 ☆３
　9/3(火) ～ 5(木)										阪神戦 ☆３ 7月26日(金)11:00 ～　9/10(火) ～ 12(木)						巨人戦 ☆３

会 員 と
その家族

公演日時 募集人数 料金（一般料金）

７月27日（土） 16:30 ～ ７月31日（水） 14:00 ～

100人
S席

4,060円
（5,800円）

７月29日（月） 11:00 ～ ８月　3日（土） 16:30 ～

７月30日（火） 11:00 ～ ８月　4日（日） 13:30 ～

横浜文化体育館（JR関内駅南口）会　　場

対 象 者 会員とその家族
申 込 方 法 公演本部に直接電話で次の事項を伝えてお申

し込みください。
①振興会の継続会員であること　②希望日時
③希望人数(１家族５名まで)　④会員番号・氏
名　⑤電話番号(昼間に連絡のつくところ)	⑥
チケットの郵送先住所　申し込み時に「予約
番号」と「口座番号」をお知らせします。予
約完了後、次の口座へチケット代金をお振り
込みください。（振込の際は、必ず「予約番号」
と「氏名」を入力してください。）

振 込 先 みずほ銀行　市ヶ谷支店
普通口座
（口座番号は予約時にお知らせします）
ボリショイサーカス・インターナショナル株式会社
※振込手数料は本人負担となります。

申 込 期 間 ４月２４日（水）～５月２４日（金）

受 付 時 間 平日（月曜～金曜）11：00～ 17：00
申 込 先 ボリショイサーカス公演本部

電話：03-3234-7807
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講　　 師 大貫　昭彦	氏
日　　 時 6月5日（水）　10時～ 15時終了予定
集　　 合 JR「北鎌倉駅」交番脇	10時集合/出発　※厳守でお願いします。
対 象 者 会員と配偶者
募 集 人 数 40人　※申込多数のときは、抽選により決定します。
拝 観 料 等 ひとり1,000円

※当日受付時に徴収（つり銭のないようご準備ください）
※内訳：浄智寺200円（参加者数により団体割引適用150円）
　　　	建長寺500円／来迎寺300円

申 込 方 法 往復はがきに往信面に次の事項を記載し、振興会「歴史講座Ⅰ（鎌倉）」係まで
お申し込みください。
① 当日連絡先（携帯番号等）
			＊携帯をお持ちの方は携帯番号
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）
※往復はがきの返信面には、返信先住所・代表者氏名を忘れずに明記してください。
※往信面には必ず「歴史講座Ⅰ（鎌倉）」と明記してください。
※連絡先には、当日連絡のとれる電話番号（携帯番号等）を明記してください。
※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 5月10日（金）必着
※参加決定のお知らせは、「申込代表者」様に返信はがきで通知します（5月20日頃）。

そ の 他 昼食・敷物等は、各自持参してください。＊ごみは各自持ち帰りください。
歩きやすい靴、軽装でご参加ください。
当日は山道を歩きます。歩きなれない方、体調がおもわしくない方は参加を
お控えください。
小雨決行です。＊当日の天候等によりコースや見学先が変更となる場合があります。

歴史講座Ⅰ（鎌倉）

「禅文化の生んだ仏たち」
　本年度は北鎌倉、雪ノ下の古寺・史跡を訪ね、禅宗様式の特色を伝える
仏像を拝観します。浄智寺、建長寺では禅宗建築を、来迎寺では鎌倉仏を
見学するコースとなります。

歴史講座Ⅰ（鎌倉）
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

62

郵便往復はがき

返信

申
込
代
表
者
氏
名
様

→（
返
信
面
）

←（
往
信
面
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レ
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万葉倶楽部（万葉の湯）5館共通補助券 
　　　　 （教育福祉振興会継続会員本人限定）

神奈川県教育福祉振興会

コピー不可

継続会員番号

利用日 　　　　　　月　　　　　 日
利用施設
（利用施設に○をつける）

会員本人氏名

横浜館　 小田原館　 はだの館　 沼津館　 町田館

●利用については、裏面をよくお読みください。
　【有効期限】2020年3月31日まで 神奈川県教育福祉振興会

コピー不可

継続会員番号

利用日 　　　　　　月　　　　　 日
利用施設
（利用施設に○をつける）

会員本人氏名

横浜館　 小田原館　 はだの館　 沼津館　 町田館

●利用については、裏面をよくお読みください。
　【有効期限】2020年3月31日まで

補助額
500円

補助額
500円

キリトリ線 キリトリ線

継続 万葉倶楽部（万葉の湯）5館共通補助券 
　　　　 （教育福祉振興会継続会員本人限定）

継続

施設のご案内【万葉倶楽部】日帰り温泉施設
日帰り温泉施設万葉倶楽部のうち次の５施設が利用できます。
　会員は、このページの下に掲載されている利用補助券を使って利用料金から５００円引きで、同行者は振興会ハンド
ブックに掲載されている利用割引券を使って利用料金で利用できます。
　必ず、振興会会員証と利用券（補助又は割引）を持参してください。

※利用補助券は、継続会員一人につき年間３枚まで利用できます。
※夫婦で継続会員の方で利用補助券を希望の方は、振興会までご連絡くだ
　さい。
※利用補助券は、一日に会員一人１枚利用可能です。同日に複数枚の利用
　補助券を使用した場合、差額を振興会から請求します。
※補助券には、必ず会員番号及び会員氏名を記載してください。記載のな
　いものは無効となります。
　利用料金や利用時間等、詳しくは、２０１９年度振興会ハンドブック
　37ページをご覧ください。

会員（補助）とその家族

1 横浜みなとみらい万葉倶楽部
（横浜みなとみらい館）

電話
0570-07-4126

2 東京・湯河原温泉万葉の湯
（町田館）

電話
042-788-4126

3 小田原お堀端万葉の湯
（小田原館）

電話
0465-23-1126

4 はだの・湯河原温泉万葉の湯
（はだの館）

電話
0463-85-4126

5 沼津・湯河原温泉万葉の湯
（沼津館）

電話
055-927-4126

JR北鎌倉駅（交番脇）集合
(10：00)
➡
浄智寺
➡
建長寺
➡

半増坊下（昼食）
➡
大覚池
➡

地獄谷埋残
➡

西御門来迎寺
➡

頼朝法華堂跡
➡

鶴岡八幡宮前解散
（予定）

コ ー ス

昨年の歴史講座
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　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、2019 年度は、モ
ニターの募集は行わず、事業へ参加した方等を対象にアンケート調査を行う予定です。
　４月以降の事業に参加した会員の方等にアンケート用紙をお渡しいたしますので、ご協力をお願いいたします。アンケートにお答えいただいた方には
謝礼（図書カード 500円分）をお渡しいたします。

例年、８月に「ふれあい」を発行しておりましたが今年は、７月１６日発行予定になります。

コピー不可
キリトリ線

●営業時間等は各施設でご確認ください。http://www.manyo.co.jp
●補助券一枚で継続会員１名の利用です。
●一日に会員一人１枚利用可能です。
●会員番号と会員氏名を必ず記入してください。記入がないと無効になります。
●他の券との併用はできません。
●現金との引き換えはできません。
●深夜３時以降は、別途、深夜料金がかかります。
●入館料のみ割引となります。館内施設の利用料金は別途負担となります。
●オムツのとれていない乳幼児の大浴場利用はできません。

〈利用時の注意〉

コピー不可

●営業時間等は各施設でご確認ください。http://www.manyo.co.jp
●補助券一枚で継続会員１名の利用です。
●一日に会員一人１枚利用可能です。
●会員番号と会員氏名を必ず記入してください。記入がないと無効になります。
●他の券との併用はできません。
●現金との引き換えはできません。
●深夜３時以降は、別途、深夜料金がかかります。
●入館料のみ割引となります。館内施設の利用料金は別途負担となります。
●オムツのとれていない乳幼児の大浴場利用はできません。

〈利用時の注意〉

キリトリ線

会 員

お
知
ら
せ

次回の「ふれあい」について　

住所などの変更について

情
報

◆ アンケートへのご協力をお願いします。

　右記理由等で登録内容に変更がある方は、振興会へ連絡のうえ、所定の「変更届」（医療互助会員の方は、
2019年度振興会ハンドブック 9ページに掲載の「医療互助会員変更届」）を提出してください。
　また、広報紙「ふれあい」は、宅配業者からお届けしています。広報紙が届かない、届いた住所シー
ルに誤りがある等の場合は、お手数ですが振興会に連絡をお願いします。

◦転居した（一時的な転居も含む）。◦住居表示が変更になっ
た（区画整理など）。◦氏名が変わった。◦電話番号が変わっ
た。◦届いたふれあいの住所シールに誤りがある。
※振興会の住所・電話番号は、ふれあいの表紙をご覧ください。
（お問合せ等の際は「会員番号」をお手元にご用意ください。）

振興会にご連絡のうえ､変更届を提出してください。

青木　　喬 平成30年１月４日 谷川　　治 平成30年９月17日 須田兼三郎 平成30年11月26日
津島　　康 平成30年３月11日 中田　敬子 平成30年９月24日 小川　ユリ 平成30年12月８日
小林早智子 平成30年８月28日 住吉　幸一 平成30年10月７日 清水　　仁 平成30年12月13日
堀部　歌子 平成30年９月13日 石原　静子 平成30年11月20日 羽島　健二 平成30年12月14日
大木ふみ子 平成30年９月14日 大槻　儀夫 平成30年11月21日 佐藤　正雄 平成30年12月29日

（敬称略）

故
人
の
ご
冥
福
を

心
よ
り

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

訃

報

新年度が始まりました。今年度の「ふれあい」は、４月・７月・１２月の年３回発行予定です。
今年度から様々な事業が増えました。皆さまのご参加をお待ちしております！編 集 後 記
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