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令和２年度予算・事業概要

「万葉倶楽部」のご案内／歴史講座Ⅰ（鎌倉）

芸術鑑賞「宝塚歌劇 月組公演」

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）
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご案内中の事業が変更（中止）
となる場合があります。事業実施に関する最新のお知らせは当会ホーム
ページ上で随時更新して参ります。

（題字・初代理事長　宮森進 )
令和2年

４月１５日発行
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公益事業
14,765 千円（0.43%）
現職給付事業
152,066 千円（4.45%）
現職厚生事業
59,524 千円（1.74%）

医療互助事業
1,771,141 千円

（51.79%）
貸付事業
9,958 千円（0.29%）

継続厚生事業
21,822 千円（0.64%）

収益事業
27,417 千円

（0.80%）

管理費
26,933 千円

（0.79%）

投資活動支出
1,326,199 千円

（38.78%）

予備費支出
10,000 千円（0.29%）

◆ 令和2年度 予算

◆ 令和2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」129号発行／令和２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） 950人 会員とその同行者 通年
6　月 歴史講座Ⅰ（鎌倉） 40人 会員とその配偶者 6/6開催（3頁参照）
7　月 広報紙「ふれあい」130号発行 7/15発行
8　月 ボリショイサーカス（あっせん） 100人 会員とその家族※
10　月 ふるさと散歩１ 40人 会員とその配偶者

12　月
自然科学教室　サイエンスショー（公益） 600人 県民 12/5開催
歴史講座Ⅱ（調整中） 40人 会員とその配偶者
広報紙「ふれあい」131号発行 12/1発行

１　月 ふるさと散歩２ 40人 会員とその配偶者
2　月 はばたけ子どもたち　夢・未来コンサート（公益） 各1000人 県民 2/21開催

（調整中） 県民教養講座（公益） 500人 県内在住在学者

施設名等 事業内容等

新規

ＲＩＺＡＰ
RIZAP BODY MAKE、RIZAP GOLF、EXPAなど

予約時に会員申請すると、トライアルコースや入会金等の割引
適用を受けることができます。

女性だけの30分健康体操教室 カーブス
全国施設（女性限定）

予約時に会員申請すると、無料体験や入会金等の割引適用を受
けることができます。

　令和2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。

　令和2年度の新規事業は次のとおりです。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（0.05%）

特定資産利息収入
29,224 千円（0.85%）

会費収入
1,163,234 千円

（34.01%）

貸付事業収入
25,502 千円（0.75%）
広告料収入
7,540 千円（0.22%）
その他事業収入
20,068 千円（0.59%）

負担金収入
2,704 千円（0.08%）
雑収入
1,342 千円（0.04%）

投資活動収入
2,168,483 千円

（63.41%）

科　目 予算額
基本財産運用収入 1,728
特定資産利息収入 29,224
会費収入 1,163,234
貸付事業収入 25,502
広告料収入 7,540
その他事業収入 20,068
負担金収入 2,704
雑収入 1,342
投資活動収入 2,168,483
合計 3,419,825

◦収入の部 （単位：千円）

項　目 予算額
公益事業 14,765
現職給付事業 152,066
現職厚生事業 59,524
医療互助事業 1,771,141 ※

貸付事業 9,958
継続厚生事業 21,822
収益事業 27,417
管理費 26,933
投資活動支出 1,326,199
予備費支出 10,000
合計 3,419,825

◦支出の部 （単位：千円）

※積立年金返還金 867,580 千円含む
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講　　 師 大貫　昭彦 氏
日　　 時 6月6日（土）　10時～ 15時終了予定
集　　 合 JR「鎌倉駅」東口 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1,300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：覚園寺500円／鎌倉宮500円／西後門来迎寺300円

申 込 方 法 往復はがき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。（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。）

　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）
　⑤ 申込人数合計

※往復はがきの郵便料金は「63円×２＝126円」ですのでご注意ください。
※往復はがきの返信面には必ず、返信先の住所、氏名を明記してください。
※連絡先には、当日連絡のつく連絡先（携帯番号など）をご記入ください

申 込 締 切 5月11日（月）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 別途、バス代200円（IC199円）が必要です。
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。
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）

「二階堂・西御門の歴史と仏像めぐり」
　本年度は、鎌倉仏の宝庫と称される覚園寺、西御門来迎寺をめぐり、武士のやし
ろ「鎌倉宮」を詣でるコースです。

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
⑤申込人数合計

返
信
先
住
所
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郵便往復はがき

返信

申
込
代
表
者
氏
名
様

→（
返
信
面
）

←（
往
信
面
）

会 員 と 配 偶 者
教
養
講
座

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
施
設

万葉倶楽部（万葉の湯）9館共通補助券 

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　
旭川館　　　ふとみ館　　　神戸館　　　　博多館

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

補助額
500円

キリトリ線 キリトリ線

（          ）

継 続
本人限定

万葉倶楽部（万葉の湯）9館共通補助券 

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　
旭川館　　　ふとみ館　　　神戸館　　　　博多館

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

補助額
500円

（          ）

継 続
本人限定

（一財）神奈川県教育福祉振興会 （一財）神奈川県教育福祉振興会

「万葉倶楽部」のご案内
日帰り温泉施設 万葉倶楽部（９施設）を利用の際、「振興会会員証」
を持参してください。
●会員本人…本頁に掲載されている「補助券」の提出で500円を
　　　　　　補助します。
●同行者……振興会ハンドブックに掲載されている「割引券」の
　　　　　　提出で割引適用
詳しくは令和２年度振興会ハンドブックをご覧ください。

※「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補助券を希望の方は、振興会までご連絡ください。
※補助券は、会員一人につき1日1枚利用可能です。同日に複数枚の補助券

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。

会員（補助）とその同行者

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

6 北海道ふとみ銘泉
万葉の湯（ふとみ館）

電話
0133-26-2130

7 旭川高砂台　万葉の湯
（旭川館）

電話
0166-62-8910

8 神戸ハーバーランド温泉　
万葉倶楽部（神戸館）

電話
078-371-4126

9 博多 由布院・武雄温泉
万葉の湯（博多館）

電話
092-452-4126

追加
施設

追加
施設

追加
施設

追加
施設

新たに４施設の利用が
可能になりました。

JR鎌倉駅（東口）集合
(10：00)

➡
荏柄天神社前

➡
覚園寺

➡
鎌倉宮（拝観・昼食）

➡
西御門来迎寺

➡
鶴岡八幡宮前解散

（15：00頃）

コ ー ス

昨年の歴史講座

（バス乗車）
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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
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（往信 ウラ）（返信面）

コピー不可
キリトリ線

●営業時間等は施設でご確認ください。
●補助券一枚で継続会員１名の利用です。
●会員番号と会員氏名の記入がないと無効になります。
●他の券との併用、現金との引換えはできません。
●各館指定の深夜料金が、別途かかります。
●入浴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利用はできません。

※継続会員一人につき1日1枚利用可能です

〈利用時の注意〉

コピー不可

●営業時間等は施設でご確認ください。
●補助券一枚で継続会員１名の利用です。
●会員番号と会員氏名の記入がないと無効になります。
●他の券との併用、現金との引換えはできません。
●各館指定の深夜料金が、別途かかります。
●入浴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利用はできません。

※継続会員一人につき1日1枚利用可能です

〈利用時の注意〉

キリトリ線

◆ 宝塚歌劇 月組公演
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

会員（補助）とその同行者

公演日時 会場 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切

６月27日（土） 
15:30

東京宝塚劇場 40人
各日20人

A席
会　員　3,000円
同行者　5,500円

（一　般　5,500円）

4月30日（木）
必着

（消印有効ではありません）６月28日（日） 
15:30

芸
術
鑑
賞（
補
助
）

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、振興会「芸術鑑賞（宝塚）」
係までお申し込みください。（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。） 　　　　　　ⓒ宝塚歌劇団 

Photographer 下村一喜

『WELCOME TO TAKARAZUKA－雪と月と花と－』

※往復はがきの郵便料金は「６３円×２＝１２６円」ですのでご注意ください。
※往復はがきの返信面には必ず、返信先の住所、氏名を記入してください。
※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。
※申込者が各日 10 名に満たない場合は、お申込をいただいても公演自体の取扱いがキャンセルとなります。

キャンセルの場合は返信はがきでお知らせいたします。
※申込多数の場合は、抽選により参加者を決定します。
※ 1 グループ 1 回の申込みです。複数申込むと申込みが無効に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。申込後、返信はがきが届きますので、指定期日までにチケット

代と送料254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。

芸術鑑賞（宝塚）
①公演日
　（第 2 希望まで）
②希望人数
　（会員〇人同行者〇人）
③〒／住所
④ 氏名 （会員全員分）
⑤ 会員番号（会員全員分）
⑥ 日中連絡先
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「療養補助金」の受給資格をお持ちの皆さまへ

共済組合など独自の付加給付制度がある健康保険組合※にご加入の方は、独自給付基準額を確認のうえ、付加給
付の対象になっている場合は給付額のわかる通知書（コピー）を必ず添付してください。
　　例）公立学校共済組合：独自給付基準額　25,000円

※健康保険組合：共済組合・国民健康保険、協会けんぽなども含まれます。
　高額療養費は同じ世帯の人と合算して対象になる場合もあります。高額療養費の対象になった場合は、必ず給付額

のわかる通知書（コピー）をご提出ください。

「変更届」及び「加入健康保険届」は、令和２年度振興会ハンドブックに掲載の様式をコピーしていただくか、
振興会ホームページからもダウンロードできます。振興会ホームページのアドレス、ＩＤ及びパスワードは表紙
をご覧ください。

★ 高額療養費の対象になっていませんか？
　はじめに請求書を提出する前に、ご自身の自己負担限度額を確認してください！
　「限度額適用認定証」の交付を受けた場合は、そのコピーをご提出ください。

適用区分 高額療養費自己負担限度額
ア 252,600円以上
イ 167,400円以上
ウ 80,100円以上
エ 57,600円　　
オ 35,400円　　

自己負担限度額は
35,400円 で、健康保険分が
自己負担限度額を超えているた
め、手続きが必要です。

（例）自己負担限度額が「オ」の場合
国民健康保険の場合

高額療養費の対象になっている場合

ご加入の健康保険組合※で高額療養費の支給手続き
をしていただき、給付額の分かる通知書（コピー）
と一緒にご提出ください。

高額療養費の対象になっていない場合

その旨メモを付けてご提出ください。
　例）『適用区分が「エ」のため対象には
　　　なりません。』など。

★ 保険証は変更になっていませんか？
　新年度になり、加入している健康保険が変更になる方が多い時期となりました。ご加入の健康保
険証は変更になっていませんか。　
　加入している健康保険の種類や内容（番号等）が変わった場合は「変更届」及び「加入健康保険届」
の提出をお願いします。
国民健康保険にご加入の方で、有効期限の切替（更新）による健康保険証の変更時には届け出の必
要はありません。（図を参照してください。）
　なお、限度額認定証・医療証（受給者証）の交付を受けた際はその都度コピーを提出してください。

国民健康保険
被保険者証 有効期限　 令和2年8月31日

記号○○　番号××××××
資格取得年月日　　平成30年4月1日

氏名　　　　振興会　太郎
生年月日　　昭和32年5月25日　　性別　男
住所　　　　横浜市中区日本大通33

世帯主氏名　振興会　太郎
交付年月日　令和元年9月3日
保険者番号　△△△△△△△△

保険者名
横浜市

横浜
市印

国民健康保険の場合、新しい保険証
がお手元に届きましたら、今お手持
ちの保険証と見比べてください。

『有効期限』と『交付年月日』以外
の部分が変更になっている場合は、
新しい保険証のコピーのご提出をお
願いいたします。

国
民
健
康
保
険
の
場
合

領収証

（健康保険分）

振興病院 ㊞

￥４２,０００

5

◆ 医療互助会員の皆さまへ 医 療 互 助 会 員 お
知
ら
せ



お
知
ら
せ

6

◆ 医療互助会員の皆さまへ 医 療 互 助 会 員

令和２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11日（月）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「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」単位で当落を決定します。前年度「落選」の方を優先当選します。

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11日（月）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月末日までに「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、令和２
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） R2-

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､令和２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。
  （令和２年度振興会ハンドブックに掲載の指定店名簿「人間ドック健診機関」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決定（当選）された方へ】

令和２年４月１日から令和３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11日必着



次の公演の鑑賞券を振興会が一部補助（会員のみ）します。
●お申込みいただけるのは、会員と同行者です。申込期間や申込方法等をお確かめの上、各団体や施設に直接お申込みください。
　※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いては、振興会会員専用ホームページで随時ご案内する予定です。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。

【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、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、各申込み先にお問い合わせください。
●記載事項に漏れがある場合、申込み自体が無効になる場合がありますので、漏れの無いように記載してください。
●申込み後のキャンセル・変更はできません。
●既に購入してあるチケットへの補助はつけられません。
●令和元年６月14日から「チケット不正転売禁止法」が施行されました。
※往復はがきの郵便料金は「６３円×２＝１２６円」ですのでご注意ください。
※振興会では申込みの受付けをしておりません。申込み先、申込み方法をご確認ください。

三浦一馬キンテート　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10日（日）
14:00開演

横浜みなと
みらいホール

三浦一馬（バンドネオン）
石田泰尚（ヴァイオリン）
不在の灰色／尽きぬ想い／鮫
アディオス・ノニーノ　他

20人
全席指定

会 員　2,580円
同行者　4,080円

(一 般　4,800円）
4月24日 A

由紀さおり　50 年記念コンサート2019 ～2020“感謝 „
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12日（金）
16:00開演

横浜・関内ホール
大ホール

※未就学児の
　入場不可

１９６９年「夜明けのスキャッ
ト」でデビューし、２０１９年に
デビュー５０年目を迎えた記念
公演。思い出がよみがえるよう
な楽曲や、由紀さおりの新たな世
界観をお楽しみください。皆様
に「感謝」をお届けいたします。 

【予定曲目】夜明けのスキャット・
手紙・あなたにとって　他

20人

全席指定
会 員　3,800円
同行者　6,300円

(一 般　7,000円)
5月25日

（先着順） B

ウィーン少年合唱団　天使の歌声
公演日時 会　　場 曲目 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

6月13日（土）14:00開演 ミューザ川崎
シンフォニーホール

野ばら／パプリカ／ふるさと
休暇旅行で／美しく青きドナウ　他 30人 全席指定

会 員　3,025円
同行者　5,525円

(一 般　6,500円）
5月11日 A

6月14日（日）14:00開演 横浜みなと
みらいホール

幸せなら手をたたこう／パプリカ／
ふるさと／美しく青きドナウ　他 30人

もっと！民謡～和の唄・原色～　南風の誘い～沖縄・奄美の民謡（島唄からシマ唄へ）～
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17日（水）
14:00開演

ヨコスカ・ベイ
サイド・ポケット

牧岡奈美・東郷さやか（奄美民
謡・奄美三線）、石嶺愛莉・田福
真美（沖縄民謡・沖縄三線）

10人
Ｓ席

会 員　　750円
同行者　2,250円

(一 般　2,500円）
4月30日 C

菅原洋一 Summer Concert 2020 　～歌い続けて６０年～
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（金）
15:00開演

神奈川県民ホール
小ホール

※未就学児の
　入場不可

62年レコード・デビュー。67
年「知りたくないの」が大ヒッ
ト。代表曲に「今日でお別れ」

「恋心」「忘れな草をあなたに」
「アマン」など多数。

20人
全席指定

会 員　2,720円
同行者　5,220円

(一 般　5,800円）

6月1日
（先着順） B

芸術鑑賞（補助） 会員（補助）とその同行者
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財津和夫コンサート2020with 姫野達也　～All Izz Well ～
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11日（土）
17:30開演 鎌倉芸術館 財津和夫・姫野達也

※未就学児童入場不可 20人
全席指定

会 員　4,000円
同行者　6,500円

(一 般　7,000円）
4月30日 D

華麗なるコンチェルト・シリーズ　《オーケストラのためのコンチェルト》　川瀬賢太郎（指揮）
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23日（木・祝）
14:00開演

横浜みなと
みらいホール

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ラヴェル：ボレロ
バルトーク：管弦楽のための協奏曲　他

20人
Ｓ席

会 員　3,025円
同行者　5,525円

(一 般　6,500円）
5月18日 A

小山実稚恵　ピアノ・リサイタル
公演日時 会　　場 曲目 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

7月24日（金・祝）
14:00開演

横浜みなと
みらいホール

シューベルト：即興曲
（第1番～第４番）
べートーヴェン：ピアノ・
ソナタ第30番、第31番　他

30人
全席指定

会 員　2,325円
同行者 　3,825円

(一 般　4,500円）
5月18日 A

ヨコスカジャズドリームス２０２０
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25日（土）
16:00開演

よこすか
芸術劇場

Ｇｉｒｌｓ ３ Ｓａｘ with 井
上陽介トリオ／寺井尚子カル
テット／　デビット・マシュー
ズ　スペシャルビックバンド

15人
Ｓ席

会 員　3,620円
同行者　 6,120円

(一 般　6,800円）
4月30日 C

六月新派公演　『東京物語』
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13日（土）15:00開演
三越劇場

水谷八重子、波乃久里子、
瀬戸摩純、石原舞子、
児玉真二、田口守、大地康雄

10人 全席指定
会 員　4,500円
同行者 　7,000円

(一 般　9,000円）
5月8日 E

6月22日（月）11:00開演 10人

梅沢富美男劇団特別公演
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

6月5日（金）11:00開演

明治座 梅沢富美男、研ナオコ、小川菜
摘、梅沢武生他

50人 
（各10人）

S席
会 員　 7,500円
同行者　10,000円

(一 般　12,500円）
4月30日 F

6月10日（水）11:00開演
6月13日（土）11:00開演
6月20日（土）11:00開演
6月23日（火）16:00開演

劇団四季ミュージカル　「マンマ・ミーア！」
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20日（土）13:00開演 ＫＡＡＴ
神奈川芸術劇場

〈ホール〉
劇団四季

10人 Ｓ席
会 員    7,950円
同行者　10,450円

(一 般　11,000円）
4月28日 G

6月27日（土）13:00開演 10人

ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』
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20日（月）13:30開演
帝国劇場

中川晃教、
藤岡正明／尾上右近、
矢崎 広／東 啓介、
s p i ／大山真志　他

10人 S席
会 員    9,000円
同行者　11,500円

(一 般　13,500円）
5月10日 H

7月21日（火）13:30開演 10人

Daiwa House Ⓡ PRESENTS　熊川哲也 Kバレエ カンパニー「海賊」
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28日（木）14:00開演
Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャード

ホール

5/28：中村祥子、遅沢佑介 
5/29・30夜：
矢内千夏、堀内將平 
5/30 昼：
毛利実沙子、杉野慧 
※熊川哲也は出演致しません。

40人 
（各10人）

S席
会 員　  8,300円
同行者　 10,800円

(一 般   13,500円）
5月7日 I

5月29日（金）14:00開演

5月30日（土）12:30開演

5月30日（土）17:00開演

春風亭小朝 独演会 2020
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27日（土）
13:00開演 横浜･関内ホール 春風亭小朝 

※未就学児童入場不可 20人
全席指定

会 員　1,700円
同行者　3,200円

(一 般　3,700円）
4月30日 J

ⓒ Shunki Ogawa
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申込み先 申込み方法

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
問：045-453-5080

はがきに共通事項を記入し、神奈川芸術協会へ申込みます。申込み締切
後、振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
☎047-365-9960（平日1000 ～ 18:00、
土曜は14:00まで､日曜・祝日は定休）

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。お申
込み後、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500円が別途かかります。）※先着順となります。

C
電話

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

電話で、共通事項を告げて申込みます。お申込み後、「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みんでください。入金確
認後、チケットが届きます。※先着順となります。

D
メール

㈱ＫＭミュージック
E-mail： yoyaku@kmmusic.co.jp
問：045-201-9999

件名に「7/11　財津和夫ふれあい129号申込」、本文に「共通事項」ご入
力の上、メールにてお申込みください。お申込み承り後、受付完了の確認
メールが届きますのでご確認ください。（迷惑メール防止システムの設定
を事前に解除をお願いいたします。）申込み締切後、お振込み方法のメー
ルが届きますので、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２週間前迄にお届
けいたします。（チケット送料600円が別途かかります。）

E
Mail
又は
Fax

㈱ジオ・ブレーン
mail：ticket@geobrn.co.jp
Fax：045-565-9926
問：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、左記のメール又は
FAXにてお申込みください。申込み締切後、レターパックライトで振込み
用紙とチケットを送付いたします。（振込手数料は、ご負担願います。）チ
ケット送料は無料です。※メールでのお申込みの場合、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。

F
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　上野宛
問：03-3660-3941

往復はがきに共通事項を記入し、明治座へ申込みます。（返信面には必ず、
返信先の住所、氏名を記入してください。）申込み締切後、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。

G
申込み
ﾌｫｰﾑ

劇団四季
https://s.shiki.jp/m/k-kyouiku-keizoku
問：0570-008-110
劇団四季東京営業部
加藤・小島宛

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。申込み締切後、5月12日（火）までに劇団四
季から、観劇日・料金・振込み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。）

H
E-mail 
又は
往復

はがき

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
問：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みください。往
復はがきの場合は左記住所へ郵送してください。申込み締切後、振込み
先を明記した返信メール・はがきを送付いたしますので、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。）
（メールでお申込みされる場合は、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。）

I
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
問：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。）申込み後、返信は
がきと「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。）

J
メール

㈱アクセス
E-mail： yoyaku@kmmusic.co.jp
問：045-212-5555

件名に「6/27　春風亭小朝ふれあい129号申込」、本文に「共通事項」ご入
力の上、メールにてお申込みください。お申込み承り後、受付完了の確認
メールが届きますのでご確認ください。（迷惑メール防止システムの設定
を事前に解除をお願いいたします。）申込み締切後、お振込み方法のメー
ルが届きますので、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２週間前迄にお届
けいたします。（チケット送料600円が別途かかります。）
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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。申込み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、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、各申込み先にお問い合わせください。
●申込み後のキャンセル・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。
●令和元年６月14日から「チケット不正転売禁止法」が施行されました。

演目名等 公演日時 会場 席種・料金（一般料金） 申込み先

ボン・ベートーヴェン交響楽団
※未就学児の入場不可 6月17日（水）19:00開演 東京オペラシティ

コンサートホール
S席

契約料金　10,200円
（一般　　　12,000円）

ア

DRUM TAO 2020 新作舞台 「祭響 Saikyo」
※6歳未満の入場不可

7月16日（木）19:00開演
7月17日（金）13:00開演
7月18日（土）13:00開演

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャードホール

S席
契約料金　7,000円

（一般　　　8,700円）
ア

ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』 8月4日（火）11:00開演
8月10日（月・祝）12:00開演

東京建物
Brillia HALL

（豊島区立芸術文化
劇場）（池袋）

S席
契約料金

おとな:平日：7,200円
土日祝：8,100円

こども:平日：4,400円
土日祝：4,950円

（一般　おとな:9,000円
こども:5,500円）

イ

神奈川県民ホール巡回事業出張公演 in 海老名 
みんなでたのしむオペラ『ヘンゼルとグレーテル』 8月10日（月・祝）14:00開演 海老名市文化会館 

大ホール
一般

契約料金　1,350円
（一般　　　1,500円）

ウ

三ツ橋敬子の夏休みオーケストラ！ 
みんなでピカピカ☆編 8月1日（土）15:00開演 神奈川県立音楽堂

一般
契約料金　3,150円

（一般　　　3,500円）
ウ

前進座五月国立劇場公演 
『操り三番叟』『俊寛』『たが屋の金太』 
（歌舞伎三本立て）

5月9日（土）11:30開演
5月10日（日）11:30開演
5月14日（木）11:30開演
5月16日（土）16:00開演
5月17日（日）11:30開演
5月18日（月）11:30開演
5月20日（水）11:30開演

東京・半蔵門
国立劇場大劇場

一等席
契約料金　8,300円

（一般　　　10,300円）
エ

秋川雅史 コンサート
聴いてよく分かるクラシック２ 6月6日（土）13:30開演 杜のホール

はしもと　ホール
全席指定

契約料金　5,130円
（一般　　　5,700円）

オ

牧阿佐美バレヱ団
「ロメオとジュリエット」

6月13日（土）15:30開演
6月14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　9,000円

（一般　　　11,000円）
カ

こまつ座第132回公演 
「雪やこんこん」
作：井上ひさし
演出：鵜山仁
出演：熊谷真実、辻萬長、藤井隆、真飛聖　他

5月1日（金）13:00開演
5月2日（土）13:00開演
5月2日（土）18:30開演
5月4日（月祝）13:00開演
5月4日（月祝）18:30開演
5月7日（木）13:00開演
5月7日（木）18:30開演
5月8日（金）13:00開演

紀伊國屋
サザンシアター
TAKASHIMAYA

全席指定
契約料金

昼公演 :7,100円
夜公演 :6,200円

U-30（観劇時30歳以下）6,000円
（一般　　　8,800円）

キ

マリア・カラス in コンサート 
（ライブ・ホログラム・コンサート）

5月16日（土）14:00開演
5月17日（日）14:00開演

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャードホール

S席
契約料金　10,800円

（一般　　　12,000円）
キ

芸術鑑賞（あっせん） 会員とその同行者
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演目名等 公演日時 会場 席種・料金（一般料金） 申込み先

申込先 申込方法

ア
電話

㈱サンライズプロモーション東京
☎03-3403-0155（平日12:00 ～ 18:00）
電話で、『神奈川県教育福祉振興会会員』とお伝えください。

イ
電話
・

インター
ネット

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）
PC「ホリプロステージ」を検索
電話で、『合言葉：神奈川県教育福祉振興会』をオペレーターにお伝
えください。インターネットで、チケット購入画面へアクセスし『Ｉ
Ｄ：kyo-f2』『パスワード：hpticket』を入力。画面に従って、購入を
お進めください。

ウ
電話
・

インター
ネット
・

窓口

(公財)神奈川芸術文化財団
PC「チケットかながわ」
https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/
☎ 0570-015-415（10:00 ～ 18:00）
窓口申込
・KAAT神奈川芸術劇場（受付10:00 ～ 18:00）
・神奈川県立音楽堂（受付13:00 ～ 17:00、月曜定休）
・神奈川県民ホール（受付10:00 ～ 18:00）
インターネットで、チケットかながわにアクセスし、『ID：kyouiku』

『パスワード：kyouiku8325』を入力。
電話で、『神奈川県教育福祉振興会会員』とお伝えください。
上記窓口で、『神奈川県教育福祉振興会会員』とお伝えください。
●申込締切：各公演　前日の18：00まで

エ
電話

前進座
☎0422-49-0300
　（前進座チケット専用受付9:30 ～ 17:00、日祝休、第2･4土休）
電話で、『神奈川県教育福祉振興会会員』とお伝えください。申込み
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。

オ
電話

Ro-Onチケット
☎047-365-9960
　（平日10:00 ～ 18:00、土曜日は14:00まで、日祝休）
電話で、『ふれあいを見た』とお伝えください。支払い方法郵送での
代金引換着払い〈送料別途〉500円がかかります。申込み後のキャ
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、申込み時に申し出てください。未就学児童の入場はできません。

申込先 申込方法

カ
メール

牧阿佐美バレヱ団
mail：ticket@maki-ballet.jp
問：03-3360-8251（10:00 ～ 18:00、土日祝休）
メールで、件名『神奈川県芸術鑑賞』、本文に共通事項を記入して申
込みます。申込み後、座席・金額・振込み先をお知らせします。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。

キ
電話

チケットスペース
☎ 03-3234-9999
　（10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 18:00、日祝休）
電話で、『ふれあいを見た』とお伝えください。申込み後、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。
※詳細は申込み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（http://ints.co.jp）をご覧ください。

ク
電話

ｔｖｋコミュニケーションズ
☎ 045-663-9955（平日10:00 ～ 15:00、土日祝休）
電話で、『神奈川県教育福祉振興会会員』とお伝えください。チケッ
トは、公演日の一週間前までに代金引換佐川急便で届きます。チ
ケット送料（800円）が別途かかります。

ケ
メール

㈱アクセス
E-mail： yoyaku@kmmusic.co.jp
問：045-212-5555
件名に「6/20コロッケふれあい129号申込」または「7/15福田こう
へいふれあい129号申込」本文に「共通事項と希望時間」ご入力の
上、メールにてお申込みください。お申込み承り後、受付完了の確認
メールが届きますのでご確認ください。（迷惑メール防止システム
の設定を事前に解除をお願いいたします。）申込み締切後、お振込み
方法のメールが届きますので、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２週間前迄にお届けいたします。（チケット送料600円が別途か
かります。）

鼓童×ロベール・ルパージュ〈ＮＯＶＡ〉

鼓童の音や振動をテクノロジーを駆使し、視覚化に挑戦。
太鼓と創造力がつくりだす、新・視聴体感芸術。

5月25日（月）14:00開演
5月28日（木）14:00開演
5月29日（金）19:00開演
5月30日（土）14:00開演
5月31日（日）14:00開演

東京建物 
Brillia HALL 

（豊島区立芸術文化
劇場）

S席
契約料金　7,600円

（一般　　　9,500円）
キ

スーパーソロイスツ2020　≪第2回≫　三浦文彰 6月27日（土）14:00開演 Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャードホール

S席
契約料金　8,100円

（一般　　　9,000円）
キ

イスラエル・フィル・トスカニーニ　弦楽四重奏団
ピアノ：及川浩治（6/27）

6月27日（土）14:00開演
6月28日（日）14:00開演 紀尾井ホール

S席
契約料金　4,800円

（一般　　　6,000円）
キ

東京二期会オペラ劇場 
アルバン・ベルク『ルル』　オペラ全2幕 
日本語及び英語字幕付原語［ドイツ語］上演
出演：森谷真理（7/10・12）冨平安希子（7/11）　他

7月10日（金）18:30開演
7月11日（土）14:00開演
7月12日（日）14:00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）
キ

TSUKEMEN LIVE2020　JITAN CLASSIC 7月11日（土）15:00開演 神奈川県立音楽堂
全席指定

契約料金　5,200円
（一般　　　5,500円）

ク

ものまねエンターテイメント 
コロッケコンサート 

「勝手にやってすみません」 
40th Anniversary

6月20日（土）14:30開演
6月20日（土）18:00開演

カルッツかわさき
ホール

S席
契約料金　昼公演：5,000円
　　　　　夜公演：4,500円
（一般　　　6,000円）

ケ

福田こうへい 
コンサートツアー 2020

7月15日（水）13:30開演
7月15日（水）18:00開演 神奈川県民ホール

SS席
契約料金　6,300円

（一般　　　6,800円）
ケ
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例年、８月に「ふれあい」を発行しておりましたが、本年度は、７月１５日に発行の予定です。

お
知
ら
せ

ふれあい130 号の発行について　

契約施設等について

施設名 お知らせ

終
了

教養講座利用事業
NHK 学園（生涯学習通信講座）

令和２年３月 31 日をもって NHK 学園の受講料補助は終了となりました。

レクリエーション施設
セラヴィリゾート泉郷

令和２年３月 31 日をもって施設割引契約は終了となりました。

レクリエーション施設
ダイワロイヤルホテルズ

令和２年３月 31 日をもって施設割引契約は終了となりました。

レクリエーション施設
スカイスパ YOKOHAMA

令和２年３月 31 日をもって施設割引契約は終了となりました。

加藤　栄治 平成31年 4 月17日 松本　季子 令和元年 8 月28日 鹿野　茂治 令和元年11月 1 日
井橋　　勉 令和元年 5 月24日 三橋　千春 令和元年 8 月31日 大塚　　正 令和元年11月25日
大矢　常美 令和元年 5 月30日 斎藤　　薫 令和元年 9 月 12日 藤井　政子 令和元年11月27日
小泉　雅洋 令和元年 6 月 1 日 持斎　信一 令和元年 9 月20日 雑賀　純枝 令和元年12月11日
中島　　潔 令和元年 6 月28日 平井　元子 令和元年10月 1 日 奈良輪孝雄 令和元年12月22日
渡部　恒明 令和元年 7 月25日 三條喜久子 令和元年10月 2 日 笹井　静雄 令和元年12月31日
蔵内　隆良 令和元年 8 月10日 福田　邦夫 令和元年10月 4 日
瀧澤　直義 令和元年 8 月14日 石井　敦子 令和元年10月28日 （敬称略）

故
人
の
ご
冥
福
を

心
よ
り

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

訃

報

国内外における新型コロナウィルスの感染者数の増大報告が絶えません。感染拡大防止の観点から学校の休校や各種イ
ベントの自粛要請、金融市場やオリンピック・パラリンピック開催等々様々な方面に影響が広がっています。振興会の
実施事業に係るお知らせについては、当会ホームページ上で随時最新情報を更新して参りますのでご確認ください。

編 集 後 記
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