


大さん橋から約２時間、美し
い景色や夜景を楽しみなが
らクルーズ船でのお食事や
ティータイムはいかがでしょ
うか？

リフレッシュ補助券を活用して楽しいひと時を！

霧笛楼

謝朋酒樓

四五六菜館新館

四五六菜館本館

聘珍樓

桂宮

四五六菜館別館

神奈川県民ホール
６階「英一番館」 ホテルニューグランド

ローズホテル１階（重慶飯店新館、
ブラストーミリーラ・フォーレ）

サブゼロ
大さん橋

スカンディヤ

アルテリーベ横浜本店

●リフレッシュ補助券の使えるお食事マップ
（関内、元町・山下公園周辺）

ロイヤルウイング

イタリアンダイニング
カリーナ

https://hamagojo.com/restaurant/

とある休日
家族でスカンディヤで
ランチしました。

いただいたのは
特製ローストビーフ
（私）

ハンバーグステーキ
デンマーク風（夫）

メインの料理のほかに
ピラフまたはパンと
食後に珈琲・紅茶・
ウーロン茶のいずれか
がつきます。

いずれも税込み1,500円、
ほかにもいくつか種類がありました。
スペシャルなランチは
2,300円と2,700円もありますよ。

ランチタイムのお支払いは現金のみですので、
ご注意ください。

たまには、家族や大切な人と、ちょっと贅沢
なランチはいかがですか？

そして食後は付近の散策なども楽しいですよ。

ホテルニューグランドには、本館１階に４店
舗、タワー館５階に１店舗、リフレッシュ補
助券の使えるお店があります。たまには
リッチな気分を味わってみては？
歴史的建造物である本館２階ロビーも必
見の価値あり！！
※写真はタワー館５階「ル・ノルマンディ」
（詳しくは互助会のホームページをご覧く
ださい。）

横浜スタジアム

横浜公園

中区役所

JR関内駅

JR石川町駅

日本銀行

横浜簡易裁判所

神奈川県庁

横浜ユーラシア
文化館
横浜都市発展
記念館

横浜海岸教会

横浜開港資料館

象の鼻パーク

元町・中華街駅

KAAT
神奈川芸術劇場

日本大通り駅

重慶飯店
揚州飯店

山下公園

横浜人形の家

ホテルモントレ横浜は
営業を終了しましたの
で掲載していません。

日本新聞
博物館

横浜税関

マリンタワー

横浜関帝廟
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●日頃仕事で疲れた身体をリフレッシュ ! !
　令和２年度の互助会創立60周年を記念して、リフレッシュ補助券を6,000円から8,000円に増額し
ました。使える施設等の詳細は令和２年度互助会ガイド18～21ページに一覧が載っています。

　　　　　　●利用者の声「あざみ野うかい亭」

市内75の店舗で利用できます。例えば今号の２～３ページで関内、元町、山下公園周辺の情
報を特集していますので、ぜひ行ってみてください。

リフレッシュ補助券を利用してあざみ野うかい亭に行かれた女性会員の方に、おすすめしたいポイン
トなどをお伺いしました。

―今回はどのようなメンバーで行きましたか？
結婚記念日に、夫とたまには贅沢をしようと行ってきました。

―レストランの印象はいかがでしたか？
緑あふれる庭園が美しく、内装はアンティークな家具や美術品が飾られ、上品で華やかな雰囲気です。

―お食事はいかがでしたか？
旬の食材と季節を感じる料理の品々は絶品でした。ステーキはシェフが目の前の鉄板で調理してくれます。
焼き加減が絶妙で、表面はカリッと中はジューシーでお肉の旨みが口一杯に広がりとても美味しかったです。
食後は、2階のデザートラウンジへ。デザートが数種類選べるのも魅力です。
記念日ということでお店から薔薇の花と写真のプレゼントをいただきました。

―会員の皆様におすすめしたいポイントは？
非日常的な空間で優雅なひと時を過ごせました。特別な日、お祝い事、会食等に利用するのがおすすめ
です。

http://hamagojo.com/recovery/

★リフレッシュ補助券の使える日帰り入浴施設★

●�　万葉の湯（横浜みなとみらいのほか小田
原や秦野などの５施設）
●�　お風呂の王様�（港南台店、高座渋谷駅前店）
●　横浜天然温泉�「SPA�EAS」
●　マホロバ・マインズ三浦
●　観音崎京急ホテル�「SPASSO」

など、全22か所利用できます。
心も身体もリフレッシュしましょう。

家事代行・ハウス
クリーニングにも
使えますよ。その
ほかにスポーツ
施設も使えます。

22の入浴施設、22の旅行
社、16の市内指定ホテル、
76の市外指定ホテルで利用
できます。
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●東急ハーヴェストクラブ予約方法

●令和元年度永年勤続会員旅行補助券の取扱いについて

「Gojo�News�vol.4」でもお知らせしましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止への対応

として、令和元年度永年勤続会員旅行補助券については、補助券未使用の会員を対象に、有効

期限を１年間延長した補助券を再配付しました。

新しい補助券の有効期限は��令和３年３月31日��となりますので、ご活用ください。

1
まずはWEBで
チェック！

2
あとは電話で
予約！

○日程と施設が決まったら、東急ハーヴェス
トクラブ互助会専用ページ「オンライン予約」
（ページ左上）で空き室状況をチェック！
○初めてのご利用の際は、新規登録が必要

　互助会専用ページ
www.harvestclub.com/Un/houjin/9050_ykkg/

○空き室状況をチェックしたら、引き続きWEB
予約可能ですが、互助会会員なら予約代行サー
ビスを使えるので、電話予約がおすすめ
○お部屋のタイプなど詳細な情報を得られ、
急なキャンセルに即対応して予約できる場合も
○各施設の最新情報はホームページをクリック!

　東急ハーヴェストクラブサポートセンター
　050-5840-1402（11:00～17:30）

重要なお知らせ
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●互助会を知ろう

　互助会では、会員の皆様やご家族の皆様が健康でより豊かな生活を送ることができるよう、さまざ
まな福利厚生事業を行っています。会員数 15,365人（6/1現在）

元気回復 ●リフレッシュ補助券

●永年勤続会員旅行券

●東急ハーヴェストクラブ

※２～５ページもご覧ください。

優待サービス ●冠婚葬祭

●住宅関連

●割引契約店

自分の記念日に（育児休業代替

任期付職員及び臨時的任用職員

除く）

●永年勤続（10年、20年、30年）

●退職（再任用職員除く）

子どもの記念日に ●子どもの誕生

●小中学校入学

●中学校卒業（義務教育修了）

生命保険（育児休業代替任期付

職員及び臨時的任用職員除く）

●団体扱い生命保険

※８ページもご覧ください。

●生活年金共済

※次号で特集します。

まさかの時に ●傷病で連続30日以上療養

●勤務中の負傷

6/5 から互助会の電話番号が変わりました
☎ 045－305-6800

FAX番号 （045－222－3355）は変更ありません

http://hamagojo.com/recovery/
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●今年度の改正点

1　育児休業代替任期付職員及び臨時的任用職員の互助会加入
　令和２年４月１日に施行された「地方公務員法及び地方自治体法の一部を改正する法律」

に合わせて、今年度から育児休業代替任期付職員及び臨時的任用職員の皆さんも互助会に

加入できるようになりました。

実 施 日 令和２年４月１日

加 入 対 象 者
・育児休業代替任期付職員

・臨時的任用職員

会 費 給与月額等の3/1000（正規職員は4/1000）

除外となる事業
・保険事業（団体扱い生命保険、生活年金共済）

・永年勤続関係事業（永年勤続旅行、永年勤続退職者旅行）

　・除外となる事業以外（例：リフレッシュ補助券等）は正規職員と同様の取扱いとなります。

　・神奈川県教育福祉振興会の事業については、県振興会からの案内をご覧ください。

　・�神奈川県教育福祉振興会の加入資格は59歳以下の方が対象です。会員期間は満60歳の

年度末までとなります。

　・�育児休業代替任期付職員及び臨時的任用職員の加入状況（4/1資格取得）

内　　訳 人　数 加入率

育 児 休 業 代 替 任 期 付 職 員 45人 39.1％

臨 時 的 任 用 職 員 431人 31.7％

合　　　計 476人 32.2％

2　リフレッシュ補助券の増額
　令和２年度及び３年度については、互助会が昭和35年に創立されてから60周年を向かえ

たことを記念して、使える額を増やしました。

　令和元年度 6,000円⇒令和２年度及び３年度は8,000円
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●今ご加入中の生命保険を団体扱いにしませんか？
　互助会の会員は、ご加入中の生命保険を団体扱いにすることでいくつかのメリットがあり
ます。
　（ただし、この取扱いは育児休業代替任期付職員及び臨時的任用職員の方は対象外となり
ますのでご注意ください。）
　詳しくは令和２年度互助会ガイド15ページをご覧ください。

○　メリット ×デメリット

・�保険料が割引になります。（割引率につ
いては保険会社にお問い合わせくださ
い。）

・�保険料が毎月の給与から控除されるの
で、保険料引落口座の残高確認等の手
間がかかりません。

・�年末調整の際、保険料支払データが教
職員庶務事務システムに反映されるた
め、手続きが簡素化されます。（証明書
が不要となります。）

・�育休等で給与控除不能になると自動的
に団体扱いから外れてしまいます。復
帰後、給与控除が可能となった場合、
再度団体扱いの変更手続きが必要にな
ります。

広 告
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