


●リフレッシュ補助券の使える飲食店等のご紹介
　令和２年度のリフレッシュ補助券は３月31日で使用期限を迎えます。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、まだ使えていない方はいませんか？
　今号では、リフレッシュ補助券の使える飲食店等の一部を改めてご紹介します。
　使用期限まであとわずかですが、是非、使用してください。

エリア 施設名 お知らせ内容

横浜駅周辺

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

　「コンパス」　は土日祝日メ
ニュー 税 込6,798円で 非 接 触
オーダービュッフェという画期
的システムを導入しています。
　記念日には写真のサービスも
あります。

　「さがみ」「フレンチベイビュー」「木の花」ではテイクアウトメ
ニューにも使用可能です。「ドーレ」ではケーキ、パン、焼き菓子等
の購入に使用できます。

髙島屋横浜店
　すべての飲食店において、リフレッシュ補助券を使用できるよ
うになりました。令和２年度末までは、テイクアウトメニューにも
使用可能です。惣菜コーナーでの使用はできません。

関内・山下公園周辺

ホテルニューグランド 　「ザ・カフェ」ではテイクアウトメニューに使用可能です。

ローズホテル横浜
　「パティスリー ミリーラ・フォーレ」ではケーキ、パン、焼き菓子
等売店内食品の購入に使用できます。横浜中華街 新館売店では中
華菓子等売店内商品の購入に使用できます。

金沢区周辺 横浜テクノタワーホテル

　１階にある「Café＆Market CORE」ではテイクアウトのお弁当
が購入できます。
　週替わり弁当（1,000円）のほ
か、定番メニューではハンバーグ
ステーキ弁当（1,000円）、牛ロー
スステーキ弁当（1,200円）、柴漁
港斉田さんの穴子天丼（1,000
円）のお持ち帰りができます。
　当日注文も可能ですが、前日
15時までに予約するといいです
よ。その他に、①江戸清②重慶飯
店③ウイッシュボン④かをり⑤
日影茶屋などの商品の取扱いも
あります。
　写真は重慶飯店の「フォーチュンクッキー」、かをりの「レーズン
サンド」と「ブランデーケーキ」です。（１月末時点）

次のホテルでもテイクアウトメニューに使用できます。

○ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
○横浜ロイヤルパークホテル
○ナビオス横浜

ほかにも飲食店等テイクアウト対応のお店を追加して
いますので互助会ホームページをご覧下さい。

【テイクアウトメニューURL】
https://hamagojo.com/rifuretakeout-top-2/
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●体験 REPORT 市内レストラン「揚
ようしゅうはんてん

州飯店」
　このレストランを利用した女性会員の方に、レストランの感想とおすすめポイントなどを
お伺いしました。

―今回はどのようなメンバーで利用しましたか？
　友人と２人で、休日のランチで行きました。

―レストランの印象はいかがでしたか？
　お店の中は落ち着きのある照明で調度品も美しく、また、
テーブルの間隔
も確保されてお
り、心地よい空
間の中でゆっく
りとお食事がで
きました。

―お食事はいかがでしたか？
　お料理は趣向を凝らしたメニューも多く、注文
した帆立貝の X O 醤炒めは食材の彩りが素晴らしく、小籠包は五色それぞれ味が違うので１つ
１つワクワクしながらいただきました。
　食べて美味しいのはもちろんのこと、見た目にも美しいお料理でした。

―会員の皆様へのおすすめポイントは？
　落ち着いた雰囲気のお店でしたが、お子様連れの方なども楽しそうに
お食事をされていて、どのようなグループで行かれても満足できるお店
だと思いました。
　優待情報　　 飲食代金（税別、サービス料別）5％割引
　　　　　　　リフレッシュ補助券使用できます。
　　　　　　　（クレジットカードでの支払いは割引対象外）

●互助会からのお知らせ
　１月15日号の互助会ニュースで募集しましたミュージカル及びコンサートにつきましては、多
くの会員からご応募をいただき、ありがとうございました。
　応募状況は紙面の都合上、ホームページで公表させていただいておりますので、ご確認ください。
　また、今回は、緊急事態宣言延長の関係で、３月６日の「オペラ座の怪人」と３月７日の「阪田
知樹ピアノリサイタル」の中止の判断をせざるを得ませんでした。ご参加を希望された方々をがっ
かりさせてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。
　次年度も、バスツアーも含めたレクリエーション事業を計画していきますので、是非ご参加を
お願いします。

帆立貝のXO醤炒め 五色小籠包

中華街エリア リフレッシュ補助券対象施設

互助会 HP【中華街エリア補助券対象施設 URL】https://hamagojo.com/restaurant/area/chikagai/
８店舗のリフレッシュ補助券対象店舗が表示されます。是非ご利用ください。
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互助会創立60周年を迎えて
 横 浜 市 立 学 校 教 職 員 互 助 会

 会長（教育次長）　小 椋　　歩

　横浜市立学校教職員互助会が、今年創立60周年を迎えたことに際し、ご挨拶を申し上げます。
　互助会は、教育関係者や横浜市、教育委員会が一体となって、教職員の福利厚生を充実させるために
昭和35年に組織されました。約5,000人の会員でスタートして60年の歳月が経ちましたが、現在は
15,000人を超える会員を擁し、多忙な教職員が子どもたちとしっかりと向き合えるように、元気回復の
ための様々な事業を展開しております。
　今年度は、来年度までの２か年のリフレッシュ補助券の増額や平成21年度以降実施していなかった演
劇やコンサートなどのレクリェーション事業の復活、そして本年２月からスタートした無償の全員加入保
険制度の「会員フリーライフサポート事業」などを周年事業として進めているところです。レクリェーショ
ン事業につきましては、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、当初の予定どおりに開催できていない部
分もありますが、この60周年を契機として、会員の皆さまに愛され必要とされる互助会となるよう、今後
も今まで以上に魅力ある事業の展開に取り組んでまいります。
　今日まで、互助会運営に尽力されてきた多くの諸先輩や関係者の皆さまに心から感謝するとともに、
横浜の教職員と子どもたちのために一層互助会が発展していくよう努力することをお約束して、ご挨拶と
させていただきます。

Memories
保養所「浜京」（Ｓ41～Ｈ20）
　保養所「浜京」は、昭和41年１月に互助会直営の保養施設とし
て建設され、開所されました。
　40年以上の長きにわたり、多くの会員の皆さまに宿泊、宴会、
休憩、娯楽（囲碁、将棋）等でご利用いただきましたが、建物の老
朽化などにより、平成20年３月に惜しまれる声もあるなか事業
休止となりました。

「ふるさと探検隊」（Ｈ６～Ｈ20）
　ふるさとを持たない子どもたちに、田舎の山や川での遊びを通して、普段なかなかできない体験
をしてもらう「ふるさと探検隊」を毎年夏休みに実施していました。
　平成19年夏には３泊４日で、新潟県魚沼市に宿泊し芝滑り、岩魚のつかみどり、お寺の境内を借
りての肝試し、餅つき、花火大会等を体験してもらいました。人気のある企画で多くの子どもたち
に参加してもらいました。

1960 2009 2010 2011 2012

S35.4
互助会創立
会員5,000人で
スタート

H24.4
横浜市教育文化セ
ンターから横浜第一
有楽ビルへ移転

H22.4
創立50周年 50th

anniversary

H21.4～9
横浜開港150周年
開国博Y150開催

H22.4
政令市としては初めて学
校教育事務所（東部・西
部・南部・北部）を設置

H23.3
東日本大震災

H24.4
横浜市立南高等
学校附属中学校
を開校
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R2.4
創立60周年
任期付等職員も加入可能
過去最多会員数
15,372人

R2.10
横浜第一有楽ビルから
横浜花咲ビルへ移転

60周年記念事業
●リフレッシュ補助券【拡充】
●レクリエーション事業【新規】
●会員フリーライフサポート事業 【新規】

創立60周年記念事業の取組（新規事業等）
●「リフレッシュ補助券」を前年度6,000円から8,000円に増額しました。
●コンサート、演劇、バス旅行等の優待一部補助を実施します。
　 ３月に劇団四季「キャッツ」、「ライオンキング」、「オペラ座の怪人」の観劇を実施しています。

４月にコンサートを予定しています。また、令和３年度にはバス旅行を予定しています。
●会員フリーライフサポート事業を新設しました。
　 ２月１日より互助会が必要経費をすべて負担し、会員が死亡、高度障害になった際、保険制度を

活用して30万円の給付金を支給します。
● リフレッシュ補助券や永年勤続関係旅行補助券の利便性を向上させるため、使用できる範囲を家

族まで広げました。（家族の範囲　①会員の配偶者、子及び父母　②会員と同一の世帯に属し、
その会員の扶養家族と認定されている者）

●対象となる店舗やホテル等の拡充を図りました。
● 若年層の教職員に互助会の制度趣旨を理解していただくため、様々な機会を活用して PR を促進

します。
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H29.4
県費負担教職員から
市費負担教職員へ移
管のため、互助会シ
ステムを導入

H31.4～
互助会ホームページ・
互助会ガイド・ニュー
スがリニューアル
体験レポート開始
会員にアンケート調査実施

〈互助会ホームページ〉

〈互助会ガイド・ニュース〉

〈横浜花咲ビル〉

〈新市庁舎〉

H28.4
義務教育学校
霧が丘学園
を開校

H29.4
横浜市立横浜サイエンス
フロンティア高等学校附
属中学校を開校

H29.4
義務教育学校西金沢学園
を開校

Ｒ元.5
新元号「令和」

R2.2～
新型コロナウィルス
感染症の世界的流行

R2.6
市庁舎が関内から
馬車道へ移転
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60周年記念事業

1　リフレッシュ補助券

　令和２、３年度の２か年は、8,000円に増額

2　レクリエーション事業

　 バスツアー（新規）、演劇、コンサート（継続）

の優待一部補助

給 付 事 業

出 産 祝 金 20,000円

就 学 祝 金 20,000円

義 務 教 育 修 了 祝 金 20,000円

療 養 見 舞 金 20,000円

校 務 災 害 給 付 金 10,000円

　＊金額は前年度から変更なし

健康・余暇活動等支援事業
1 ヘリコプター遊覧飛行（１施設）
2 飲食店（79施設　ホテル内飲食店を含む）
3 日帰り入浴施設（24施設）
4 旅行社（21社）
5 市内指定ホテル（16施設）
6 市外指定ホテル・指定旅館等（59施設）
7 東急ハーヴェストクラブ（18施設420泊）
8 家事代行・ハウスクリーニング（３社）
9 文化施設（５施設）

購 買 事 業
割引契約事業　　指定店　　51社

厚 生 事 業
1 リフレッシュ補助券

4/1現在会員 8,000円

2 永年勤続会員旅行補助券（会員期間10年以上）

勤続10年 15,000円相当

勤続20年 55,000円相当

勤続30年 60,000円相当

3 退職会員旅行引換券（会員期間10年以上）

勤続10年～19年 50,000円相当

勤続20年～29年 100,000円相当

勤続30年以上 130,000円相当

＊２及び３は任期付等職員は対象外となります。

保 険 事 業
1 団体扱い生命保険

契約保険会社
日本生命、第一生命、明治安
田生命、大樹生命、住友生命、
かんぽ生命、富国生命

＊ 割安となる団体保険料率適用の保険料を毎月給与
から控除

2 生活年金共済

保険期間 ２月１日～翌年１月31日

加入対象 会員及び配偶者

１口あたり給付額
（８口まで）

死亡・高度障害：300万円
障害年金１・２級：30万円

＊毎月の保険料は加入者確定後に決定

3 会員フリーライフサポート事業
　会員の死亡・高度障害時に30万円の給付金
支給（互助会が必要経費をすべて負担）

＊保険事業は任期付等職員は対象外となります。

●令和３年度 互助会事業概要案
　この事業概要案は令和３年３月25日に開催予定の「横浜市立学校教職員互助会理事会・評議員会」
に提案する予定です。
　承認されましたら改めてお知らせします。

事業概要
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●就学祝金請求書の提出期間  【互助会ガイド11、12ページ掲載】

給付金種別 提出期間 支払期日

就 学 祝 金 ４/１（木）～４/12（月） ５/17（月）

・ 給付金請求書（第８号様式）は、互助会ホームページからダウンロード
してください。

・ 就学祝金の対象となる児童・生徒氏名のフリガナ及び入学年月を必ず記
入してください。

・令和３年４月１日現在の所属校から提出してください。

・ 給与に加算して給付金を支給するため、請求書の振込先欄の記入は不要
です。（振込先欄に記入があった場合も、給与に加算して支給します。）

・今回から請求者の押印は不要となります。

広 告
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広 告
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