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●令和３年度互助会事業計画及び予算　●リフレッシュ補助券が配付されたら　
●レクリエーション事業　●リフレッシュ補助券の使える施設のご案内「箱根」　
●割引契約情報　●割引契約施設等からのお知らせ　●互助会ニュースの装い
が新しくなりました

「たのしいなわとびダンス」（長津田小学校２年　いしおかゆきねさんの作品）
ダンスをする３人が描かれています。

表紙作成協力：横浜市立中学校美術研究会、横浜市立小学校図画工作教育研究会、表紙作品制作者所属校関係者の皆さん



令和３年度互助会事業計画及び予算
　令和３年度予算については、前号で事業計画案をお知らせしたところです。
　令和３年３月末の横浜市立学校教職員互助会理事会・評議員会において承認された令和３年度互助
会事業計画及び予算を改めて会員の皆さんにお知らせします。
　今年度につきましては、厚生事業は引き続きリフレッシュ補助券の 2,000 円増額、保険事業では
互助会が経費をすべて負担し、会員が死亡・高度障害になった際に給付金を支給する制度を継続しま
す。昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で十分に実施できなかったバスツアーや、演劇、
コンサートなどを実施し、会員の皆様にとってより親しみやすく、満足度の高い事業を計画していま
す。詳細は前号もご参照ください。
　社会情勢、財政状況共に厳しい状態が続くと思われますが、会員の皆様の声を反映した効果的な互
助会運営を進めてまいります。

令和３年度互助会予算総括表

会計区分 本年度事業費 前年度事業費 差引増減

一 般 会 計 469,261 408,980 60,281

団体生命保険会計 35,226 10,503 24,723

駐 車 場 会 計 37,807 93,437 △55,630

合　　計 542,294 512,920 29,374

一般会計予算内訳

科　　目 本年度 前年度 増減 摘　　要

歳
　
　
　
入

会 費 236,739 229,244 7,495

繰 入 金 180,000 176,370 3,630 給付・厚生事業、支払準備金及び
厚生資金引当資産から繰入

前年度繰越金 49,097 0 49,097 令和３年３月の補助券支払い分

雑 入 3,425 3,366 59 労金出資配当金、預金利子、広告収入

合　　計 469,261 408,980 60,281

歳
　
　
　
　
　
出

管 理 運 営 費 140,430 95,491 44,939 人件費、印刷製本費、委託料、公課費等

給 付 費 57,100 53,300 3,800 出産・就学・義務教育修了祝金、
療養見舞金等

事 業 費 207,847 178,016 29,831 永年勤続旅行補助券、永年勤続退職者
旅行引換券、リフレッシュ補助券等

システム対策事業費 7,384 5,611 1,773 システム運用関係経費

レクリエーション事業費 5,500 36,561 △31,061 コンサート、観劇チケット補助、
日帰りバスツアー補助

支払準備金繰出金 50,000 40,000 10,000 年度当初の資金不足に対応するために
繰入金を返却し10,000千円積み増し

予 備 費 1,000 1 999

合　　計 469,261 408,980 60,281

（単位：千円）

（単位：千円）
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リフレッシュ補助券が配付されたら･･･
　毎年度配付されるリフレッシュ補助券は、皆さんどのように利用していますか？
　今回は、昨年度末にお問合せの多かった横浜髙島屋での利用について、改めてお知らせします。
　横浜髙島屋では「レストラン・喫茶」でのみリフレッシュ補助券の利用が可能です。店舗の出退店
等により対象店舗が異なる場合があります。ご利用前に互助会ホームページでご確認ください。
　なお、横浜髙島屋の地階食料品、タカシマヤフードメゾン新横浜店はご利用対象外です。
　掲載写真はあくまでもお料理の一例です。季節等によりメニューが変更されるお店もありますので、
あらかじめご了承ください。
　下記飲食店のテイクアウトメニューについては、今年３月までとしていましたが、今年度も引き続
き利用できることとなりました。是非、ご活用ください。

階 名　称 メニューの一部紹介

８階 ローズダイニング
「なだ万賓館 横浜店」「人形町今半」
「かつ久無庵」「妻家房」
「鳥どころ 京都八起庵」「ナプレ」
「中村孝明ＹＯＫＯＨＡＭＡ」
「お好みダイニング 横濱ローズ邸」
「鼎泰豊」「ＫＩＨＡＣＨＩ」
「ホテルニューグランド ル グラン」
「南国酒家」「銀座福助」「銀座天一」
「二ホンの食卓 つくみ」
「永坂更科 布屋太兵衛」
「牛たんと和牛焼き 青葉」

７階 「清月堂」

６階 「資生堂パーラー」「イノダコーヒ」

５階 「野田岩」「トースティーズ」

４階 「カフェ　横濱壹番館」

３階 「ウエスト ベイカフェ ヨコハマ」

２階 「タカノフルーツパーラー」

屋上 「横浜髙島屋ビアガーデン 星空 GRILL
（10月３日までの期間限定）」

「銀座福助」

「永坂更科 
 布屋太兵衛」

「資生堂パーラー」

「トースティーズ」

「ウエスト 
ベイカフェ ヨコハマ」
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互助会60周年記念事業について

　令和２年度は互助会創立60周年ということで、様々な企画をお届けする予定でしたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響で、事業を大幅に縮小せざるを得なかったところです。
　このため、今年度も引き続き互助会60周年記念事業を継続していきます。
　昨年度実施できなかった「日帰りバス旅行」も企画する予定ですので、ご期待ください。
　コンサートや演劇鑑賞については、引き続きレクリエーション事業として実施していきます。
　今号でも募集記事を掲載していますので、是非ご覧ください。

令和２年度　実施結果

公　演　名 申込人数 当選者数

石田組（４月11日分） 56名（募集定員50名） 全員当選

ミュージカル『キャッツ』（３月20日分） 89名（募集定員25名） 35名

ミュージカル『キャッツ』（３月28日分） 59名（募集定員25名） 32名

ミュージカル『ライオンキング』（３月21日分） 179名（募集定員25名） 46名

ミュージカル『ライオンキング』（３月27日分） 109名（募集定員25名） 40名

ミュージカル『オペラ座の怪人』（３月14日分） 69名（募集定員25名） 32名

お寄せいただいたコメント

○ 以前から石田組の公演を聴きたいという夢がありました。ぜひ、夢が叶いますように。
○長女の卒業祝いと長男の成人の祝いを兼ねて、応募させていただきました。
○娘に初めてのミュージカルを観覧させようと思い応募しました。
○ 昨年、コンサートや四季公演が中止・返金となり、とても残念でした。互助会ニュー
スで記念事業を見つけ、「是非、今度こそ」と思って応募させていただきます。

　その他、家族が５人なので４枚までの人数制限を見直して欲しいというご意見も頂
戴しておりますが、少ない予算で一人でも多くの会員の方に参加してもらえるように
しました。ご理解いただければ幸いです。
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６月号募集事業
１　神奈川芸術協会（協会へ直接申込・抽選）⇒ リフレッシュ補助券使用は不可
　　★華麗なるコンチェルト・シリーズ2021チャイコフスキー３大協奏曲
　　　神奈川県民ホール　８月28日（土）14時
　　　Ｓ席15席　4,500円（一般価格7,500円）
　　★イ・ムジチの四季　イ・ムジチ合奏団　結成70周年記念ツアー
　　　神奈川県立音楽堂　９月26日（日）14時
　　　Ｓ席５席　7,000円（一般価格10,000円）
　　　Ａ席10席　5,000円（一般価格8,000円）
２　横須賀芸術劇場（劇場直接申込・先着順）⇒ リフレッシュ補助券使用は不可
　　★35th　Anniversary　ヨコスカ ジャズ ドリームス2021
　　　よこすか芸術劇場　７月24日（土）16時
　　　Ｓ席20席　3,800円（一般価格6,800円）
３　鎌倉芸術館（互助会へ申込・抽選）⇒ リフレッシュ補助券使用可（ただし購入
　　費用が券面額を超える場合に限る）
　　★鎌倉音楽文庫第４巻・「仲道郁代『シューマンと芥川龍之介』」
　　　鎌倉芸術館大ホール　11月13日（土）14時
　　　全席指定10席　1,000円（一般価格4,000円）
　　★かまくら名人劇場第40回「柳家喬太郎・入船亭扇辰　二人会」
　　　鎌倉芸術館小ホール　10月17日（日）14時
　　　全席指定６席　1,000円（一般価格3,600円）
４　劇団四季（互助会へ申込・抽選）⇒ リフレッシュ補助券使用可
　　★ミュージカル『アラジン』　電通四季劇場［海］（新橋）
　　　９月４日（土）、23日（木・祝日）いずれも13時
　　　Ｓ席各日30席　8,000円（一般価格13,200円）こども料金あり
　　★ミュージカル『オペラ座の怪人』　JR東日本四季劇場［秋］（浜松町）
　　　８月28日（土）13時　Ｓ席25席　7,000円（一般価格12,100円）
　　★ミュージカル『はじまりの樹の神話～こそあどの森の物語～』　自由劇場（浜松町）
　　　８月29日（日）11時30分　全席指定20席　2,000円（一般価格6,600円）こども料金あり

　申込詳細については、ニュース発行と同時に互助会のホームページに掲載しますので、ご確
認ください。また、申込方法や購入手続き、入場年齢制限など、主催者によって異なりますので、
ホームページの情報をよくお読みの上、お申込みをお願いします。

今後のレクリエーション事業（予定）
　令和３年度は今号を含め３回、互助会ニュースで参加者募集を行います。
　今年度から、昨年度の神奈川芸術協会と劇団四季に加え、鎌倉芸術館、横須賀芸術劇場主催公
演も募集しますので、お近くの方は是非ご利用ください。
　また、日帰りバス旅行も企画する予定です。ご期待ください。
１　９月号募集事業（予定）
　　★ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団ニューイヤーコンサート2022
　　★ミュージカル『アラジン』　★日帰りバス旅行　他
２　１月号募集事業（予定）
　　★日帰りバス旅行　他
　今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止になる事業も想定されますので、あ
らかじめご承知おきください。
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リフレッシュ補助券の使える施設のご案内「箱根」
  【互助会ガイドP32、P43～45】

　紫陽花の花がきれいな季節ですね。箱根に出かけてみませんか？箱根登山鉄道では２年ぶりにあじさ
い電車夜間ライトアップが実施されます。（6/19（土）〜7/4（日））温泉には免疫機能を向上させる効果
もあるそうです。お風呂でのんびりした後はグルメもお楽しみです。

桃源台駅

早雲山駅

強羅駅

宮ノ下駅

塔ノ沢駅

箱根湯本駅

芦ノ湖
箱根ホテル

仙石原
ホテル花月園
箱根ハイランドホテル
品の木一の湯
大箱根一の湯
ススキの原一の湯元箱根

山のホテル
姥子温泉芦ノ湖一の湯

強羅
箱根　ゆとわ

塔ノ沢
塔ノ沢キャトルセゾン
一の湯本館（一の湯グループ）
一の湯新館（一の湯グループ）

須雲川
ホテルはつはな

箱根湯本
箱根パークス吉野
天成園
箱根　花紋
箱根　湯寮
湯本富士屋ホテル

宮の下
富士屋ホテル
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割引契約情報
　リフレッシュ補助券の使用できる業者が増えました。
　令和３年度より、コンサートチケットや演劇チケットの購入にも利用できるように契約準備を進めて
います。また、横浜 FC の他のスポーツ観戦にも利用できるように交渉を進めています。
　今号でお知らせできるのは以下の団体になります。詳細は互助会ホームページをご確認ください。
　　・神奈川芸術協会
　　・横須賀芸術劇場
　　・鎌倉芸術館
　　・横浜ＦＣ
　また、リフレッシュ補助券は使用できませんが、①新橋演舞場主催の公演、②劇団民藝の公演につい
て、一部のチケットが割引で購入できるようになりました。そちらも併せてご確認ください。

割引契約施設等からのお知らせ
・ 互助会ホームページ住宅優待情報のパスワードは「jutaku」（小文字６文字）です。割引情報を掲載
していますので、ご覧ください、
・ 「永年勤続退職者旅行券引換券」の取扱い旅行社が増えました。
　５月１日より農協観光神奈川支店でも旅行券への引換えができるようになりました。
　令和３年３月以降のご退職者、再任用の方にも声かけをしていただけますと幸いです。
・ 横浜ロイヤルパークホテル（株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ）は、現在割引優待
施設の拡大に向けて調整中です。決まりましたら改めてお知らせします。
・ クルーズ・クルーズ YOKOHAMA は４月１日から休業に入っております。割引及びリフレッシュ補
助券対象外となります。
・ 神奈川営繕センター建設との割引優待契約は令和３年３月31日解除となりました。
・ 横浜伊勢佐木町ワシントンホテルは、現在、一般営業を休止しております。今後、一般営業の再開は
なく閉館となっております。そのため、割引及びリフレッシュ補助券対象外となります。
　系列の横浜桜木町ワシントンホテルは引き続きご利用いただけます。

互助会ニュースの装いが新しくなりました
　令和３年度は互助会の目指す「親しみやすい互助会」を実現させるために互助会ニュースの表紙に、
小・中学校、特別支援学校の児童・生徒の皆さんの力作を掲載させていただくことになりました。
　今号はフレッシュな季節にふさわしく、元気あふれる作品で表紙を飾ることができました。会員の
皆さまの元気の素になっていただけたらと願っております。
　ご協力いただきました方々に改めてお礼申し上げますとともに、次号以降も素敵な作品をお届けで
きますよう、互助会事務局職員一同努力してまいります。
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広 告

広 告
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