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「ぜったいかつぞ ! ! 」（能見台南小学校２年　早川想祐さんの作品）
運動会の決意が画面いっぱいに描かれています。
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令和２年度事業及び決算書の概要
　令和３年７月開催の理事会及び評議員会において、横浜市立学校教職員互助会の令和２年度の事業
報告書及び決算書が承認されました。

１　会員数について
　令和３年４月１日現在の会員数は、15,364人となりました。

２　事業概要

給　付　事　業
  51,390,000 円
　会員の生活設計や安心できる生活を応援する
ため、各種給付を実施しました。

出産祝金 878 件
就学祝金 1,099 件
義務教育修了祝金 343 件
療養見舞金 216 件
校務災害給付金 67 件

合　　　計 2,603 件

健康・余暇活動等支援事業
  2,042,700 円
○会員制リゾート施設 （東急ハーヴェストクラブ）

室数（延べ数） 389 室
宿泊者数（延べ数） 1,283 人

○ホテル･旅行社等事業
　割引料金やリフレッシュ補助券で宿泊等がで
きるホテル･旅行社等224施設と契約しました。
○文化施設割引
　文化施設５施設と割引契約しました。
○家事代行・ハウスクリーニング
　家事代行業者３社と割引契約を行いました。

厚　生　事　業
  82,884,000 円

リフレッシュ補助券 12,654 件
永年勤続会員旅行補助券 390 件
永年勤続退職者旅行券引換券 454 件

購買及び保険事業
  〈保険等取扱手数料収入　8,350,669円〉
○保険事業

団体扱い生命保険 17,049 件
生活年金共済 9,153 件
生活年金共済（全員加入部分） 29,516 件

合　　　計 55,718 件

  ※取扱件数は年間延べ件数
○割引契約事業
　指定店、葬儀店等59社と割引契約しました。

システム対策事業
  4,575,560 円　
　会費徴収等の業務を処理する互助会システム
の安定的な運用を行い、また、任期付等職員の
加入開始に伴って、当初想定していなかったシ
ステム上の不具合を解消するためのシステム改
修を行いました。

旧保養所「浜京」跡地利用
  〈土地貸付収入　35,280,000 円〉
　民間の駐車場運営会社と土地の賃貸借契約を
締結し、時間貸駐車場として活用しました。

３　各会計決算総括表
　令和２年度各会計決算書が承認されました。  （単位：円）

会 計 区 分 予算額① 決算額② 差引増減②−①
一 般 会 計 408,980,000 303,793,191 ▲ 105,186,809
団体生命保険会計 10,503,000 26,400 ▲ 10,476,600
駐 車 場 会 計 93,437,000 40,103,618 ▲ 53,333,382
合　　　　計 512,920,000 343,923,209 ▲ 168,996,791
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理事・評議員紹介（敬称略）

区分 氏　　名 区分 氏　　名 区分 氏　　名

委員会 小椋　　歩（会　長） 会　員 松下　秀高（理　事） 会　員 冨田　裕介（評議員）

会　員 福居　恵子（副会長） 委員会 近藤　健彦（理　事） 会　員 稲葉　達也（評議員）

学校長 山手　英樹（理　事） 委員会 古橋　正人（理　事） 会　員 小林　慶史（評議員）

学校長 増田　昌浩（理　事） 学校長 冢田三枝子（評議員） 委員会 原田　　智（評議員）

学校長 小林　淳一（理　事） 学校長 室伏　健治（評議員） 委員会 森長　秀彰（評議員）

会　員 高木　克明（理　事） 学校長 長尾　　一（評議員） 委員会 大木　靖博（評議員）

会　員 柴田　康光（理　事） 会　員 藤牧　圭子（評議員） 会　員 石髙　睦月（監　事）

会　員 山口　勝之（理　事） 会　員 安西　　透（評議員） 委員会 石川　隆一（監　事）

会　員 五味　　誠（理　事） 会　員 小杉　啓司（評議員）

リフレッシュ補助券がおせち料理の予約販売に
利用できるようになりました！！

●　申込受付期間
　　令和３年９月22日（水）～12月25日（土）まで
●　申込先
　　横浜髙島屋８階　おせち料理ご予約承りコーナー
●　注意事項
　　申し込み後のキャンセルはできません。
●　その他
　　利用方法等詳細は互助会ホームページをご覧ください。
　　（９月22日に公開予定）

　今回、令和３年６月30日をもって長年にわたり横浜市立学校教職員互助会理事会・評議員会の副会長を
務められた桺井副会長が退任されました。ご挨拶をいただきましたのでご紹介します。

　よく学び　よく遊べ  桺　井　健　一　　

　昔から子どもたちに、よく話していたことです。
　人の成長には、ぐっと集中するときと、ぼーっとする時間が大切なのです。そして、
遊びは多くの人の繋がりもつくります。それは、私たちおとなにとっても同じだと思います。
　互助会の目的は『元気回復』そして『リフレッシュ』です。教職員がいろいろなところ
をめぐり、人と出会い、体感することは、子どもたちにも大きな影響を与えます。その
一役を担っているのが互助会なのです。
　相互互助は、人が生きる上で大切なことです。横浜には多くの会員がいるため、スケー
ルメリットも期待できます。今、会員の皆様の声を聞きながら、そのニーズにあった互助
会改革も進めています。
　もし、あなたの横にまだ未加入の方がいたならば、こんな互助会の精神を管理職と一緒
にお話いただき、加入手続きを進めていただければと思います。
　互助会副会長の退任にあたり、ひとことお願いを申し上げました。
　長い間、本当にありがとうございました。
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９月の芸術鑑賞等参加者募集
コンサート・演劇等
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等の使用は不可
　　★華麗！アメリカン・ニューイヤー
　　　神奈川県民ホール　１月９日（日）14時
　　　Ｓ席10席　3,000円（一般価格6,000円）
　　★ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサートシリーズ
　　　10月16日（土）：YAMATO String Quartet、11月３日（水・祝）：仲道郁代、
　　　12月12日（日）：錦織　健　各日13時30分
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　全席指定　各日10席　2,000円（一般価格5,000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等の使用は不可
　　★モルゴーア・クァルテット
　　　ヨコスカ・ベイサイド・ポケット　11月27日（土）15時
　　　Ｓ席10席　1,600円（一般価格4,600円）
　　★ベイサイド・ポケット寄席　東京四派競演落語会
　　　ヨコスカ・ベイサイド・ポケット　12月５日（日）14時
　　　Ｓ席６席　1,000円（一般価格3,600円）
３　鎌倉芸術館（互助会へ申込・抽選）⇒リフレッシュ補助券・永年勤続旅行補助券
　　使用可（ただし購入費用が券面額を超える場合に限る）
　　★かまくら名人劇場第41回「三遊亭遊雀・古今亭菊之丞　二人会」
　　　鎌倉芸術館小ホール　12月５日（日）14時
　　　全席指定６席　1,000円（一般価格3,600円）
　　★ＯＺＯＮＥ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Vol.５　小曽根真
　　　鎌倉芸術館大ホール　12月12日（日）16時
　　　全席指定Ｓ席10席　3,000円（一般価格6,000円）
　　★鎌倉芸術館ゾリステンVol.49新春コンサート
　　　鎌倉芸術館大ホール　１月30日（日）15時
　　　Ｓ席10席　1,500円（一般価格4,500円）
４　劇団民藝（互助会へ申込・抽選）⇒リフレッシュ補助券・永年勤続旅行補助券
　　使用可（ただし購入費用が券面額を超える場合に限る）
　　★集金旅行
　　　俳優座劇場　12月４日（土）、５日（日）各日13時30分
　　　全席指定各日10席　3,600円（一般価格6,600円）

劇団四季ミュージカル
（互助会へ申込・抽選）⇒リフレッシュ補助券・永年勤続旅行補助券使用可（ただし
購入費用が券面額を超える場合に限る）
　　★ミュージカル『アラジン』　電通四季劇場[海]（新橋）
　　　12月25日（土）13時
　　　Ｓ席50席　8,200円（一般価格13,200円）こども料金あり
　　★ミュージカル『ライオンキング』　有明四季劇場（有明）
　　　12月26日（日）11時Ｓ席25席、12月26日（日）15時30分S席25席
　　　7,100円（一般価格12,100円）こども料金あり
　　★ミュージカル『アナと雪の女王 』　JR東日本四季劇場[春]（浜松町）
　　　12月４日（土）17時　Ｓ席50席、12月18日（土）17時　Ｓ席50席
　　　各日7,650円（一般価格12,650円）こども料金あり
　　　※今回から劇団四季については、一律5,000円の補助とさせていただいております。

10月16日はご要望の多かった石田組の石田泰尚さんのカルテットです。乞うご期待！！
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割引契約情報
　リフレッシュ補助券及び割引優待の対象業者が増えました。
　（※詳細は、互助会ホームページをご確認ください。）
　　・横浜ハンマーヘッド 【リフレッシュ補助券のみ使用可、割引優待なし】
　　・株式会社　花葬 【割引優待】
　　・星槎大学・星槎大学大学院 【割引優待】
　　・株式会社長谷工コーポレーション 【割引優待】

割引契約施設等からのお知らせ
・ 昨年度ご好評をいただきましたテイクアウト等へのリフレッシュ補助券使用を、今年度も９月１日
から実施しています。詳細は、互助会ホームページをご確認ください。
・ 「とうふ屋うかい鷺沼店」及び「北欧料理　レストラン　スカンディヤ」との割引優待契約は６月30
日に解除となりました。※リフレッシュ補助券は引き続き使用できます。
・ 「リオグランデグリル横浜ベイクオーター」とのリフレッシュ補助券使用契約は７月５日に解除と
なりました。※割引優待は引き続き受けられます。
・ 横浜ベイホテル東急の「szechwan restaurant CHEN（スーツァンレストラン陳）」で、７月15日か
らリフレッシュ補助券を使用できるようになりました。

会員読者限定プレゼント
　この互助会ニュースをご覧いただいている会員の中から、抽選で100名様にプレゼントがあります。
　下にある QR コードから詳細をご確認の上、出題された問題に回答してご応募ください。

スポーツ観戦
１　横浜F･マリノス VS FC 東京（互助会へ申込・抽選）⇒リフレッシュ補助券・
　　永年勤続旅行補助券使用可（ただし、購入費用が券面額を超える場合に限る）
　　日産スタジアム　11月6日（土）16時キックオフ
　　メインSS20席  大人1,700円（標準価格5,200円）、
  小中学生600円（標準価格2,100円）
　　※チケット１枚につき１点特典がつきます。詳細はホームページをご覧ください。
２　 横浜FC VS 徳島ヴォルティス（横浜 FCへ直接申込・先着順）⇒リフレッシュ補助券の

み使用可（ただし購入費用が券面額を超える場合に限る）
　　三ッ沢競技場　10月16日（土） 16時キックオフ
　　メイン中央指定席10席　大人1,500円（標準価格4,500円）、小中学生500円（標準価格3,000円）
　　バックスタンド内指定席20席　大人1,500円（標準価格3,600円）小中学生500円（標準価格2,100円）
　　※チケット１枚につき１点特典がつきます。詳細はホームページをご覧ください。

　すべての公演・スポーツ観戦の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、申込みをお願いします。
　なお、申込み後のキャンセルはお受けできませんので、当選した場合には確実に参加できる方の申
込みをお願いします。
　また、コロナウイルス感染症の状況によっては、ニュースに掲載していても募集できない場合、あ
るいは、募集後でも中止にせざるを得ない場合がありますことを、あらかじめご承知おきください。

応募フォーム
はこちら

▲ ↓こちらからもアクセスできます。
https://hamagojo.com/dokusya2021-09/
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HPはこちら▶

■天城高原
充実したスポーツ施設

■那須
癒やしの森

■山中湖マウント富士 美しい富士と湖を望む

■予約方法

■ご予約の際、 以下の項目をお申し出ください。

【東急ハーヴェストクラブ　サポートセンター】
TEL：０５０−５８４０−１４０２
営業時間：全日11：00〜17：30（年末年始を除く）

※電話をおかけの際には、いまいちど電話番号の確認を
　お願いいたします。

■電話予約

■オンライン予約

■利用可能施設

■施設詳細は

■ホームグラウンド （優先的に予約ができます）

裏磐梯グランデコ／箱根明神平／山中湖マウント富士／蓼科リゾート／スキージャム勝山

■相互利用 （空室がある場合に予約ができます）

VIALA annex 京都鷹峯／京都鷹峯／VIALA annex 熱海伊豆山／熱海伊豆山／
VIALA annex 軽井沢／軽井沢／勝浦／那須／那須Retreat／VIALA箱根翡翠／
箱根甲子園／天城高原／浜名湖

【東急ハーヴェストクラブ互助会専用ページ】
https://www.harvestclub.com/Un/houjin/9050_ykkg

（互助会ガイド53〜57ページ掲載）をご参照ください。

東急ハーヴェストクラブ互助会専用ページの［オンライン予約］から
申込を行ってください。
※初めてオンライン予約を利用する場合は、「新規登録」が必要に
なります。

①法人名「横浜市立学校教職員互助会」　②社員番号＝互助会会員番号（７桁の職員番号またはＳ＋数字５桁）
③互助会会員名　④ご希望施設　⑤希望宿泊日　⑥人数　⑦ご利用代表者名　⑧互助会会員の方との続柄

HPはこちら▶

応募フォーム
は こ ち ら▶

　互助会会員は横浜市立学校教職員互助会で法人会員となっている東急ハーヴェスト
クラブの利用ができます。会員一人あたり年間２室までご利用できます。※
　箱根・山中湖・蓼科エリアなど様々な施設があります。ゴルフ優待券、
平日・休日宿泊優待券などお得な情報も互助会ホームページでご案内しており
ますので、ぜひ互助会ホームページもご覧ください。

※１泊１室＝１室、 ２泊１室 ・ １泊２室＝２室とします。

〈リフレッシュ補助券 ・ 永年勤続会員旅行補助券がご利用できます。〉

１　申込方法： 互助会ホームページの応募フォーム
 https://hamagojo.com/moushikomi/present1.html に必要事項を入力の上、ご応募ください。

 携帯電話・スマホの方はＱＲコードからもアクセスできます。
２　申込期限： ９月30日（木）17:00　必着
３　当選通知： 10月12日（火） ①互助会ホームページ上で発表いたします。
  ②メールにて当選者のみにご連絡いたします。
 ※利用券の送付は、10月下旬を予定しています。（学校メール便（貴重品扱い）にて）

４　利 用 券： 3,000円分の施設利用券（有効期限：2021年11月１日～ 2022年４月30日）
 ※食事のみでも使用できます。 　※おつりには対応できません。

 ※リフレッシュ補助券・永年勤続会員旅行補助券の使用期限は2022年３月31日まで(３月31日宿泊分まで）使用できます。

8


