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年度末異動・退職に伴う諸手続

第38回生活年金共済（任意加入部分）からのお知らせ
（令和４年２月１日～令和５年１月31日）
項　　目 内　　容

正 規 保 険 料 １口　月額 1,098円（死亡・高度障害保険金300万円）
障害特約対象外の場合　１口　月額 990円（死亡・高度障害保険金300万円）

互助会に連絡が
必要となる場合

• 保険金・給付金の支払事由が発生したとき（死亡・高度障害、障害年金１、
２級に該当の場合）　•保険金の受取人を変更するとき　•改姓したとき　
•年度途中で互助会を退会するとき

注 意 事 項 •保険料が２か月連続で未納になると失効（未納月から脱退）となります。
•保険期間途中での脱退は配当金還付がありません。

※ 第37回生活年金共済の配当金は、令和４年３月16日の給与に加算します。（令和４年１月分保険料のお支払
いが期日を過ぎた場合は配当金が支払われませんのでご注意ください。）※生活年金共済は、１年ごとに収支
計算を行い剰余金が生じた場合に、配当金としてお支払する仕組みとなっています。配当率はお支払い時期
の前年度決算で決定するので将来支払配当金は現時点では確定していません。※障害保険金・障害初期給付
金は64歳までの本人のみ保障対象です。※死亡保険金・高度障害保険金・障害保険金は重複して支払われま
せん。また、障害初期給付金のお支払いは１回限りです。（制度内容等詳細はパンフレットをご確認ください。）

　まだ互助会に加入されていない方で４月１日付加入を希望される方は、３月31日までに加入申込書
を互助会に提出してください。リフレッシュ補助券（8,000円相当）の配付対象となります。
　加入申込書は互助会ホームページ（様式集）からダウンロードできます。

互助会と振興会に
加入している
または互助会のみに
加入している

手続不要で互助会は継続加入、
振興会は退会となります

手続不要で互助会・振興会とも
退会となります

手続不要で互助会・振興会とも
会員資格は中断となり復帰したら
自動で復活します
※詳細は、後日各所属に配信するメールを
　ご確認ください

生活年金共済に
加入している

手続不要で団体扱い継続です

団体扱いは個人扱いに変更になります。
新しい支払い方法等は契約している
保険会社に確認してください

手続不要で継続します

手続不要で３月末日で脱退です

はい

いいえ

START 今年度末退職する
（定年・自己都合）

教育委員会事務局、国大附属、
県機関に異動になる

自己啓発等休職休業、配偶者同行
休業、大学院修学休業になる

退職後再任用職員として
勤務する

団体扱い生命保険に
加入している

退職後再任用職員として
勤務する

退職後再任用
職員として
勤務する予定

 →互助会の会員証は破棄してください。振興会の会員証は振興会に返却してください。
 → 中断期間は会費の徴収、リフレッシュ補助券の配付はありません。中断期間中に祝金等の給付事由が発生
した場合は、復職後２年以内ならば請求できます。
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給付金請求書の提出期間
　今年度の次の給付金請求書の提出は、下の表の提出期間内にお願いします。

給付金種別 提出期間 支給日 給付対象 支給方法

義務教育修了祝金
（中学校を卒業するとき）

２/１（火）～
� ２/10（木）

３/16（水）
令和４年３月31日
時点で会員の方

■教職員の会員
　（７桁の職員番号）

⇒　給与加算
※給付金請求書の「振込先」欄
の記入は不要です。

■教職員以外の会員
　（Ｓ+数字５桁）

■退職後に在職中の請求をする場合

⇒　銀行振込
※ 給付金請求書の「振込先」欄
に口座をご記入ください。

就 学 祝 金
（小学校または中学校に
入学するとき）

４/１（金）～
� ４/12（火）
※�４月１日以降に請
求時点の在籍校か
らご提出ください。

５/16（月）
令和４年４月１日
時点で会員の方

１　 給付金請求書（第８号様式）・記入例は、互助会ホームページ「各種様式ダウンロード」から出力
ができます。

２　 給与加算が可能な方が「振込先」欄に給与口座と異なる振込先を記入された場合でも給与口座へ
支給されます。

３　 請求者ご本人の自署による申請でお願いいたします。ただし、自署でない場合（データで名前を
入力される場合、ゴム印使用の場合）は、押印もお願いいたします。

４　 所属確認欄についてもご本人の自署によるサインでお願いいたします。ただし、「レ」点、ゴム
印は不可です。
※ 給付の請求は、事由の発生後２年間です。提出期間を過ぎた後でも受付けますが、今回の提出期間内にご請
求いただいたものより、支給が遅くなる場合があります。ご了承ください。ご不明な点がございましたら、互
助会までお問い合わせください。

永年勤続退職者旅行券引換券の配付
　長年（勤続10年以上）教職等でご活躍くださった会員の方に対し、退職又は死亡時に、永年勤続
退職者旅行券引換券を配付します。
　配付時期及び配付方法は次のとおりです。なお、現在再任用・任期付等職員の方は対象外です。

配　付　時　期 令和４年３月中旬（予定）に学校等を通じて配付します

引　換　期　間 令和４年４月１日～令和５年３月31日まで

※令和４年３月中は引換えができませんのでご注意ください。
※令和５年３月31日を過ぎますと引換えができなくなります。必ず期限までに引換えをお願いいたします。

勤　続　年　数 旅行券引換券金額
勤続10年以上20年未満 50,000円 相当

勤続20年以上30年未満 100,000円 相当

勤続30年以上 130,000円 相当

【ご注意ください（令和２年度退職の方へ）】
　引換券に「引換期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日」と書かれている引換券をお持ちの方は必ず「令和４年
３月31日」までに旅行社にて旅行券への引換えをお願いいたします。
　また、お知り合いに令和２年度退職の方がいらっしゃいましたら、引換期間についてお声がけをお願いいたします。

→
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１月の芸術鑑賞等参加者募集１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

　　①３月12日（土）13：30「岡本侑也（チェロ）＆北村朋幹（ピアノ）デュオ・リサイタル」
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　全席指定10席　1,000円（一般価格4,000円）　
　　②４月３日（日）13：30「三浦一馬／石田泰尚　東京グランド・ソロイスツ」
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　全席指定10席　3,000円（一般価格6,000円）
　　③５月３日（火・祝）13：30「奥井紫麻　ピアノ・リサイタル」
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　全席指定10席　1,000円（一般価格4,000円）
　　④５月10日（火）19：00「石田泰尚スペシャル　vol.1無伴奏≪シャコンヌ≫」
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　Ｓ席10席　1,000円（一般価格4,000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

　　★見砂和照と東京キューバンボーイズ VS 民謡クルセイダーズ　大パノラマコンサート
　　　~ラテンと民謡が火花を散らす！~ゲストDJ：ピーター・バラカン
　　　よこすか芸術劇場　４月９日（土）16時　Ｓ席10席　2,800円（一般価格5,800円）

３　新橋演舞場（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

　　★演劇『毒薬と老嬢』　新橋演舞場
　　　３月19日（土）11時30分　１等席10席　7,000円（一般価格12,000円）
　　　出演者：藤原紀香、久本雅美　他

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『アナと雪の女王』
　　　NOMURA　野村證券ミュージカルシアターJR東日本四季劇場［春］（浜松町）
　　　①３月27日（日）、②４月29日（金・祝）、③５月５日（木・祝）
　　　各日12時30分　Ｓ席50席　8,750円（一般価格13,750円）こども料金あり

ホリプロミュージカル
（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『ラ・カージュ・オ・フォール　籠の中の道化たち』　日生劇場（日比谷）
　　　①３月20日（日）、②３月21日（月・祝）
　　　各日13時00分　Ｓ席10席　9,000円（一般価格14,000円）
　　　出演者：鹿賀丈史、市村正親　他

　　★ミュージカル『メリー・ポピンズ』　東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
　　　③４月29日（金・祝）12時30分　、④５月４日（水・祝）17時30分　
　　　各日　Ｓ席10席　9,000円（一般価格14,000円）　　
　　　出演者：（４/29）笹本玲奈、大貫勇輔　（５/４）濱田めぐみ、小野田龍之介　他 （Wキャスト）
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１月のスポーツ観戦参加者募集１月のスポーツ観戦参加者募集
バスケットボール観戦
　令和３年９月募集のスポーツ観戦申込受付時に、バスケットボール観戦のご希望を多数いただ
きました！　それをうけ、今回は横浜ビー・コルセアーズの試合の募集を行います。

★横浜ビー・コルセアーズ（横浜ビー・コルセアーズに直接申込・先着順）
　⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可

１．互助会補助事業
　①１月29日（土）15時05分試合開始、②１月30日（日）14時05分試合開始
　　横浜ビー・コルセアーズ VS 千葉ジェッツ

　③２月５日（土）15時05分試合開始、④２月６日（日）14時05分試合開始
　　横浜ビー・コルセアーズ VS レバンガ北海道

　各日　１階席10席　会場：横浜国際プール（横浜市営地下鉄グリーライン北山田駅）
　　　　大人2,000円（一般価格4,000円）　中高生1,000円（一般価格3,000円）
　　　　小学生500円（一般価格2,500円）

２．優待価格（互助会の補助はございません）
　２階センタービュー席  大人2,500円（一般価格3,200円）、高校生以下1,000円（一般価格1,700円）
　２階サイドビュー席  大人2,000円（一般価格2,500円）、高校生以下500円（一般価格1,000円）

１月芸術鑑賞、スポーツ観戦参加者募集の注意事項
　すべての公演・スポーツ観戦の申込詳細については、ニュース発行後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。
　当選者につきましては、互助会ホームページで発表します。落選者の方には通知等はお送りいたし
ませんので予めご了承ください。
　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・変更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。

横浜�F�C�について
　会員のみなさんお気づきでしょうか？
　令和３年６月から、時々横浜 F C の試合観戦者募集を互助会ホームページで行っています。
　今後もホームページ上で募集をしていきますので、ホームページにちょこちょこアクセスしてくだ
さいね。リフレッシュ補助券も利用可能です。
　横浜ＦＣのホームゲームは横浜駅からバスで約10分のニッパツ三ツ沢球技場で行われております。
試合だけでなくイベントも盛りだくさんとなっており、初めての方でも楽しめるスタジアムです。

 【これまでの実績】
 ５月26日（水）アビスパ福岡戦　　13枚
 ８月25日（水）ガンバ大阪戦　　　10枚
10月16日（土）徳島ヴォルテス戦　16枚（このほか互助会のレクリエーション事業で募集分16枚）
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割引優待・補助券使用契約情報
　リフレッシュ補助券及び割引優待の対象施設が増えました。
　（※詳細は、互助会ホームページをご確認ください。）

【リフレッシュ補助券・永年勤続会員旅行補助券・割引優待の対象施設】
　〇ロイヤルパークホテルズのホテル15施設

•仙台ロイヤルパークホテル　•ロイヤルパークホテル（東京・日本橋）
•ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留　•ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田
•横浜ロイヤルパークホテル（※）　•ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋
•ザ ロイヤルパークホテル 京都三条　•ザ ロイヤルパークホテル 京都四条
•ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路　•ザ ロイヤルパーク キャンバス 京都二条
•ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋　•ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜
•ザ ロイヤルパーク キャンバス 神戸三宮　•ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド
•ザ ロイヤルパークホテル 福岡
　※横浜ロイヤルパークホテルは既契約施設でしたが、新たに永年勤続会員旅行補助券の対象になりました。

【リフレッシュ補助券・割引優待の対象施設】
　◯横浜・八景島シーパラダイス
　◯マクセル アクアパーク品川
　◯仙台うみの杜水族館
　◯上越市立水族館 うみがたり
　◯朝日カルチャーセンター
横浜教室、新宿教室、立川教室、東京通信講座部、千葉教室、名古屋教室
中之島教室、川西教室、京都教室、北九州教室、福岡教室、くずは教室
※詳細は朝日カルチャーセンターホームページでご確認ください。

　◯横須賀温泉　湯楽の里
　◯溝口温泉　喜楽里
　◯相模・下九沢温泉　湯楽の里
　◯よこはまコスモワールド

【リフレッシュ補助券の対象施設】
　◯新江ノ島水族館
　◯ヨコハマ・エア・キャビン
　◯横浜モアーズ
　◯京急百貨店
　◯くまざわ書店　10店舗
みなとみらい店（マークイズみなとみらいＢ４）、ランドマーク店（横浜ランドマークプラザ２Ｆ）、
新横浜店（新横浜プリンスペペ４Ｆ）、アピタテラス横浜綱島店（アピタテラス横浜綱島店２Ｆ）、
ACADEMIA港北店（ノースポートモール３Ｆ）、鶴見店（シャル鶴見５Ｆ）、能見台店（イトーヨーカドー能見台店２Ｆ）、
久里浜店（ウイング久里浜4F）、ジョイナステラス二俣川店（JOINUS　TERACE5F）、
横須賀店（コースカベイサイドストアーズ４Ｆ）

【入館特典付き施設】
　◯はまぎん こども宇宙科学館（令和４年１月31日まで長期休館中）
　　会員もしくは退職優待者本人に知育玩具のプレゼント
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春の川越満喫！　互助会60周年記念　日帰りバスツアー
　60周年記念事業として川越方面へバスツアーを２コース企画しました。リフレッシュ補助券、永年
勤続会員旅行補助券が使用可能です。申込詳細については互助会ホームページをご確認ください。
　春休みに是非楽しいひと時を！　会員様、ご家族皆様でのお申込みをお待ちしております。

行　　程

横浜駅８ 発 〇小江戸蔵里 大正蔵まかない処（昼食 ーー 徒歩 ーー ◎川越小江戸地区自由散策（ 時間）
ーー ーー ◎川越アットファーム 旬のいちご狩り ーー ーー 横浜駅 着（到着後解散）

【互助会に関するお問合せ先】
横浜市立学校教職員互助会 電話：

【旅行内容のお問合せ・お申込み先】
株式会社旅コレクション 電話：

メール：

お申し込みは
右の コードより
お願い致します。

旅行企画・実施
株式会社旅コレクション
神奈川県知事登録旅行業第 号
一般社団法人全国旅行業協会正会員
〒 神奈川県横浜市中区尾上町 横浜第一有楽ビル 階
総合旅行業務取扱管理者：加納 彩香 担当：李、鳥山

マークの見方：【利用交通機関】 貸切バス 【観光】入場観光…◎

●お食事：朝 回・昼 回・夕 回／●添乗員：全行程同行致します
●貸切バス：ふじばす／ ●最少催行人員：２５名／●募集人員：５０名
●参加条件：ご家族の参加は会員様が参加する場合のみ可能です。

歳以下のお子様で座席と昼食を必要とする場合は「 歳～小学校 年生まで」の旅行代金となります。
座席と昼食を必要としない場合は 円です。※ご旅行実施日の年齢を基準と致します。

大人 円

子ども
小学 年生～小学 年生 円
歳～小学 年生まで 円

埼玉の“小江戸”として知られる「川越」は、蔵造の重厚な街並みを散策しながら食べ歩きも楽しめる人気スポット！
大正モダンな洋風建築や、隠れ家的な古民家など、さまざまな時代へタイムスリップしたような空間を味わえます。
川越の名産・さつまいもやおいしい旬のいちごで春を先取りできるツアーを企画しました。

小江戸・川越の散策と旬のいちご狩り体験
日帰りバスツアー

ご出発日：2022年３月26日（土）日帰り

【ご旅行に際してのお願い／ツアー参加条件】
コロナウイルス感染症対策として以下の取組みを実施しております。
●マスク着用でのご参加をお願いいたします。
●バスの乗車時、観光施設への入退室時には備え付けの消毒液で手指の消毒をお願いいたします。
●出発前に検温のご協力をお願いいたします。 度以上の場合はご参加いただけません。

旅行条件に関する 感染症防止対策の
ご案内 取り組みについて

営業時間：月～金 ～
土曜日 ～

休業日 日・祝・年末年始

▼川越の街並み
　（イメージ）

いちご狩り（イメージ）▶

行　　程

横浜駅 発 ◎ムーミンバレーパーク（ デーパス利用） 〇小江戸蔵里 大正蔵まかない処（昼食）
◎川越氷川神社・・・（徒歩）・・・◎川越小江戸地区自由散策（ 分） 横浜駅 着（到着後解散）

【互助会に関するお問合せ先】
横浜市立学校教職員互助会

【旅行内容のお問合せ・お申込み先】
株式会社日本旅行 神奈川法人営業部 担当：田辺まで
電話：

営業時間：月～金 ～
休業日：土・日・祝・年末年始

旅行企画・実施
株式会社日本旅行 神奈川法人営業部
観光庁長官登録旅行業第 号／一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒 神奈川県横浜市中区尾上町
ニッセイ横浜尾上町ビル 階
総合旅行業務取扱管理者：木村 茂生 担当：田辺
※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引の責任者です。この旅行契約に関し、担
当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。
※詳しい旅行条件を記載した書面をお渡し致します。
事前にご確認のうえお申込み下さい。

マークの見方：【利用交通機関】 貸切バス 【観光】入場観光…◎

●お食事：朝 回・昼 回・夕 回／●添乗員：全行程同行致します
●貸切バス：神奈中観光●最少催行人員： 名／●募集人員 名
●参加条件：ご家族の参加は会員様が参加する場合のみ可能です。ご家族・団体の場合のお申込
は、その代表者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する取引を行います。

※3歳以下のお子様で座席と昼食を必要とする場合は「 歳～小学校 年生まで」の旅行代金と
なります。座席と昼食を必要としない場合は 円です。 ※ご旅行実施日の年齢を基準と致します。

大人 円

子ども
小学 年生～小学 年生 円
満 歳～小学 年生まで 円

ムーミンバレーパークと川越散策バスツアー
（日帰り）

ご出発日：2022年３月27日（日）日帰り

【ご旅行に際してのお願い／ツアー参加条件】
コロナウイルス感染症対策として以下の取組みを実施しております。
●マスク着用でのご参加をお願いいたします。
●バスの乗車時、観光施設への入退室時には備え付けの消毒液で手指の消毒をお願いいたします。
●出発前に検温のご協力をお願いいたします。 度以上の場合はご参加いただけません。
※その他感染症罹患防止に関する詳細を別紙ご用意しておりますので、事前にご確認のうえお申込みください。

ご旅行代金の一部を互助会が負担しておりますご旅行代金

▶
川
越
の
街
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