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「無題」（領家中学校３年　中川優実さんの作品）
靴を描いたデッサンですが、画面に作者の想いがしっかりと描きこまれています。

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、表紙作品制作者在籍校関係者の皆さん



レクリェーション事業
日帰りバスツアー、演劇、コンサート、ミュー
ジカル、スポーツ（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
２	 飲食店（ホテル内飲食店を含む）
３	 日帰り入浴施設
４	 旅行社
５	 市内外指定ホテル・指定旅館等
６	 東急ハーヴェストクラブ（420室）
７	 家事代行・ハウスクリーニング
８	 ショッピング
９	 娯楽施設
10	 芸術・スポーツ団体
11	 自己啓発

購 買 事 業
割引契約事業
　宿泊施設、ショッピング、結婚式場、
　不動産割引販売、葬儀場　等

厚 生 事 業
１ リフレッシュ補助券
4/1現在会員 8,000円
令和４年度新採用正規職員
（採用年度のみ） 10,000円

２ 永年勤続会員旅行補助券（会員期間10年以上）
　 （令和４年度からリフレッシュ補助券との選択も可）

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 	永年勤続退職者旅行券引換券（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４年度 互助会事業概要案
　この事業概要案は令和４年３月に開催予定の「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、６月発行の互助会ニュースで改めてお知らせします。

事業概要
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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

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

■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。

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」からダウ
ンロードができます。

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　	請求者の自署（サイン）による申請になります。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、押印もお願いします。

４　	所属確認欄についても自署（サイン）でお願いします。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。

令和４年度新採用正規教職員の互助会加入の手続きについて
　令和４年４月１日に採用される正規教職員の互助会加入手続きを年度初めの教職員や学校の事務負
担軽減を図るため、次のとおり変更します。

従来の加入手続

　互助会（県教育福祉振興会を含む。）に加入を希望する新採用正規教職員は、「加入申込書」（第１号
様式）に必要事項を記載のうえ、所属校での確認を得た後、４月末までに互助会会長に提出。

変更後の加入手続

　互助会（県教育福祉振興会を含む。）に加入を希望しない新採用正規教職員は、「加入不承諾書（第１
号様式の２）に必要事項を記載のうえ、所属校での確認を得た後、４月末までに互助会会長に提出。

※詳細につきましては、２月28日付の所属長あての依頼文書をご確認ください。
※新採用正規教職員には、事前に互助会事業や加入手続き等について説明を行う予定です。

互助会ホームページ掲載施設からのお知らせ
　次のページは、閲覧・予約等にはパスワード等が必要になります。

住 宅 優 待 情 報 パスワード：jutaku（小文字６文字） 閲覧の際に必要になります。

東急ハーヴェストクラブ 法人番号：9050・パスワード：4580 予約の際に必要になります。

→

3



リフレッシュ補助券を利用できる範囲が広がりました！リフレッシュ補助券を利用できる範囲が広がりました！（一部をご紹介します。優待情報など詳細は互助会ホームページを確認 ! ! ）（一部をご紹介します。優待情報など詳細は互助会ホームページを確認 ! ! ）

新江ノ島水族館新江ノ島水族館

江の島と富士山をバックに繰り広げられるイルカショーや、 8,000匹のマイワシが

銀色に光り輝く相模湾大水槽、 コツメカワウソやカピバラ展示など、

見どころ満載の水族館！

https://hamagojo.com/others/enosui/

横浜 ・八景島シーパラダイス横浜 ・八景島シーパラダイス

日本最大級の水族館をはじめ、 アトラクションやレストラン、 ショッピングストア

も併設している複合型海洋レジャー施設です。

https://hamagojo.com/others/seaparadise/

YOKOHAMA AIR CABINYOKOHAMA AIR CABIN

日本初、 世界最先端の都市型循環式ロープウェイ！

ＪＲ桜木町駅前と新港地区の運河パークとを結び、 街を高所から楽しみ

ながら移動できます。

https://hamagojo.com/others/yokohama-air-cabin/

よこはまコスモワールドよこはまコスモワールド

大観覧車が目印の都市型立体遊園地。

入園無料で約30種類のアトラクションは、 コースター系のスリル満点の

ものから、 小さなお子様が乗れるものまで揃っているので、 家族全員で

楽しむことができます。

https://hamagojo.com/others/cosmoworld/

湯楽の里 ・喜楽里湯楽の里 ・喜楽里
（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）（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）

本格的な露天風呂など多彩な湯や、 ゆったりとくつろぐ大人の時間を楽しむなど、
それぞれ個性のある施設では日帰りで天然温泉を満喫できます。
「横須賀温泉 湯楽の里」 では、 東京湾を一望する絶好のロケーション
で天然温泉の湯心地と絶景に浸ることができます。
https://hamagojo.com/news/keiyakushisetu/yura/

横浜ビー ・ コルセアーズ横浜ビー ・ コルセアーズ

横浜市をホームタウンとしているバスケットボールチーム。 ホームゲーム全30試合

の約８割の舞台をメインアリーナ 「横浜国際プール」 で開催しています。

アリーナでの試合観戦は、 選手の間近で試合の緊迫感を肌で感じられ

ます。

https://hamagojo.com/others/b-corsairs/

※写真は横須賀温泉 湯楽の里　※溝口温泉 喜楽里は中学生以上を対象とした施設です。
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リフレッシュ補助券を利用できる範囲が広がりました！リフレッシュ補助券を利用できる範囲が広がりました！（一部をご紹介します。優待情報など詳細は互助会ホームページを確認 ! ! ）（一部をご紹介します。優待情報など詳細は互助会ホームページを確認 ! ! ）

京急百貨店京急百貨店

地域のお客様に愛される店づくりを目指し、多彩なライフスタイルに合わせた食品、

ファッション、 リビング雑貨、 飲食店を展開しております。 駅直結の利便

性を活かし、 お客様の生活に密着した 「生活文化拠点」 として取り組

んでまいります。

https://hamagojo.com/others/keikyu-depart/

くまざわ書店 （10店舗）くまざわ書店 （10店舗）

書籍 ・雑誌のみならず、 一部には文具やＣＤ ・ ＤＶＤを取り扱っている店舗、 カフェ

を併設する店舗もあります。

個性的で面白い書店さんの手書きのポップも参考にしながら、 本の

魅力を感じてみてください。

https://hamagojo.com/others/kumabook/

湘南クリエイティブ ・ ガトー 葦 CIAL横浜店湘南クリエイティブ ・ ガトー 葦 CIAL横浜店
１番人気は、 数々のメディアでも紹介され、 全国から取り寄せのオーダーが絶えな
い “湘南チーズパイ”
サクッとした食感のパイ生地と軽いサブレ生地を交互にサンドし、 エダム
チーズをフィリングに焼きあげた 「１度食べたら忘れられない味！」 と
リピーター様も多いスイーツです。
https://hamagojo.com/restaurant/ashi-cake/

朝日カルチャーセンター （11教室）朝日カルチャーセンター （11教室）

歴史、 文学、 哲学、 音楽、 絵画、 手工芸、 ダンス、 健康実技など約700講座を

開講しています。 年齢、 職業、 目的もさまざまな方々にご満足いただ

けるよう、 時代の最先端をいくものから伝統を見直すものまで、 幅広く

質の高い講座を展開しています。

https://hamagojo.com/others/asahiculture/

よみうりカルチャー （12センター）よみうりカルチャー （12センター）
各センターでは、 俳句や短歌、 音楽やダンス、 スポーツ、 絵画や手芸、 外国語
など、 多彩な講座をご用意し、 多くの受講者の皆様にお楽しみいただいております。
「何かを始めたい」 「友達と楽しい時間を過ごしたい」 「新しい自分を見
つけたい」 ――私たちはそんな 「したい」 「やってみたい」 のお手伝い
ができれば…と思っています。 きっとあなたにぴったりな講座が見つかる
はず。 さあ、 始めてみませんか？
https://hamagojo.com/others/ync/
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３月の芸術鑑賞・スポーツ観戦参加者募集（各団体申込）
１　神奈川芸術協会（抽選）⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
　　①６月４日（土）13時30分「神尾真由子＆萩原麻未　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　4,000円（一般価格6,000円）
　　②６月４日（土）19時「マルティン・ガルシア・ガルシア　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　3,500円（一般価格5,000円）
　　③６月10日（金）19時「石田泰尚スペシャル　vol.2	デュオ≪フランク：ソナタ≫」
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　Ｓ席10席　3,500円（一般価格5,000円）
　　④７月４日（月）19時「石田泰尚スペシャル　vol.3	カルテット≪アメリカ≫」
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　Ｓ席10席　3,500円（一般価格5,000円）
　　⑤７月９日（土）13時30分「ホアキン・アチュカロ　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　3,500円（一般価格5,000円）
　　⑥８月19日（金）19時「石田泰尚スペシャル　vol.4	アンサンブル≪四季≫」
　　　ミューザ川崎シンフォニーホール　Ｓ席10席　4,000円（一般価格6,000円）

２　横須賀芸術劇場（先着順）⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
　　★フジコ・ヘミング	with	東京フィルハーモニー交響楽団　よこすか芸術劇場
　　　５月１日（日）15時　Ｓ席10席　8,000円（一般価格12,000円)

３　松山バレエ団（優待企画・先着順）⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
　　※割引価格でお申込み頂けます。
　　　会場：Bunkamura	オーチャードホール
　　★松山バレエ団『ロミオとジュリエット』全幕　※３歳以上入場可
　　　①５月３日（火・祝）15時30分、②５月４日（水・祝）13時30分
　　　　Ｓ席　12,600円（一般価格14,000円）　Ａ席9,900円（一般価格11,000円）
　　★松山バレエ団こどもシェイクスピア劇場『ロミオとジュリエット』スペシャルバージョン
　　　③５月５日（木・祝）10時30分、14時30分
　　　　Ｓ席大人5,850円（一般価格6,500円）　Ｓ席こども（０歳~中学３年生まで）4,050円（一般価格4,500円）

４　ホリプロミュージカル（優待企画・先着順）⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
　　※割引価格でお申込み頂けます。
　　※申込みの際は、「【ID】hamagojo　【パスワード】hpticket」が必要になります
　　①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）
　　　３月８日（火）~３月30日（水）（一般価格：Ｓ席14,000円／Ａ席9,000円）
　　　Ｓ席：平日11,200円／土日祝12,600円　Ａ席：平日7,200円／土日祝8,100円
　　②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）
　　　３月26日（日）～５月８日（日）（一般価格：Ｓ席14,000円／Ａ席10,000円）
　　　Ｓ席：平日11,200円／土日祝12,600円　Ａ席：平日8,000円／土日祝9,000円
　　③ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』　東京国際フォーラム　ホールＣ
　　　３月21日（月・祝）～４月３日（日）	（一般価格：Ｓ席12,500円／Ａ席7,500円）
　　　Ｓ席：平日10,000円／土日祝11,250円　Ａ席：平日6,000円／土日祝6,750円

５　横浜�FC（サッカー）（優待企画・先着順）
　　※割引価格でお申込み頂けます。
　　①３月30日（水）19時　 		横浜	FC vs モンテディオ山形
　　　⇒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）
　　②４月３日（日）14時　　横浜	FC vs FC	琉球⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
　　　★席種　バックスタンド内クラブ指定の席（各日）　
　　　★料金　	大人2,000円（一般価格4,000円）、小中高1,000円（一般価格2,200円）
　　　※チケット１枚に１つグッズが付きます。
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６　横浜ビー・コルセアーズ（バスケットボール）（優待企画・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）
　　※割引価格でお申込み頂けます。
　　①３月16日（水）横浜ビー・コルセアーズ vs 群馬クレインサンダーズ　19:05	試合開始
　　②３月23日（水）横浜ビー・コルセアーズ vs 千葉ジェッツ　19:05	試合開始
　　③３月26日（土）横浜ビー・コルセアーズ vs 京都ハンナリーズ　15:05	試合開始
　　④３月27日（日）横浜ビー・コルセアーズ vs 京都ハンナリーズ　14:05	試合開始
　　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）
　　（1）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）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）

３月の芸術鑑賞・スポーツ観戦参加者募集（互助会申込）
１　劇団民藝⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
　　★劇団民藝公演『ルナサに踊る』　紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
　　①５月28日（土）、②29日（日）各日13時30分　全席指定10席　4,600円（一般価格6,600円）
２　劇団四季ミュージカル⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
　　①ミュージカル『ノートルダムの鐘』
　　　KAAT	神奈川芸術劇場〈ホール〉（日本大通り、関内）
　　　７月23日（土）17時30分　Ｓ席20席　7,500円（一般価格11,000円）
　　②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）
　　　８月６日（土）17時　Ｓ席30席　8,850円（一般価格12,650円）こども料金あり
　　③ミュージカル『バケモノの子』
　　　JR	東日本四季劇場［秋］（浜松町）
　　　８月20日（土）13時　Ｓ席20席　9,200円（一般価格13,200円）こども料金あり
３　横浜F・マリノス⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
　　①６月25日（土）16時、②７月６日（水）19時、③７月30日（土）19時、④８月13日（土）19時
　　　各日　会場：日産スタジアム　金額、募集枚数：未定（互助会ホームページにてご案内します）

３月の芸術鑑賞・スポーツ観戦参加者募集（その他）
４　新橋演舞場
　　７月　『藤山寛美三十三回忌追善　喜劇特別公演』出演：藤山直美
　　日程、申込方法等未定（互助会ホームページにてご案内します）

３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。
※参加者募集公演の会員負担額は、本人と同行者は同額となります。
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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 を
会員一人あたり年間２室※までご利用できます。海、山、高原などさまざまなリゾートを楽しめます。
※１泊１室＝１室、２泊１室・１泊２室＝２室とします。

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 ：	３月31日（木）17:00 必着
３　当選発表 ：	４月12日（火）互助会ホームページ上で発表いたします。
	 　　　　　　 		※利用券の送付は、４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：2022年５月１日～2022年10月31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。
	 ※東急ハーヴェストクラブは、リフレッシュ補助券・永年勤続会員旅行補助券も利用できます。

東急ハーヴェストクラブ施設利用券プレゼントのお知らせ
3,000円分の利用券を抽選で13名様にプレゼントします。

～互助会ニュース 2021年９月号掲載の前回のプレゼント企画へたくさんのご応募いただき、ありがとうございました～

応募フォーム
はこちら

HPはこちら	
■施設の詳細・予約方法は
【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。■熱海伊豆山

横浜アンパンマンこどもミュージアム
期間限定入館チケット割引販売！

　♪2022年３月31日までの限定企画です♪
　■入館チケット料金　大人こども共通　お一人様
　　　通常：￥2,200～2,600（税込）→ 横浜市立学校教職員互助会　特別価格�￥1,920（税込）

※当日窓口にて会員証または退職優待者証の提示が必要です。
※１歳のお子様から入館チケットが必要です。
※１Ｆショップ＆フード・レストランは入場無料です。

　■対象期間
　　　2022年３月７日～2022年３月31日の�全日程・全時間帯でご利用可能

※混雑時には、入場をお待ちいただくことがあります。

＊＊	横浜アンパンマンこどもミュージアム所在地／公式ホームページ	＊＊
神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9　／　https://www.yokohama-anpanman.jp

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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