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小山台中学校３年 山下陽花さん 「牽牛帝国」

この国は織姫と彦星が創りあげた国です。この国にはここでしか見られない珍しい動植物が
たくさんいます。また、
町の中心には大きな教会があります。その中にはステンドガラスがあり、
その前で結婚式を挙げると永遠に幸せになることができます。
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４年度互助会事業計画及び予算
令和４年度予算については、前号で事業概要案をお知らせしたところです。
令和４年３月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４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。今年度もコロナウイルス感染症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
は互助会ニュースやホームページをご参照ください。
社会情勢など厳しい状況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
今後も進めてまいります。
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労金出資配当金、預金利子、広告収入

人件費、印刷製本費、委託料、公課費、債
券購入等
出産・就学・義務教育修了祝金、療養見
舞金等の給付
永年勤続会員旅行補助券、永年勤続退職
者旅行券引換券、リフレッシュ補助券等
システム運用関係経費（システム機器更
新、システム保守、システム改修ほか）
コンサート・観劇チケット補助、日帰り
バスツアー補助
年度当初の資金不足に対応するために繰
り入れた資金を返却

新会長就任・前会長退任のご挨拶
会長就任のご挨拶

横浜市立学校教職員互助会会長（教育次長）
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今年度から横浜市立学校教職員互助会の会長に就任いたしました教育次長の
木村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
互助会は、会員の皆様に少しでもゆとりと潤いをもっていただき、安心・安定
した生活の支えとなる福利厚生の充実に向けて日々取り組んでいます。
市立学校を取り巻く状況は依然として大変厳しく、新型コロナウィルスの影響
も相まって、教職員の皆様は日々の業務に追われ、お忙しい毎日をお過ごしとのことと思います。
そのような状況下において、福利厚生に対するニーズが多様化していることに加え、互助会に対す
る期待も高まっていると実感しています。ライフスタイルの変化等に十分留意しつつ、各事業の充
実に引き続き取り組んでいく所存でございます。今後も、関係機関や事業者との連携を強めながら、
皆様のご期待に応えられる存在となるよう職員一同全力で努力してまいります。
会員の皆様には本事業へのご理解ご協力をお願いするとともに、互助会各事業の一層の充実を
お約束申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

今回、長年にわたり横浜市立学校教職員互助会会長を務められた小椋前会長から退任のご挨拶を
いただきましたのでご紹介します。

会長退任のご挨拶
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皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、互助会会長を退任することとなりました小椋でございます。在任中は、格段のご厚情と
ご支援をいただき、心より厚く御礼申し上げます。
在任は３年という短い期間ではありましたが、やはりコロナ禍に翻弄された印象が強く残ってい
ます。本来提供すべき各種サービスについて心ならずも制約を設けることとなり、会員の皆様に
ご不便をおかけしたことが心残りです。そのような中でも大過なく今日に至りましたのは、ひとえ
に、皆様のご支援ご厚情によるものと感謝の気持ちでいっぱいでございます。
今後は、別の立場から互助会を見守って参ります。皆様におかれましては、これまでにも増して、
どうぞ互助会をご支援ご厚誼くださいますようよろしくお願い申し上げます。
終わりになりましたが、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げ、お礼と退任のご挨拶といたし
ます。

令和４年度 永年勤続会員旅行補助券のお知らせ
今年度より配付対象者への事前調査に基づき、①全額旅行補助券、②全額リフレッシュ補助券、
③旅行補助券とリフレッシュ補助券との組み合わせの選択制による配付となりました。対象者には、
すでにご案内の通知を送付しています。
（例）

勤続30年（60,000円相当）の場合①～③から一つを選択
①

旅行補助券 60,000円

②

リフレッシュ補助券 60,000円

③

旅行補助券 30,000円とリフレッシュ補助券 30,000円
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リフレッシュ補助券の使える施設のご案内
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？
互助会ホームページで掲載されているこちらをクリックしますと
「旅行社」
、
「会員制リゾート」
、
「ホテル」
、
「飲食店」
、
「日帰り入浴施設」
、
「指定店」
、
「冠婚葬祭」
、
「そ
の他」の８つのカテゴリーに分かれ、優待契約施設が検索しやすくなっていますのでご活用ください。
今回は飲食店、日帰り入浴、ハウスクリーニングの一部を紹介します。この他にも多くの使用でき
る施設がございますのでホームページをご確認ください。

飲食店
元町・山下公園周辺

仏蘭西料亭

横濱元町 霧笛楼

元町の裏路地に在る洋館レストラン「霧笛楼」。西洋と日本のおもてなし
の精神をブレンドした「和魂洋才」をメインコンセプトとし、地元産の新
鮮な食材を多く使用しています。異国情緒あふれる空間で横濱フレンチを
楽しめるレストランです。
https://hamagojo.com/restaurant/mutekirou/

横浜駅周辺

横浜モアーズ（レストランのみ）
“ちょっと特別なヨコハマのお店”としてゆとりのある空間を取り入れた
横浜駅西口にある商業施設です。レストランが利用できます。リフレッシュ
補助券の対象店舗
・キリンシティ（２Ｆ）・マーファカフェ（３Ｆ）
・８・９Ｆのレストラン・カフェ・屋上ビアガーデン（夏季のみ）
https://hamagojo.com/restaurant/yokohama-mores/

桜木町・みなとみらい

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
中国料理「驊騮（カリュウ）」31階
モダンな店内で、伝統料理から食材や調理法に自由な発想を取り入れられ
たモダンチャイニーズまで上質なサービスとともに堪能できます。
最上階から横浜の景色を一望でき、様々な用途で利用できるレストランで
す。
https://hamagojo.com/restaurant/karyuinterconti/
ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」１階
みなとみらいの海を一望でき、オープンキッチンを備えた開放的
な店内です。活気あふれる雰囲気の中で世界のグルメをブッフェ
スタイルで楽しめます。
https://hamagojo.com/restaurant/oceanterraceinttercontinental/
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日帰り入浴施設
横浜駅周辺

横浜天然温泉「SPA EAS」
横浜駅より徒歩５分。18歳以上から利用可能な大人対象の天然温泉リゾー
ト＆スパです。地下から湧き出る天然温泉をふんだんに使った露天風呂・
大浴槽の他、アトラクションバス・各種サウナを揃えています。都心にい
ながらリラックスできる施設です。
https://hamagojo.com/onsen/yokohama_tennen_spa_eas/

その他（家事代行・ハウスクリーニング）
ハウスクリーニング

ダスキン
優待料金が適用されます。
利用方法
お申込みタイアップ窓口（0120-100-505）に会員・退職優待者である旨を
伝えてください。
https://hamagojo.com/others/duskin/

優待内容等が変更となっている提携施設のご案内
【優待内容の変更の施設】
契約施設等
横浜アンパンマンこどもミュージアム
HOTEL THE KNOT YOKOHAMA

変更内容
令和４年３月31日付で、優待割引価格は終了し、４月１日
からは、リフレッシュ補助券の利用が可能となります。
レストラン名が変わりました。
「SMOKE DOOR」にて料理・飲物 ５％割引となります。

６月１日からリフレッシュ補助券の利用が可能となります。
（４階）
「銀座天一」、
「人形町今半」、
「日
「ベジテリア」、
髙島屋
「タカシマヤフードメゾン新横浜店」
本橋千疋総屋本店」、「カフェ橫濱壹番館」
各階イートイン
（５階）
「カレーハウスサンマルコ」、
「華正樓」、
「スギモ
ト」
【令和４年度 互助会ガイドに掲載されている優待内容が終了している施設】
令和４年３月31日付で、個室使用料50％割引は終了しています。（飲食の優待割引は継続）
■中国料理「驊騮（カリュウ）」（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 31F）
■フランス料理「アジュール」（ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル ２F）
【契約終了の施設】
■リオグランデグリル横浜ベイクオーター、神奈川営繕センター建設
※こちらの施設は、契約終了のため、優待等のご利用はできません。ご了承ください。
■観音崎京急ホテルは、９月末に閉館予定のため、８月31日をもって契約を終了します。
【新規契約】
■日本エスコン（住宅関連）、東急ライフィア（住宅関連）、イオンシネマ（映画）詳細は、互助会HP
へ随時掲載予定です。
■横浜市教育会館旅行業務担当において、６月１日からリフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補
助券の取扱いができるようになりました。
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６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（①先着順）
（②〜⑤抽選）⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
①７月３日（日）15時「坂東玉三郎 ～お話と素踊り～」
神奈川県民ホール 大ホール Ｓ席20席 4,500円（一般価格6,500円）
②９月４日（日）13時30分「ジャン・チャクムル 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）
③９月６日（火）19時「石田泰尚スペシャル vol.5 コンチェルト≪グラス＆マルサリス≫」
ミューザ川崎シンフォニーホール Ｓ席10席 5,300円（一般価格7,500円）
④10月９日（日）13時30分「阪田知樹ピアノ・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）
⑤11月３日（木・祝）13時30分「マリオ・ブルネロ J.S.バッハ無伴奏チェロ・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）
２ 新橋演舞場（優待企画・先着順）⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
８月『超歌舞伎2022』中村獅童、初音ミク
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 歌舞伎座（優待企画・先着順）⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
七月大歌舞伎 市川猿之助、尾上菊之助、市川海老蔵、他
【１部】11時 ①７月17日（日）
、②７月27日（水）
【２部】14時40分 ③７月７日（木）
、④７月24日（日）
【３部】18時30分 ⑤７月12日（火）
、⑥７月23日（土）
★各日 一等席 14,000円（一般価格16,000円）
４ 横浜ＦＣ（サッカー）
（優待企画・先着順）⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
６月26日（日）18時 横浜FC vs アルビレックス新潟
①バックスタンド内クラブ指定の席 ※チケット１枚に１つグッズが付きます。
★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）
②バックスタンド内クラブ指定の席
※2021レプリカユニフォーム付きチケット（昨シーズンのユニフォームとなります。
）
★料金 大人・小中高共通 7,000円

６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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６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
①劇団民藝公演『忘れてもろうてよかとですー佐世保・Aサインバーの夜ー』
紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
10月１日（土）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『人間になりたがった猫』
自由劇場（浜松町・竹芝）
８月27日（土）15時

指定席20席

4,600円（一般価格6,600円）こども料金あり

②ミュージカル『アラジン』
大同生命ミュージカルシアター
10月15日（土）13時

Ｓ席20席

電通四季劇場［海］
（汐留）
9,200円（一般価格13,200円）こども料金あり

③ミュージカル『ライオンキング』
有明四季劇場（有明）
11月12日（土）13時

Ｓ席20席

8,500円（一般価格12,100円）こども料金あり

３ にぎわい座⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
①笑福亭福笑独演会

十四年目！

10月８日（土）14時

全席指定10席

2,300円（一般価格3,200円）

【出演】笑福亭福笑、笑福亭たま、ゲスト・遠峰あこ（唄うアコーディオン弾き）
②第三回

三四郎・小痴楽二人会

10月10日（月・祝）14時

全席指定10席

2,300円（一般価格3,200円）

【出演】桂三四郎、柳亭小痴楽
４ 横浜F・マリノス⇒リフレッシュ補助券等の使用は不可
①９月10日（土）or 11日（日） vs アビスパ福岡

４席

②９月17日（土）or 18日（日） vs 北海道コンサドーレ札幌
③10月８日（土） vs ガンバ大阪

２席

④10月29日（土） vs 浦和レッズ

２席

４席

★各日 会場：日産スタジアム 席：メインSS席 価格：2,800円
時間：未定（どの時間帯でも観戦可能な方のみ、お申込みください。）
【ご注意事項】
①②の日程につきましては、現在どちらになるか確定しておりません。
当選後、どちらの日付でも観戦が可能な方のみお申込みください。
なお、互助会へ時間、日程の問い合わせはお控えください。
※日程は８月に確定予定です。チケットの発送は確定を待って行いますので、
開催日直前になる恐れがあります。予めご了承ください。
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日帰りバス旅行のご報告
60周年記念事業として３月26日（土）
、27日（日）に川越方面へ日帰りバスツアーを実施しました。
各旅行会社の添乗員の方から当日の様子を伺いました。
今年度もバス旅行を企画する予定ですので是非ご参加ください。
３月26日（土）
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
参加者人数 24人
今回のツアーは、全てが予定通り、スムーズに進行できました。
川越・小江戸では皆様楽しそうに散策され、いちご狩りでは特に楽しみにされていた小さな
お子様が「30個食べた！」とのことでこちらも嬉しくなりました。
雨には降られず、帰りのバスが横浜に近づくと強い雨が降り出す、という「持ってる」皆様の
お陰で和やかで楽しいツアーとなりました。ありがとうございました。
（株式会社 旅コレクション）
３月27日（日）
ムーミンバレーパークと川越散策日帰りバスツアー
参加者人数 36人
晴天の下、ムーミンバレーパークと賑わいが戻りつつある川越を訪れました。
パークでは運良くキャラクターショーを観る事ができ、川越では散策を楽し
みました。時間に限りがある中でも皆様旅気分を堪能されていました。

（株式会社 日本旅行）
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