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「犬の焼き物について」
横浜市立盲特別支援学校　中学部３年（制作当時） 　東　玲那さん
　「いのち」というテーマを意識して粘土をこねていたら、手を動かしているうちに、粘土が「あ、これ犬だ！」
という感じになりました。はじめから犬をつくろうとしたわけではなかったのですが、せっかくだからこの
犬をかわいく作りたいなあと思って作りました。下絵付けで、耳と顔を塗ったところにこだわりました。



年度末異動・退職に伴う諸手続き

＜保 険 関 係＞
　退職後、再任用教職員になられる方で団体扱い生命保険、生活年金共済に加入されている方は
手続不要で自動継続されます。
　再任用教職員にならない方は団体扱い生命保険は個人扱いに変更となりますので保険料の納付
方法は保険会社に確認してください。（生活年金共済は３月末で自動で脱退します。）

＜お 知 ら せ＞
　互助会への加入はいつでもできます（任意退会者を除く）が、３月31日までに加入申込書を
互助会に提出していただくと４月１日から資格を取得し、リフレッシュ補助券（8,000円分相当）
の配付対象になります。
　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してください。

第39回生活年金共済 （任意加入部分）からのお知らせ（令和５年２月１日～令和６年１月31日）

項　　目 内　　容

正規保険料

１口　月額 557円（死亡・高度障害保険金100万円）
障害特約対象外の場合　１口　月額 510円（死亡・高度障害保険金100万円）

１口　月額 1,671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 1,530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38回生活年金共済の配当金は、令和５年３月16日の給与に加算します。（令和５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。）

互助会・振興会とも退会となります。
（互助会の会員証は破棄、振興会の会員証は振興会へ返却して
ください。）

今年度末に退職し再任用
教職員にはならない

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

互
助
会
・
振
興
会
の
会
員

今年度末に退職し再任用
教職員となる

互助会は自動継続、振興会は退会となります。
（振興会の会員証は振興会に返却してください。）

互助会・振興会とも会員資格は中断され、復職後に自動的に
資格が復活します。（中断期間中は会費の徴収、リフレッシュ
補助券の配付はありません。給付事由が発生した場合は復職
後２年以内に請求してください。）
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就学に関する給付金請求書の提出期間
　給付金請求書の提出期間は、下表のとおりです。

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
（中学校等を卒業すると
き）※1

２/１（水）～
  ２/10（金）

３/16（木）
令和５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）の会員番号

■給与加算ができない場合

⇒　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等
に入学するとき）※1

４/３（月）～
  ４/12（水）
※ ４月１日以降の
在籍校からご提
出ください。

５/16（火）
令和５年４月１日
時点で会員の方

※1　中学校等とは、中学校、義務教育学校（後期課程）、特別支援学校中等部及び中高一貫教育学校附属中学校を指します。

１　給付金請求書（第８号様式）と記入例は、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します。「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、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５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５年４月１日～令和６年３月31日まで

※令和５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６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３年度退職の方へ）】
　引換券に「引換期間 令和４年４月１日～令和５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５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、お知り合いの方に令和３年度退職の方がいましたら、引換期間についてお声がけをお願いします。
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１月の芸術鑑賞等参加者募集（各団体申込）
※詳細は全て互助会ホームページでご確認ください！

１神奈川芸術協会⇒リフレッシュ補助券の使用不可

①
２月４日（土）14:00　樫本大進＆エリック・ル・サージュ　デュオ・リサイタル
横浜みなとみらいホール

②
２月27日（月）19:00　ラファウ・ブレハッチ　ピアノ・リサイタル
ミューザ川崎シンフォニーホール

③
３月26日（日）13:30　≪３つのソナタ≫外山啓介　ピアノ・リサイタル
神奈川県立音楽堂

④
４月８日（土）13:30　仲道郁代　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ全曲演奏会≪悲愴~はるかなる憧れ≫
横浜みなとみらいホール

⑤
５月28日（日）14:00　ウィーン少年合唱団　天使の歌声
横浜みなとみらいホール

２横須賀芸術劇場⇒リフレッシュ補助券の使用不可

①
４月30日（日）14:00　春に愉しむ邦楽の調べ～尺八（藤原道山）と箏（丸田美紀）が描く「和の情景」～
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット

②
５月14日（日）14:00　横須賀芸術劇場リサイタル・シリーズ68　小林愛実ピアノ・リサイタル
よこすか芸術劇場

３劇団民藝⇒リフレッシュ補助券の使用不可

① ２月11日（土・祝）13:30　『ノア美容室』　紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

４歌舞伎座⇒リフレッシュ補助券の使用不可

①

『二月大歌舞伎』
•第一部：２月８日（水）、２月19日（日）
•第二部：２月11日（土・祝）、２月23日（木・祝）
•第三部：２月３日（金）、２月18日（土）

５東京バレエ団⇒リフレッシュ補助券の使用不可　※お申込み時に 『ID:hamagojo パスワード：mizuka』が必要になります。

①
•２月10日（金）19:00　•11日（土・祝）14:00　•12日（日）14:00　東京文化会館
「上野水香　オン・ステージ」

６新橋演舞場⇒リフレッシュ補助券の使用不可

① ２月18日（土）16:30、19日（日）11:30　『喜劇　老後の資金がありません』
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１月の芸術鑑賞等参加者募集（互助会申込）
※詳細は全て互助会ホームページでご確認ください！

１劇団四季⇒リフレッシュ補助券の使用可

① ４月29日（土・祝）13:00　『ライオンキング』　有明四季劇場

②
７月１日（土）12:30　『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］

２ホリプロ⇒リフレッシュ補助券の使用可

① ５月３日（水・祝）12:30　ミュージカル『マチルダ』　東急シアターオーブ

お申込みの際の注意事項
■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。
■当選者のみ、互助会ホームページで発表しますのでご了承ください。落選者にはお知らせいたしません。
■�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、申込をお願いします。
■申し込み後のキャンセル・変更はお受けできません。
■�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、予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。

東急ハーヴェストクラブからのお知らせ

①

令和４年10月1日から京都東山へのご予約が可能になりました。
右記の�QR�コードより京都東山のパンフレット等詳しい
情報を見ることができます。
令和４年に開業したばかりの京都東山へ足をのばして
みてはいかがでしょうか。

②

令和５年１月２日から南紀田辺へのご予約が可能になりました。
右記の�QR�コードより南紀田辺のパンフレットやおすすめポイントなどを
紹介しています。
海に面したお部屋で素晴らしい景色を見ながら癒されてみませんか。
プールやテニスコート等も完備されており、体も心もリフレッシュできます。

③

特定期間の抽選について
東急ハーヴェストクラブでは予約が殺到する特定期間（主に�GW、お盆、年末年始）は
予約抽選を行っています。互助会を通さず直接会員の皆様が抽選に参加する仕組みに
なっています。
詳しくは右記の�QR�コードからお知らせをご覧ください。

④

契約終了の施設について
裏磐梯グランデコは令和５年３月31日（金）の宿泊をもちまし
て、箱根明神平は令和５年７月10日（月）の宿泊をもちまして
契約を終了いたします。ご宿泊を希望の方はお早めにご予約
ください。 〈箱根明神平〉 〈裏磐梯グランデコ〉
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3月の日帰りバスツアーのご案内
　３月25日（土）、３月26日（日）にバスツアーを３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。

２０２３年３月２５日（土）

　４０名 ※最少催行人員３０名
※ご家族の参加は会員様が参加する場合のみ可能です。

　大人・小人（小学生）４,０００円 幼児（４～６歳）２,０００円
 （貸切バス代、イチゴ狩り代、昼食代、信玄餅詰め放題料金、有料道路代、添乗員費用、保険代含む）

※お子様メニューはありません。幼児の方の食事は別注(各自払い）にてお願いいたします。
　信玄餅の詰め放題は保護者の方と一緒にお願いいたします。

　昼食１回 添乗員 同行 　ふじばす、本牧バス、プリンシプル自動車等

　横浜駅東口＝（東名道・圏央道・中央道）＝一宮／見晴し園イチゴ狩り＝一宮「権六」(昼食）
　　　７：４５ 　　　１２：１５～１３：００
　＝桔梗屋(信玄餅詰め放題）＝シャトー勝沼ワイナリー(試飲）＝＜逆コース＞＝横浜駅西口

２月１日（水）～２８日（火）必着 ※応募者多数の場合は抽選となり、ご当選者には３月３日頃、ご当選・出発案内を郵送します。
　電話またはメールにてお申込み下さい。申込書を送りますので、教育会館までＦＡＸ願います。

【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マスク着用、バスの乗車時、観光施設への入退室時には消毒液で手指の消毒、出発前に検温のご協力をお願いいたします。37.5度以上の場合はご参加いただけません。

募集期間

申込み

　１３：１５～１４：００ 　　１４：３０～１５：００ 　　　１８：００頃

朝摘みイチゴ食べ放題と信玄餅の詰め放題、勝沼ワイナリー

　　　　　１１：００～１１：４５

食　事 バス会社

行　程

募集人員

３種のイチゴ食べ放題(章姫・紅ほっぺ・かおり野）。銘菓､信玄餅の詰め放題にも
挑戦します。最後はシャトー勝沼ワイナリーにて試飲もお楽しみ下さい。
嬉しいミニボトル・ワインのお土産も付きます。（小人はぶどうゼリー）

旅行代金

日　　程

（写真は全てイメージです）

旅行企画・実施

横浜市教育会館
神奈川県知事登録旅行業 第2-1211号
一般社団法人 全国旅行業協会 正会員

☎ 0 8 0 ― 6 0 1 1 ― 0 9 6 0
FAX　0 4 5 ― 2 3 1 ― 1 0 9 1
営業時間　平日９：００～１７：１５
　　　　　土日祝／休業

〒220-0044 横浜市西区紅葉ヶ丘５３
e-mail  maplepak@hall-ecole.org
総合旅行業務取扱管理者　堀江俊雄

行 程

横浜駅８:30発　　　ヴェルニー公園　　　YOKOSUKA軍港めぐりクルーズ・ベイサイドキッチン（海軍カレービュッフェの昼食）

三笠ターミナル　　　猿島 探検ガイドツアー　　　三笠ターミナル　　　横浜駅17:30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：045-305-6800

【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：045-680-5489

メール：yokohama@tabi-colle.jp

お申し込みは
右のQR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2-1100号
一般社団法人全国旅行業協会正会員
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：加納 彩香 担当：橋本、李

マークの見方：【利用交通機関】 貸切バス フェリー

●お食事：朝0回・昼1回・夕0回／●添乗員：全行程同行致します
●貸切バス：バス会社未定／●最少催行人員：25名／●募集人員：40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。

子ども旅行代金は、ご旅行実施日の年齢・学年を基準と致します。

大人 中学生以上 8,300円

子ども
小学生 5,900円

4歳～幼稚園(小学校入学前)まで 3,800円

横須賀 無人島「猿島」探検 ＆ YOKOSUKA軍港めぐり
貴重な体験づくし！日帰りバスツアー

ご出発日：2023年３月25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。37.5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
ご案内

営業時間：月～金 10:00～18:00
土曜日 10:00～14:00

休業日 日・祝・年末年始

軍港クルーズ
（イメージ）▼

猿島（イメージ）▲

船からでしか見られない軍港を周遊し、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船、潜水艦を間近で見ることができ
る迫力満点のクルーズと、幕末から太平洋戦争まで要塞として一般人の立ち入りが禁止され、豊かな自然や
要塞の残る「猿島」の魅力を案内人と巡る探検ガイドツアー！海軍カレー食べ放題ビュッフェの昼食付き！

感染症防止対策の
取り組みについて
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神奈川県教育福祉振興会事務所の一時移転について
　神奈川県教育福祉振興会事務所が入居していた神奈川県住宅供給公社ビルが修繕工事を実施するた
め、一時的に事務所を移転しました。

移転先住所 〒231-0016　横浜市中区真砂町　関内中央ビル４階
電話番号 変更なし

新事務所での業務期間 令和６年７月頃まで（予定）　※修繕工事終了後、中区日本大通に戻り業務再開予定

割引優待・補助券使用契約情報
【新規契約施設】
•横浜ブルク13（映画館）� •東急保険コンサルティング（ライフプランニング）
• JCM（中古車買い取り）� •ハイアットリージェンシー横浜（ホテル）
•有隣堂（文房具、その他）� •ウェスティンホテル横浜（ホテル）
•イーオン（英語・中国語）� •三井住友トラスト・カード（クレジットカード）

【変更や終了があった施設】
•くまざわ書店　　（長津田店の追加）
•国民宿舎�サンライズ九十九里　　（室内プール「ドルフィン」が泳ぎ放題に）
•近畿日本ツーリスト　　（割引率の変更）
•家具の大正堂　　（鶴ヶ峰店の閉店）
•一の湯　　（姥子温泉芦ノ湖の閉店）
•ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（「ピア21」が割引及び補助券使用対象外に）
•横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ（「木の花」の割引変更「ドーレ」での補助券使用可）
　　　　　　　　　　　　　� （「プライベートファンクションルーム」での補助券使用不可）
•ナビオス横浜（「オーシャン」での補助券使用が終日可能）
•日本官婚推進協会　　（事務所の移転）
•リオグランデグリル　（契約終了）
　詳しくは互助会ホームページをご覧ください。

リニアモーターカー見学といちご狩り体験、世界遺産・忍野八海見学

●お食事：朝0回・昼1回・夕0回
●バスガイド・添乗員：同行します
●最少催行人数： 名／募集人員： 名
●貸切バス：天台観光

★ 山梨県立リニア見学センターにてリニア中央新幹線の概要を見学！
★ 山梨にて旬のいちご狩り食べ放題と甲州地鶏五目せいろ御膳の昼食！
★ 山梨銘菓・桔梗信玄餅工場を見学！
★ 世界遺産の透き通った池が魅了する忍野八海を見学！
★ お洒落なお店が立ち並ぶ「富士大石ハナテラス」を散策！

2023年３月26日（日）日帰りバスツアー

【互助会に関するお問い合わせ先】
横浜市立学校教職員互助会

【旅行内容のお問合わせ・お申し込み先】
［株式会社横浜エアーアンドシーサービス］（横浜旅行社）

営業時間：月～金 ～ ： ）土日祝：休業

＜旅行企画・実施＞
株式会社横浜エアーアンドシーサービス
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
〒 横浜市中区曙町 －

ル･ヴァンブルー･ビル２F
総合旅行業務取扱管理者：梅岡 大

【ご旅行に際してのお願い／ツアー参加条件】
コロナウィルス感染症対策として以下の取り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致します。●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致します。
●出発前に検温のご協力をお願い致します。 度以上の場合はご参加いただけません。

行 程
横浜駅 （圏央道・中央道） リニア見学センター 【 山梨 フルーツパーク】（昼食及びいちご狩り）

発 ： （昼食：甲州地鶏五目せいろ御膳）

桔梗信玄餅工場テーマパーク 河口湖・大石公園／ハナテラス 世界遺産・忍野八海 東五湖道路・東名道 横浜駅
： ： ： ： ： ：

大人 円

小学生以下① 円
（昼食は大人と同メニュー）

小学生以下② 円

（昼食はカレー釜飯）
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