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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

「ふしぎ島の生き物たち」

横浜市立太尾小学校個別支援学級のみなさん
＜先生からのコメント＞
「みんなでふしぎ島にきました。まぼろしの花や虫、生き物がいっぱい！さあ、みんなでたんけんにいこう。」
とよびかけ、子どもたちが想像して描いた作品です。



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、スポーツ観戦等の優待一部補助

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

葬 祭 等 補 助 金 300,000円

健康・余暇活動等支援事業
料金の割引やリフレッシュ補助券の使用が可能
な事業者との契約

１	 遊覧飛行
２	 飲食店
３	 日帰り入浴施設
４	 旅行社
５	 指定ホテル、その他宿泊施設
６	 東急ハーヴェストクラブ（年間最大486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
11	 自己啓発

購 買 事 業
割引契約事業
商品等購入、施設利用時に優待サービスの提供
がある指定店契約

百貨店、専門店、住宅、結婚式場、葬儀店、文
化施設、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５年度新採用正規教
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）
　 （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
　 	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

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

２ 生活年金共済

保険期間 令和５年２月１日～令和
６年１月31日

加入対象 会員及び配偶者
（任期付等職員は対象外）

１口あたり給付額 死亡・高度障害：100万円
障害年金１・２級：10万円

保 険 料 加入者確定後に決定
※	保険料が自己負担無しの制度あり（新採用正規教
職員が対象で１年間限定）

令和５年度　互助会事業概要案
　この事業概要案は令和５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。
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会員フリーライフサポート事業の運用見直しについて

　令和５年２月より会員フリーライフサポート事業は給付事業として一部運用を見直しました。
　給付条件などは以下の表をご確認ください。

給付金種別 給付条件 給付金額 提　出　書　類

葬 祭 等 補 助 金

会員が死亡した場合

一律30万円

・給付金請求書（第13号様式）
・	死亡診断書等の死亡の事実が確認できる
書類
・申請者が同居同一生計者の場合は住民票
　	（同居同一生計者でない場合は死亡者と
の関係がわかる戸籍謄本等）

互助会が定める高度
障害状態に該当した
場合

・給付金請求書（第13号の２様式）
・	互助会の定める高度障害状態に該当する
ことがわかる医師の診断書

※給付金請求書・記入例は、互助会ホームページ「各種様式ダウンロード」から入手できます。

令和５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５年４月１日に採用される正規教職員（任期付等職員から移行する場合も含む）の互助会（県
教育福祉振興会を含む）加入手続きは特に必要ありません。
　加入を希望しない方のみ「加入不承諾書」（４月３日以降、互助会ホームページ「各種様式ダウンロー
ド」から入手できます。）に必要事項を記入のうえ、所属校での確認を得た後、所定の期間内（４月28
日（金）互助会必着分まで）に互助会に提出してください。「加入不承諾書」の提出がない場合は４月
１日からの会員となり、リフレッシュ補助券（10,000円分）の配付対象となります。
　新採用教職員辞令交付式で、互助会事業や、加入手続き等の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。
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リフレッシュ補助券の使える宿泊施設のご紹介
　今年度、リフレッシュ補助券の対象施設に新たに加わりました宿泊施設をご紹介します。

「ウェスティンホテル横浜」
■心も体も健康になるホテル
　全373室の客室に雲の寝心地と称されるヘブンリーベッド
を完備し、全室42㎡以上の客室でゆったりと過ごすことがで
きます。
　また、様々なシーンで利用できる５つの個性豊かなレスト
ランやバー、さらに1000㎡を超える広さを誇る総合ウェル
ネスフロアを併設しており、旅先でもアクティブに心も身体
も健康になるひと時を過ごすことができます。
■アクセス：「みなとみらい駅１番出口」から徒歩約６分
　TEL：045-577-0888
　住所：横浜市西区みなとみらい４丁目２番８号

「ハイアット リージェンシー 横浜」
■日本の伝統美と西洋のデザインをミックスしたホテル。
　開港の地にちなんだ “East	meets	West” をコンセプトに
日本の伝統美と西洋のデザインをミックスし、横浜の街と文
化を表現したデザインは現代的な趣の中にノスタルジーを感
じさせる洗練された雰囲気でゲストを魅了します。館内には
２つのレストランやバーラウンジ、チャペルなどシンプルな
がらもあらゆるニーズを満たす施設とサービスが用意されて
います。
※宿泊ではリフレッシュ補助券はご利用いただけません。
■アクセス：「日本大通り駅１番出口」から徒歩約３分
　TEL：045-222-0100
　住所：横浜市中区山下町280-２

「東急ハーヴェストストクラブ 京都東山 In THE HOTEL HIGASHIYAMA」
■会員制リゾートホテル東急ハーヴェストクラブに昨年10月から加わったホームグランド施設です。
　①立地のよさ
　	　東山駅より徒歩４分の立地にあり、周辺には
　	鴨川、平安神宮、花見小路など京都東山を感じること
のできるスポットが数多く存在しています。
　②お部屋のタイプが選べます。
　	　京都東山では、お部屋のタイプをご予約時に選ぶこ
とができます。（ツイン、スタンダード、ファミリー）
人数に合わせてお好きなお部屋をお選びください。
　 （	ただし、タイプによって料金が異なるルームチャー
ジ制ですのでご注意ください。）

　③レストラン「ナナノイチ」
　	　京フレンチが味わえるレストランがあります。月ごとにメニューが変更になっており、地元
の食材を楽しむことができます。
■アクセス：東海道・山陽新幹線「京都駅」よりタクシーで約20分
　　　　　　京都市営地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約４分
　TEL：075-491-5111（受付時間	9：30～17：30）
　住所：京都府京都市東山区三条通白川橋東入三丁目夷町175-2

　 ご予約はサポートセンターへお電話（050-5840-1402　11:00～17:30）または、互助会ホー
ムページからのオンライン予約で

4



リフレッシュ補助券のご利用時の注意
　リフレッシュ補助券や永年勤続会員旅行補助券の利用が増えるこの３月に改めて補助券利用時の注
意をお知らせします。

①令和４年度の補助券であるか確認してください。
②	会員記入欄の「会員番号（職員番号）」に７桁の数
字、もしくはＳで始まる５桁の数字が書かれてい
るか確認してください。
③	会員記入欄の「氏名」に正しく氏名が書かれてい
るか確認してください。
④	リフレッシュ補助券を使用する際には事業者から
会員証の提示を求められます。ご利用の際には会
員証をご持参いただくようお願いします。

※	会員証は互助会ガイドの表紙の裏面にとじこまれ
ています。
※	会員証の紛失、棄損等で再発行を希望する場合は
互助会までご連絡ください。

＜互助会会員証＞

補助券の利用は３月31日までです！
ぜひ、計画的に利用してください！

広 告

＜リフレッシュ補助券＞

※	令和４年度の永年勤続会員旅行補助券
につきましては、未使用分の再配付は
行いませんのでご承知おきください。
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３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 ４月15日（土）13:30　≪スーパー・チェリスト≫佐藤晴真　チェロ・リサイタル
神奈川県立音楽堂

② ５月13日（土）13:00　上野通明　バッハ無伴奏全曲　神奈川県立音楽堂

③ 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

④ ６月25日（日）14:00　山田和樹指揮　バーミンガム市交響楽団　樫本大進（ヴァイオリン）
横浜みなとみらいホール

⑤ ７月17日（月・祝）13:30　≪俊英≫毛利文香　ヴァイオリン・リサイタル　神奈川県立音楽堂

２劇団民藝⇒リフレッシュ補助券の使用不可

① ６月３日（土）13:30　『カストリ・エレジー』　紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

３歌舞伎座⇒リフレッシュ補助券の使用不可

①
歌舞伎座新開場十周年『鳳凰祭四月大歌舞伎』
•昼の部：４月４日（火）、	４月８日（土）、	４月16日（日）
•夜の部：４月７日（金）、	４月13日（木）、	４月22日（土）

４東京バレエ団⇒リフレッシュ補助券の使用不可 ※お申込みには、以下の ID/PW が必要になります
　『ID：hamagojo　 パスワード：kaguya』

①

『かぐや姫』第２幕ほか　東京文化会館
•４月28日（金）19:00
•４月29日（土・祝）14:00
•４月30日（日）15:00

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。
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３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不可　　※申込受付は４月３日（月）～

① ７月15日（土）13:00　『クレイジー・フォー・ユー』　KAAT神奈川芸術劇場＜ホール＞

② ８月５日（土）13:00　『ノートルダムの鐘』　JR	東日本四季劇場［秋］

２横浜にぎわい座⇒リフレッシュ補助券の使用不可　　※申込受付は４月３日（月）～

① ８月６日（日）14:00　『夏のこども寄席』　出演：落語協会、落語芸術協会

② ８月15日（火）14:00　『第四十一回　柳亭市馬独演会～残暑見舞公演』　出演：柳亭市馬、ほか

横浜・八景島シーパラダイス　特別プランについて
利 用 期 間 ３月31日（金）まで！

特 別 プ ラ ン

①	アクアリゾーツパス（水族館４施設）＋
　アトラクション３回券

②ワンデーパス（水族館４施設＋アトラクション）

料金、利用方法
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の使用可

閲覧パスワード パスワード：hakkei202303

横浜 F・マリノス　特別観戦会について
　クラブ創設30周年である2022年シーズンに、５度目のＪ1	チャンピオンを掴み取った横浜
F・マリノス。そんな快進撃の止まらない彼らの試合を間近で見ることのできる「特別観戦会」
を2023年シーズン内で計画しています！
　美味しいスタジアムグルメや楽しいイベントも盛りだくさんのスタジアム
に、連覇を目指す	F・マリノスの応援に行きませんか？
　詳しい内容が決まりましたら、令和５年度の互助会ニュースでご案内いた
しますので少々お待ちください！
　この横浜で「勇猛果敢」に戦う彼らの雄姿を皆で観に行きましょう！

横浜ビー・コルセアーズ　優待企画について
　皆様ご存じでしょうか？
　教職員互助会では、横浜市をホームタウンとして活動している、プロバスケットボールチー
ム『横浜ビー・コルセアーズ』の優待企画を行っております！
　互助会ニュースでお知らせする試合以外にも、互助会ホームページで優待企画のご案内をし
ておりますので、ぜひ会場でプロスポーツの臨場感を体験してみてはいかがでしょうか。
　リフレッシュ補助券もご使用いただけます。
※試合によっては使用できない場合もございますので、詳細は横浜ビー・コルセアーズにご確認ください。
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広 告

広 告

年会費無料が続きます！

初年度年会費無料！
２年目以降も前年度の
ご利用金額が 10 万円以上で

2022- 営 -0049

【50267】

S50267④お電話番号　⑤所属団体名：横浜市立学校教職員互助会（団体コード　　　　　　）

①郵便番号　②ご住所　③お名前（メールの場合：よみがなもお願いします）

2023年 8 月 31日まで

横浜市立学校教職員互助会　会員の皆様へ
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