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成人祝金（会員が満20歳）10,000円 　
結婚祝金（会員の結婚）　10,000円　　　　　
出産祝金（会員の子の誕生）　　10,000円　　
小学校入学祝金（会員の子）     5,000円 
中学校卒業祝金（会員の子）    10,000円　　
結婚満25年祝金（会員の銀婚式）15,000円
傷病見舞金 会員 年度内1回     10,000円
死亡弔慰金（天災等除く）　
　会員本人　入会15年以上      70,000円　　
　　　　　　入会15年未満      50,000円　
　会員の配偶者                30,000円　
　会員の1親等血族             10,000円
永年褒賞記念品　　　　　カタログギフト
（入会から5年,10年,20年）
宿泊施設利用補助 会員 年度内1回  1,500円
指定医療機関人間ドック受診補助 
　　　　　　　　　  会員年度内1回5,000円
指定コンサート等補助会員年度内2回1,500円
指定試験受験料補助　会員年度内2回2,000円
サンライフ熊本利用補助  　　 上限2,000円

制度・利用方法の詳細
は公式ホームページ
をご覧ください。

提供しているサービス
は主に３つです

①通年サービス

ふれあう共済とは熊本市がつくった
福利厚生制度です
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ふれあう共済とは熊本市がつくった
福利厚生制度です

                厚生労働省所管の全国中小
                企業勤労者福祉サービス
                センターと九州・沖縄の
                サービスセンターで設立し
たK-netに加盟しています。これらの団体の
割引施設も利用できます。

制度・利用方法の詳細は
公式ホームページ
をご覧ください。

２ヵ月ごとに事業所にお

届けする会報誌には季節
に合わせた楽しい企画を

掲載。偶数月の月末には

最新の会報誌をホームペ
ージにアップ！オンライ

ン・ＦＡＸで申込みを受

け付けます。

提供しているサービスは
主に３つです

③会員証割引

②会  報  誌

公式Instagram・Facebookのフォローでいち

早く情報をゲット♪ #ふれあう共済
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