
ホテルディナー割引チケット提供ホテルディナー割引チケット提供

　　　会員本人による会員証提示がない場合、割引チケットは使用できません。会員料金で利用するには１人（食）につきチ
ケット１枚必要です。割引チケットは会員の同伴者も利用できます。他の割引との併用や複製したチケットの使用はできませ
ん。利用期間外は利用できません。申込期間中に限り受け付け、全ての申込に対してチケットを提供します。通信エラー等に
よるFAX・メールの不着については責任を負いかねます。

①表紙掲載のホテルから会員１人につき１ホテルのみ選択する。
②申込期間内にＰ２上段掲載のA・Bいずれかの方法で申し込む。FAXで申し込みをする場合、
　必ずホテルごとに申込書を作成し、ホテルごとに送信を分けてください。
③割引チケットが会員１人につき３枚 、各ホテルの封筒で事業所宛てに届く。下記「割引チケット発送予定日」をご覧ください。
④事前に各ホテルへ電話予約する。営業日等は各ホテルへお問い合わせください。なお、割引チケット到着前に「ふれあう

共済の割引チケットを利用する」旨をホテルに伝え、予約することもできます。
⑤利用日当日、各ホテルにて1会員本人が会員証の提示　2割引チケットの提出　3チケット額面金額の支払を行う。
　1と2がない場合は一般料金です。複数のメニューを割引対象にしているホテルの場合、利用時または予約時に選択してください。
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オンライン申込期間
会報誌HP掲載～５月24日火

自動返信メールで申し込みが確認できます

割引チケット発送予定日
６月22日水

ホテルの封筒で事業所宛に発送します

FAX申込期間
会報誌HP掲載～５月23日月

ザ・ニューホテル熊本

ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ
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ホテルディナー割引チケット申込書

FAX申込締切日 5月23日（月）

割引チケット発送予定日 6月22日（水）

事業所番号

事業所名

TEL

FAX

□ ザ・ニュー ホテル 熊本 040501

□ 湯の児　海と夕やけ 040502

□ 040503

□ KKRホテル熊本 040504

□ ホテルセキア　リゾート＆スパ 040505

ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ

 

会員番号 会員氏名（会員のみ申込可）
必須  1

申込に不備があった場合、上記の方へご連絡します
必須  2

必須  3

必須  4

必須  5

☑ホテル名の　チェックは１つだけ
１人につき１ホテルのみ申込可

申込方法
（AまたはB）

事業申込QRコード

下記申込書（共済HPからダウンロード可）をFAXA
共済HPでオンライン申込共済HPでオンライン申込B会員個人で申込可

【申込方法】
P2上段

ザ・ニュー ホテル 熊本

【申込方法】
P2上段 湯の児　海と夕やけ

１Ｆ　レストラン フォンタナ
牛ステーキ食べ放題
洋食＆中華ビュッフェorフォンタナ特製オードブルプレート

用紙が足りない場合はコピーしてください　ふれあう共済　ＦＡＸ：（096）345̶7312　※拡大コピー不要・送付状不要
ふれあう共済連絡欄 申込に不備があった場合、ふれあう共済からの問い合わせの際に使用します

返信の理由【この申込書に☑チェックが　複数ある・ない／重複申込 】受付できかねますので、お手数ですが再度FAXください。

宿泊つき 夕食バイキング

割引チケット１枚につきディナーまたはテイクアウトを１つ選んでご利用ください。
■利用期間　　７月１日金～８月31日水　※要予約
■料　　金　　［ディナー］牛ステーキ食べ放題　洋食＆中華ビュッフェ

大人（中学生以上）5,300円（一般料金7,260円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
牛ステーキをメインに、洋食・中華等のバラエティ豊かなメニューが食べ放題。パティシエ特製スイーツやソフ
トクリームも楽しめます。ハートランド生ビール・レモンサワー・ワイン・ハイボール等のアルコールメニュー
とソフトドリンクの飲み放題付き。平日120分、土日祝100分の時間制限がございます。

［テイクアウト］フォンタナ特製　オードブルプレート（３名盛り）
5,600円（一般料金7,000円）※２日前19時までの事前予約制で、１日限定５個。　
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
牛ステーキと馬肉ハンバーグ、中華総菜などフォンタナの人気メニューを詰め合わせた特製オードブルプレートです。

■営業時間　　ディナー…17：00～21：00（最終入店20：00）　受取時間…17：00～20：00

熊本市西区春日1-13-1　TEL：（096）326-5002

割引チケット１枚につきディナーまたはテイクアウトを１つ選んでご利用ください。
■利用期間　　７月１日金～８月31日水　※要予約
■料　　金　　［ディナー］牛ステーキ食べ放題　洋食＆中華ビュッフェ

大人（中学生以上）5,300円（一般料金7,260円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
牛ステーキをメインに、洋食・中華等のバラエティ豊かなメニューが食べ放題。パティシエ特製スイーツやソフ
トクリームも楽しめます。ハートランド生ビール・レモンサワー・ワイン・ハイボール等のアルコールメニュー
とソフトドリンクの飲み放題付き。平日120分、土日祝100分の時間制限がございます。

［テイクアウト］フォンタナ特製　オードブルプレート（３名盛り）
5,600円（一般料金7,000円）※２日前19時までの事前予約制で、１日限定５個。　
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
牛ステーキと馬肉ハンバーグ、中華総菜などフォンタナの人気メニューを詰め合わせた特製オードブルプレートです。

■営業時間　　ディナー…17：00～21：00（最終入店20：00）　受取時間…17：00～20：00

熊本市西区春日1-13-1　TEL：（096）326-5002

■利用期間　　７月１日金～８月31日水　※要予約
■料　　金　　１人　１泊２食付　　1,400円割引（一般価格４名１室13,750円～入湯税１人150円別途）

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

■料理内容　　和・洋からデザートまで地元の素材の味を取り揃えた60種類以上の手づくりバイキング。
　　　　　　　太刀魚をはじめとした地元の刺身、新鮮な旬の食材を使った寿司や惣菜、やわらかくジューシー

な肉料理やデザートなど。ソフトドリンク込、アルコール別。

水俣市大迫1213　TEL：（0966）62-6262

ふれあう共済特別コースのため電話予約のみ。予約時にふれあう共済の割引チケットを利用する旨を
必ずお伝えください。

【申込方法】
P2上段

ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ

１Ｆ　レストラン　サンシエロ
冷えたビールで乾杯！「夏を楽しむ肉＆ビアフェスティバル！」

■利用期間　　７月１日金～８月31日水　※要予約　
■料　　金　　大人（中学生以上）4,000円（一般料金5,500円）※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

■料理内容　　平日（月～木）：100分　　金土日祝：90分間　※土曜のみ二部制（17：00／19：00）
【ブッフェ形式食べ放題＋アルコール飲み放題】
生ビール、10種類のウイスキーを揃えたハイボール、ソムリエ厳選ワイン、レモンサワーなど充実
のドリンクがさらに美味しくなる旨辛パワーフードや、シェフおすすめの肉＆シーフード料理で夏を
存分にお楽しみください。

■営業時間　　17：00～22：00（ラストオーダー21：00）　　
熊本市中央区東阿弥陀寺町２　TEL：（096）354-2634（サンシエロ直通）

■利用期間　　７月１日金～８月31日水　※要予約　
■料　　金　　大人（中学生以上）4,000円（一般料金5,500円）※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

■料理内容　　平日（月～木）：100分　　金土日祝：90分間　※土曜のみ二部制（17：00／19：00）
【ブッフェ形式食べ放題＋アルコール飲み放題】
生ビール、10種類のウイスキーを揃えたハイボール、ソムリエ厳選ワイン、レモンサワーなど充実
のドリンクがさらに美味しくなる旨辛パワーフードや、シェフおすすめの肉＆シーフード料理で夏を
存分にお楽しみください。

■営業時間　　17：00～22：00（ラストオーダー21：00）　　
熊本市中央区東阿弥陀寺町２　TEL：（096）354-2634（サンシエロ直通）
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9 3 6 8 7ヒロコ

9 18 25 45 65 82 90 98
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申込方法申込方法
 会員個人で申込可

事業申込QRコード共済HPでオンライン受付のみ

【申込方法】
P2上段

割引チケット１枚につき下記①～④の中から１つ選んでご利用ください。
■利用期間　　７月１日金～８月31日水
割引チケット１枚につき下記①～④の中から１つ選んでご利用ください。
■利用期間　　７月１日金～８月31日水

KKRホテル熊本

ホテルセキア
リゾート＆スパ

ロータスガーデン ディナー or
　　日本料理まつり 季節箱膳 or 四季彩弁当
ロータスガーデン ディナー or
　　日本料理まつり 季節箱膳 or 四季彩弁当

【申込方法】
P2上段

レストラン　グランデセキア
ディナーバイキング or ランチバイキング

ディナー・ランチ選
択可

■利用期間　　７月１日金～８月31日水　※要予約　
[ディナー]
■料　　金　　大人（中学生以上）6,100円（一般料金6,600円）

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

■料理内容　　バイキング90分制　和食、洋食、中華、イタリ
　　　　　　　アン、それぞれの専門シェフが約60種類の料理
　　　　　　　をお届けします。
　　　　　　　黒毛和牛・海鮮コーナー・生パスタ・熊本ブラ
　　　　　　　ンド「火の本豚」・南関郷米・デザートコーナー
　　　　　　　など地元素材や旬の美味しい料理をご堪能くだ
　　　　　　　さい。ソフトドリンクバー付き。
■営業時間　　17：30～21：30（ラストオーダー　20：30）
　　　　　　 　※感染状況によっては営業中止や営業時間短縮の
　　　　　　　　場合あり。

■利用期間　　７月１日金～８月31日水　※要予約　
[ディナー]
■料　　金　　大人（中学生以上）6,100円（一般料金6,600円）

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

■料理内容　　バイキング90分制　和食、洋食、中華、イタリ
　　　　　　　アン、それぞれの専門シェフが約60種類の料理
　　　　　　　をお届けします。
　　　　　　　黒毛和牛・海鮮コーナー・生パスタ・熊本ブラ
　　　　　　　ンド「火の本豚」・南関郷米・デザートコーナー
　　　　　　　など地元素材や旬の美味しい料理をご堪能くだ
　　　　　　　さい。ソフトドリンクバー付き。
■営業時間　　17：30～21：30（ラストオーダー　20：30）
　　　　　　 　※感染状況によっては営業中止や営業時間短縮の
　　　　　　　　場合あり。

[ランチ]
■料　　金　　大人（中学生以上）1,150円（一般料金1,650円）

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

■料理内容　　バイキング90分制。和食、洋食、中華、イタリアン。
　　　　　　　　フルーツデザート、ソフトドリンクバー付き。
■特　　典　 「うさぎの湯」割引券有り（800円➡550円）
   　　　　      タオル要持参。
■営業時間　　11：30～14：30（ラストオーダー14：00）
　　　　　　　 ※感染状況によっては営業中止や土・日・祝日の
　　　　　　　　みの営業の場合あり。　　　　　　 

[ランチ]
■料　　金　　大人（中学生以上）1,150円（一般料金1,650円）

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

■料理内容　　バイキング90分制。和食、洋食、中華、イタリアン。
　　　　　　　　フルーツデザート、ソフトドリンクバー付き。
■特　　典　 「うさぎの湯」割引券有り（800円➡550円）
   　　　　      タオル要持参。
■営業時間　　11：30～14：30（ラストオーダー14：00）
　　　　　　　 ※感染状況によっては営業中止や土・日・祝日の
　　　　　　　　みの営業の場合あり。　　　　　　 

　利用しやすいボウリング場でボウリングを楽しんだら、２ゲーム分のスコア表を撮影し、専用フォームから
ご提出ください。スコア表を男女別に集計して順位を決定します。順位次第でお楽しみ賞品をゲット！
■対　　象　　会員
■参加方法　　①任意のボウリング場で２ゲームプレイ

スコア表は「フルネーム」で出力されるように登録してください。
ボウリング場への申し込みはご自身で行ってください。バンパー使用不可。

②【フルネームが入った２ゲーム分のスコア表】と【レシート・領収証等】が１枚の画像になるよう撮影
※レシート・領収書等は「ボウリングを行った日」の確認のため、ご提出いただきます。スコア表に日付の記載が
　ある場合は提出不要です。

③専用フォームから提出
■表彰順位　　参加人数で決定します。
■注 意 点　　１度提出したスコア表は差し替えできません。締切日後、事業所番号・会員番号・スコアをふれあう共済ホームページに掲載します。

賞品は事業所宛にお届けしますので、発送に必要な情報を発送先に提供する場合があります。以上をご了承の上、お申込みください。
■申込期間　　会報誌HP掲載～６月19日日　
■順位発表　　６月22日水予定

　利用しやすいボウリング場でボウリングを楽しんだら、２ゲーム分のスコア表を撮影し、専用フォームから
ご提出ください。スコア表を男女別に集計して順位を決定します。順位次第でお楽しみ賞品をゲット！
■対　　象　　会員
■参加方法　　①任意のボウリング場で２ゲームプレイ

スコア表は「フルネーム」で出力されるように登録してください。
ボウリング場への申し込みはご自身で行ってください。バンパー使用不可。

②【フルネームが入った２ゲーム分のスコア表】と【レシート・領収証等】が１枚の画像になるよう撮影
※レシート・領収書等は「ボウリングを行った日」の確認のため、ご提出いただきます。スコア表に日付の記載が
　ある場合は提出不要です。

③専用フォームから提出
■表彰順位　　参加人数で決定します。
■注 意 点　　１度提出したスコア表は差し替えできません。締切日後、事業所番号・会員番号・スコアをふれあう共済ホームページに掲載します。

賞品は事業所宛にお届けしますので、発送に必要な情報を発送先に提供する場合があります。以上をご了承の上、お申込みください。
■申込期間　　会報誌HP掲載～６月19日日　
■順位発表　　６月22日水予定

［ディナー　ロータスガーデン　TEL：（096）355-7917］ 
■料　　金　　①西洋料理ステーキ食べ放題　90分　※要予約

大人（中学生以上）2,900円（一般料金3,900円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
料理内容：牛ステーキ食べ放題・本日のスー
プ・サラダ・ライス付
月曜・水曜定休

②中国料理スペシャルコース　※要予約
大人（中学生以上）3,500円（一般料金4,500円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
料理内容：厳選食材を使用した全７品のコース
月曜・木曜定休

■営業時間　　17：30～20：30（20：00オーダーストップ）
定休日が祝日の場合は営業

［ディナー　ロータスガーデン　TEL：（096）355-7917］ 
■料　　金　　①西洋料理ステーキ食べ放題　90分　※要予約

大人（中学生以上）2,900円（一般料金3,900円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
料理内容：牛ステーキ食べ放題・本日のスー
プ・サラダ・ライス付
月曜・水曜定休

②中国料理スペシャルコース　※要予約
大人（中学生以上）3,500円（一般料金4,500円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
料理内容：厳選食材を使用した全７品のコース
月曜・木曜定休

■営業時間　　17：30～20：30（20：00オーダーストップ）
定休日が祝日の場合は営業

［ランチ　日本料理まつり　TEL：（096）355-7950］
■料　　金　　③季節箱膳　※要予約（当日可）

1,500円（一般料金2,500円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
日本料理まつりでお召し上がりいただく〔月替わり季節箱膳〕

④四季彩弁当　テイクアウト　※要予約（当日可）
 1,500円（一般料金2,500円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
ドライブスルー形式で駐車場での受け渡しも可
能な〔テイクアウト四季彩弁当〕

■営業時間　　11：30～14：30（OS.14：00）水曜定休
※ドライブスルーは月曜定休のため、月曜のお弁当の受け
渡しは４F店舗でのみ行います。

［ランチ　日本料理まつり　TEL：（096）355-7950］
■料　　金　　③季節箱膳　※要予約（当日可）

1,500円（一般料金2,500円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
日本料理まつりでお召し上がりいただく〔月替わり季節箱膳〕

④四季彩弁当　テイクアウト　※要予約（当日可）
 1,500円（一般料金2,500円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
ドライブスルー形式で駐車場での受け渡しも可
能な〔テイクアウト四季彩弁当〕

■営業時間　　11：30～14：30（OS.14：00）水曜定休
※ドライブスルーは月曜定休のため、月曜のお弁当の受け
渡しは４F店舗でのみ行います。

熊本市中央区千葉城町３-31熊本市中央区千葉城町３-31

スコア表でボウリング大会　～男女別個人戦～スコア表でボウリング大会　～男女別個人戦～
玉名郡南関町大字関村1556　TEL：（0968）69-6134（グランデセキア直通）

会報誌7・8月号に掲載する【プー
ル割引チケット】指定施設です（予
定）。「夏休みはホテルのプールと
バイキング」というプランはいかが
でしょう？

　　　　　　　※料理内容は諸事情により変更になる場合があり
　　　　　　　　ます。

通信エラー等によるメールの不達については、責任を負いかねます。
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商品寸法（質量）：約幅32×高さ105×奥行17ｍｍ／
　　　　　　　　　約31ｇ（電池含まず） 
検知方法　　：半導体ガスセンサー 
電源　　　　：DC3Ｖ単4形アルカリ乾電池（LR03）2本 
センサー寿命：使用回数1,000回または購入後１年

タニタ　アルコールチェッカー　EA-100 
通常価格1台6,600円（税込）を特別価格20％引きの

1台5,280円（税込）送料無料

申込方法申込方法 事業申込QRコード共済HPでオンライン受付のみ

■講師
木下　夏美
理学療法士
骨粗鬆症マネージャー

カラダの中から美しくなりたい方に、運動と食事の専門家がアドバイスいたします。
筋肉量などが測定できる体験コーナーもあります！参加お待ちしております。
※サンフィット朝日野は会員証提示により特典が受けられる割引施設になりました。
詳細はP12をご覧ください。
講義内容（1時間）・生活習慣病、腰痛予防、運動の重要性　・食事について
体験コーナー（30分）・体組成測定+簡単な運動体験

運動不足解消！いつまでも若々しくいるために

～理学療法士が教える健康な身体づくりとは～

サンフィット朝日野　講義＆体験会サンフィット朝日野　講義＆体験会

■料　　金　　10,000円／回　交通費（基本500円　但し、距離により変更）　
■申込方法　　下記申込先へふれあう共済会員である旨を伝え、お申込みください。
　　　　　　　メディカルフィットネス　サンフィット朝日野　熊本市北区室園町12-10 
　　　　　　　朝日野総合病院　第３北棟１Ｆ　TEL：（096）342-6075

■料　　金　　10,000円／回　交通費（基本500円　但し、距離により変更）　
■申込方法　　下記申込先へふれあう共済会員である旨を伝え、お申込みください。
　　　　　　　メディカルフィットネス　サンフィット朝日野　熊本市北区室園町12-10 
　　　　　　　朝日野総合病院　第３北棟１Ｆ　TEL：（096）342-6075

「健康経営」を実践するにあたって、従業員の健康管理は最重要課題です。現在、業務上疾病に代表される腰痛は全体の約70％
になるといわれており、糖尿病などの生活習慣病は40代から増加傾向にあります。あなたの事業所へお伺いし、理学療法士の立
場から、腰痛・生活習慣病予防といった働き世代に役立つ内容をお話しします。健康でいきいきとした職場を目指しませんか？ 
講義内容（１時間）
・腰痛予防について　・ウィメンズヘルス　・生活習慣病
講義+実技（簡単なもの）でおおよそ１時間

社用車を５台以上、もしくは定員11名以上の社用車を1台以上使用している事業所様へ 
2022年10月からアルコール検知器の導入が義務化されます。今回、お求めやすい価格でご案内いたします。 

上記３つの企画はふれあう共済会員事業所との共同企画です。このようにふれあう共済を
使って会員、会員事業所にPRしたいモノ・コトを募集しています。会員の皆様に喜んで
いただける企画をご提案ください。
【事業の流れ】
① ふれあう共済に企画を提案
② ①をふれあう共済で検討。順次ふれあう共済から連絡し、担当者様と企画内容を協議。
　 ※ご希望の添えない場合もございますので、予めご了承ください。
③ 企画内容によって契約締結。会報誌に掲載し、事業実施。

■支払方法　　振込（店頭支払いでも可） 
■申込方法　　下記申込先へふれあう共済会員である旨を伝え、お申込みください。お届けは６月予定です。
　　　　　　　株式会社桑原雷声堂 熊本市南区近見6-1-54 
　　　　　　　TEL：（096）354-5656　メール：shop@5656.co.jp

いきいき働く
企業を応援！

サンフィット朝日野　講師派遣サンフィット朝日野　講師派遣

アルコール検知器の導入はお済みですか？アルコール検知器の導入はお済みですか？ アルコール検知器アルコール検知器

■受講可否に
　ついて

■日　　時　　５月28日土　10：00～11：30
※感染状況によっては延期または中止する場合があります。

■料　　金　　無料
■対象定員　　会員または会員の同居家族　20人
■準 備 物　　動きやすい服装、タオル、飲み物
■会　　場　　メディカルフィットネス　サンフィット朝日野　熊本市北区室園町12-10　朝日野総合病院　第３北棟１Ｆ　
■申込期間　　５月１日日～５月25日水まで先着順受付
　　　　　　　申込者全員に順次受講の可否についてメールします。必ずご確認後、返信ください。

■日　　時　　５月28日土　10：00～11：30
※感染状況によっては延期または中止する場合があります。

■料　　金　　無料
■対象定員　　会員または会員の同居家族　20人
■準 備 物　　動きやすい服装、タオル、飲み物
■会　　場　　メディカルフィットネス　サンフィット朝日野　熊本市北区室園町12-10　朝日野総合病院　第３北棟１Ｆ　
■申込期間　　５月１日日～５月25日水まで先着順受付
　　　　　　　申込者全員に順次受講の可否についてメールします。必ずご確認後、返信ください。

■問 合 せ
　申 込 先

■問 合 せ
　申 込 先

申込方法申込方法
 会員個人で申込可

事業申込QRコード共済HPでオンライン受付のみ
通信エラー等によるメールの不着については責任を負いかねます

特  別  割  引  販  売

ふ
れ
あ
う
共
済

と
の
共
同
企
画

募
集
中
！
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申込方法申込方法
 会員個人で申込可

事業申込QRコード共済HPでオンライン申込

じゃらんコーポレートサービス（JCS）からクーポン券のご案内

日本最大級
のホテル数

予約も
らくらく♪

お得な
限定プラン

30,500軒の登録宿泊施設から探せる！ 通常のじゃらんnetより
さらにお得なプランも！

スマートフォンからは
スマホ最適化画面で予約可能！※2019年11月データ

①ふれあう共済HPのJCSバナーか
　QRコードから全福センター専用ページへ

②全福センターHPへログイン
　ログインID：ko／パスワード：zenpuku

③専用サイトから
　手続きを進める

利用
方法

全国の“じゃらんnet”掲載施設から予約
が可能。豊富なラインナップからお好みの
宿泊施設をお選びいただけます。

予約のしやすさを追求する“じゃらんnet”
と同じ画面遷移。
忙しい中でもスムーズな予約が可能です。

　　　マークはお得な限定プラン。
　　　10,000以上のプランを掲載。
※2018年３月データ

「1,000円分じゃらんクーポン（JCS限
定）キャンペーン」はふれあう共済HP・
SNSでもお知らせします。

約25年間看護師として勤務し
た病院を退職後、プロのコーチ
として独立。現在は個人コーチ
ング、病院・自治体へのコーチ
ング研修・講演会や、看護学校
の非常勤講師も務める。NPO
法人ヘルスコーチジャパン認定
メンタルコーチ・ヘルスコー
チ。

■講師
コーチングルームオフタイム
代表　芦村　恵さん

「部下や後輩の育成」も大事な仕事です。そのために、時に必要になるのが「叱る」こと
です。誤った叱り方では部下や後輩はやる気をなくし、離職に繋がることさえあります。
信頼関係を壊さず相手の心を動かし、納得してもらう「叱り方」について学びます。

部下や後輩の上手な叱り方
～コーチングコミュニケーションを活用して～

■日　　　時　６月25日土　10：00～12：00　
■対象／定員　会員　20人
■料　　　金　無料
■会　　　場　サンライフ熊本　熊本市中央区黒髪3-3-12
■申 込 期 間　会報誌HP掲載～６月14日火　応募者多数の場合抽選

６月15日水 申込者全員に参加の可否についてのメールを送信します。
必ずご確認後、返信ください。

■参加メール
　送信予定日

通信エラー等によるメールの不着については責任を負いかねます。

切り取り線 切り取り線

ふれあう共済への申込不要 ※上記の会員本人が、会員証と利用申請書を城島高原パークチケット窓口にご提出ください。
※会員と家族以外はご利用できません。※対象でない方が利用した場合、後日料金を請求することがあります。

城島高原パーク利用申請書 利用期間： コピーして期間中何度でも利用可会報誌HP掲載▶７／３［日］
2022

事業所番号 会員番号 会員氏名 入園券のみ

入園＋のりものパス券

利用日　2022

月　　日

●おとな　　　　枚　●こども　　　　枚

●おとな　　　　枚　●こども　　　　枚
※上記の会員を含め、ご利用者全員の氏名をご記入ください。

※60歳以上は証明書提示で別途割引有り

●おとな　通常1,500円を
中学生～59才迄

料金 入園券のみ

500円
●こども　通常600円を
４才～小学生迄 100円

入園券＋のりものパス券
●おとな　通常4,800円を
中学生～59才迄 3,800円
●こども　通常3,900円を
４才～小学生迄 3,400円

料金

城島高原初夏の割引企画
利用
期間 会報誌HP掲載▶7／ 3［日］まで

利用
方法

城島高原の営業を確認し、下記利用申請書（コピー可）を事前にご記入の上、必ず
会員本人が会員証と一緒にチケット窓口にご提出ください。会員料金でチケットを
購入することができます。
※他の割引券との併用はできません。

2022
対象 会員と家族

１回につき５名までご利用できます

※営業時間・休園日などについては、
　城島高原パークまでお問い合わせください。

☎0977-22-1165

名
氏
者
用
利
ご 入園券のみ

●おとな(中学生～59才迄)
　　　  500円

（会員・家族） （会員・家族） （会員・家族） （会員・家族）

●こども(４才～小学生迄)
　       100円

（家族） （家族） （家族） （家族）

入園券＋
のりものパス券

●おとな(中学生～59才迄)
　3,800円

（会員・家族） （会員・家族） （会員・家族） （会員・家族）

●こども(４才～小学生迄)
　3,400円

（家族） （家族） （家族） （家族）

熊本SC　割　５　～７／３　4109
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会員本人が会員証を各店舗でご提示ください。または、予約時に
ふれあう共済会員であることを申し出て、会計時に会員証をご提示ください。
会員とその家族　　　　　と表示があるのは会員のみ
他の割引との併用はできません。割引内容の詳細や営業日等は施設に直接お問い合わせ
ください。都合により契約内容に変更があった場合、ホームページでお知らせします。

利用方法

適用範囲

利用上の注意

 割引協力店のご紹介
割引協力店にご協力いただける事業所はふれあう共済事務局までご連絡ください。

運動

ビジター料金
1,000円（税別）

➡ 550円（税別）

熊本テルサフィットネスクラブ

熊本市中央区水前寺公園２８-５１
☎ ０９６-３８７-２５５４

トレーニングジム、スタジオ、プール、サウナ。
利用時間３時間以内。オーバータイム１時間につき
５５０円（税別）
※テニス教室対象外

スポーツクラブ＆スパ　ルネサンス

運動

Monthlyコーポレート会員
（使いたい放題）
1Dayコーポレート会員
（都度払い）

熊本学園大通24　熊本市中央区大江２-１-71
☎096-375-7355
熊本南24　熊本市中央区南熊本１-９-25
MRRくまもと３～５F　☎096-375-6040

メディカルフィットネス　サンフィット朝日野

運動

肥後サンバレーカントリークラブ画図ゴルフ

運動

矢部サンバレーカントリークラブ

9,570円 /月

1,980円 /回

サカイキタガワダンス教室 ＠はっぴぃパソコン教室

パソコン教室PCクリエイト 川尻蔵前うどん　ぬま田

グルメ

中山酒屋　水道町店

熊本城稲荷神社　駐車場

流泳館　熊本西部スイミングクラブ

㈲ニッショウ化学 熊本ビデオ制作アイモ

P6・P7は取り外して保存がおススメです

会員限定

会員限定

ゴルフプレイ料金 
500円割引

熊本の２施設いずれかで入会した方は、全国のルネサンス
直営施設も利用可。入会手数料やレンタル料金が無料にな
るキャンペーン（不定期）は会報誌でお知らせします。

運動

※早朝・薄暮プレーは対象外
※１組２人以上、２組８名まで

プール、ラジウムイオン温泉、サウナ、流水浴、
全て利用可。利用時間制限なし。

自己啓発

運動

➡ 1,100円

➡ 　 900円

運動
熊本市中央区水道町９-13-２F
☎096-326-5432

社交ダンス
１レッスン　2,200円

ボディケア
１回15分　　　990円

入会金
10,000円（税別）➡ 8,000円（税別）

光の森校　菊池郡菊陽町光の森6-19-1　
　　　　　☎096-285-8205
京町校　　熊本市中央区京町2-8-8
　　　　　☎096-352-6255
花立校　　熊本市東区花立2-6-5
　　　　　☎096-285-5355

熊本市中央区水道町９-３
中原ビル１Ｆ
０９０-９４９６-００４３

熊本市南区田迎町田井島208　
☎096-370-5539

上益城郡山都町北中島2228　
☎0967-75-0121

会員限定

熊本市西区城山半田4-6-18
☎096-329-6660 自己啓発

飲食代　10％割引

グルメ

撮影住宅駐車場

運動

会員限定

会員限定

阿蘇郡西原村鳥子3415　
☎096-293-7111

利用料金 
初月500円割引
パーソナルトレーニング 
１回無料
熊本市北区室園町12-10
朝日野総合病院第３北棟１Ｆ
☎096-342-6075

ビジターのみ
コイン1枚
350円（税別）

ゴルフプレイ料金 
1,000円割引

➡ 280円（税別）

成人クラス限定
ビジター利用料金
20％割引

※対象外の講座あり 同伴者含め５人まで

玉名市築地１９１-1　
☎０９６８-72-０３３１

熊本市南区川尻４-５-４１
☎０９６-２２３－８３６６

パソコン講座受講料
一般料金から10％割引

うどん１杯につき
ごぼう天１つサービス

駐車場料金　夜間の部（17:00～翌8：00）

　　一般料金より100円割引

熊本市中央区本丸３-13
☎ ０９６-355-3521

●西日本唯一の「シロアリ探知犬」
　ランディーによるシロアリ調査
　8,000円（税別）　➡ 5,000円（税別）

●シロアリ予防・駆除
　通常価格（税別）より10％割引
熊本市北区山室6-９-27
☎ ０９６-346-1388

ビデオ撮影料見積作成時に

10％割引

熊本市北区武蔵ヶ丘４-13-11
☎ ０９６-３38-8980

※ 機材レンタル費、編集費、交通費、
他必要経費は含まない
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撮影

㈱リルファ

ハヤカワスポーツ ㈱上昇　クラウド熊本　就労継続支援B型事務所

熊本市北区梶尾町１１２２
☎０９６-２７５-２２５５

年末年始を除く。クラウド熊本BASEショップからの
注文は対象外。利用方法の詳細はふれあう共済ホー
ムページ「割引協定施設」よりご覧ください。

旅行

ユニオントラベル熊本

熊本市中央区出水8-3-27
☎０９０-８９１０-３３１７

三国屋本店

清田眼鏡店（メガネのきよた）

熊本市中央区下通1-8-29
☎０９６-353-4101 買い物 買い物

花珠・黒真珠などのアクセサリー・木工製品

㈲川津刃物卸店

イオンシネマ熊本

㈲合掌

買い物

くまもと県民葬祭㈱

熊本市東区東京塚町１９-４７
☎０９６-３８６-1０５９ 葬儀

祭壇　10％割引

メモリアルホール高平

熊本市北区高平２-２５-５７
☎０９６-３４４-６３３７ 葬儀

骨　壷　1ランクアップ
お　棺　1ランクアップ

㈲浦上葬儀社

熊本市南区並建町７７４-３
☎０９６-２２７-００４３ 葬儀

清田自動車整備工場

自動車

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃

10％割引

㈲大阿蘇車体工場

熊本市東区戸島西２-６-１１１
☎０９６-３６０-００８０ 自動車

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃

10％割引

スエナガ車体工業

熊本市東区石原１-11-５
☎０９６-３８０-４５３１ 自動車

大塚自動車

自動車

大豊工業㈱

自動車

㈲高原車体整備工場

松尾自動車工場㈱

自動車

森都自動車㈱ ㈱Ｍ’ｓオートプレイス

自動車

※大トカゲ、巨大リクガメ等も出張可

幸福の白蛇撮影会デリヘビ
合計金額から10％割引
撮影料　（小学生以上）１名　
　　　　平日500円　土日祝600円
出張料　平日　3,000円　
　　　　土日祝3,600円

映画
上益城郡嘉島町大字上島字長池 2232-2702
イオンモール熊本2F ☎096-235-7707

住宅
熊本市東区戸島５-16-４１
☎０９６-３８０-３２６１

熊本市東区錦ヶ丘２-14
☎０９６-３６５-３５００ 買い物

鈑金、塗装、車検に係る工賃

10％割引

自動車

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃

10％割引
鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃

10％割引

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃

20％割引

熊本市西区上代１-２-１２
☎０９６-２１１-９９５０

熊本市西区春日７-２６-３６
☎０９６-３５４-５２２２

鈑金、塗装、車検、整備に係る工賃

10％割引

熊本市西区花園１-６-２３
☎０９６-３２４-６６０４ 自動車

熊本市南区日吉２-11-３１
☎０９６-３５７-１６１６

熊本市南区野田２-１-１７
☎０９６-３２０-０３２１

上益城郡益城町古閑１３４-２４　　
☎０９６-２８６-７５４１

買い物

下記①～③の旅行代金の３％割引

熊本市中央区九品寺１-17-９
☎０９６-３71-2022

①ユニオントラベル熊本の国内主催旅行
②近畿日本ツーリスト　海外：ホリディ　国内：メイト
③日本旅行　海外：マッハ　国内：赤い風船
※但し割引に適さないと判断した商品は除く。
　ユニオントラベル熊本を通しての申込が必要。

一般通常価格
1,800円 ➡ 300円割引
小人（中学生以下）
通常価格
1,000円 ➡ 200円割引
※特別興行、サービスデー料金は除く
※3Dは別途料金

定価1,000円（税別）以上の商品を10％割引
＜対象店舗＞
スポーツ館上通本店  
　　　　熊本市中央区上通町9-1
　　　　☎096-324-3700
八代店　八代市本町1-7-33
　　　　☎0965-34-0555

※一部商品・特価商品を除く。 現金購入の場合、10％割引 表示価格から10％割引
※結婚式の引出物や特価品は割引対象外

一般メガネ（プロパー商品）・サングラス
店頭表示価格から10％割引
※小物類、割引商品、セット商品は割引対象外

全商品　10％割引  仏壇等取扱商品　10％割引

熊本市西区島崎５-４-３７
☎０９６-３５９-７７２０

生前予約の申込金

50,000円 ➡ 10,000円

※線香、ロウソクは対象外

工賃　10％割引

熊本市北区飛田４-６-３０　☎０９６-３４５-８４６６

車検、点検、一般整備、鈑金塗装、新車・中古車販
売、ヨーロッパ車・アメ車・旧車の整備修理、各種修
理（エンジン、ミッション、産業土木、油圧機器、家
庭菜園管理機、耕うん機、刈払（草刈り）機、チェー
ンソー）、コンピューターシステム判断修理

鈑金塗装工賃　20％割引
基本料、代行料を除く車検追加整備工賃
　　　　　　　 20％割引 
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サンライフ熊本勤労者塾
　月に１回勤労者向けのセミナーを行います。サンライフ熊本ホームページから事業所登録すれば聞きたい内容の講座に事
業主や従業員の方（複数可）が参加することができます。すでに登録済みの事業所はサンライフ熊本からの案内メールにご
返信ください。

非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料

　情報発信の主流がSNSに移行し、多くの企業が広報手段としてSNSに注目しています。中でも幅広い年代に情報発信できる動画
SNS「YouTube」を活用する企業が急増しました。
　今回はYouTubeを活用した１分企業紹介動画について、内容や構成などの企画立案、社内運用の体制づくりなど、実際に動画を
制作する前にしっかり考えておきたいアレコレについてご紹介します。

　現在YouTubeをはじめ、様々な動画配信サービスやプラットフォームが充実してきており、さらにSNSなどを通して配信された
動画を視聴するということが、当たり前の世の中になってきています。また、それに合わせてビジネス目的で動画を利用したいと
いうニーズも増えてきています。
　今回のファイル編では、動画を扱う上で知っておくべき動画ファイルの基礎知識について解説いたします。

　動画マーケティング（販促）の効果を最大化するにはそれなりの工夫が必要です。ビジネスとして活用するためには、自社の
サービスや商品が、どのような価値を提供できるかを「ストーリー」として見せることが重要です。
　今回の撮影素材編では、視聴者の心に残り、認知度アップにつながるための動画制作を目指し、企画から撮影、素材収集方法に
ついて解説します。

■日　　　時　５月24日火　10：00～12：00　
■対象／定員　16歳以上の方／30人
■申　　　込　５月６日（金）午前10時から先着順電話受付
■申込先・会場　 サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

■日　　　程　５月25日水　10：00～12：00　
■対象／定員　16歳以上の方／30人
■申　　　込　５月６日（金）午前10時から先着順電話受付
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

■日　　　程　５月25日水　13：30～15：30　
■対象／定員　16歳以上の方／30人
■申　　　込　５月６日（金）午前10時から先着順電話受付
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

■講師
株式会社談
WEBディレクター・
プランナー
甲斐　由貴さん

１分企業紹介動画の作り方　企画編令和４年度
第２回

非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料１分企業紹介動画の作り方　ファイル編令和４年度

第３回

非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料１分企業紹介動画の作り方　撮影素材編令和４年度

第４回

　撮影や収集した素材は、動画編集ソフトを使って「編集」して仕上げます。動画の構成やシナリオがしっかりとイメージできて
いれば編集自体は難しいものではありません。
　今回の編集編では、編集の基本的な進め方や、編集ソフトの紹介・基本操作や制作し、書き出した動画の活用方法などについて
解説します。

■日　　　程　６月15日水　14：00～16：00　
■対象／定員　16歳以上の方／30人
■申　　　込　５月６日（金）午前10時から先着順電話受付
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料１分企業紹介動画の作り方　編集編令和４年度

第５回

事業所登録
はコチラ→
事業所登録
はコチラ→

■第３回～５回講師
キャリア教育プラザ
株式会社
ＰＣインストラクター
柴田　　健さん
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講座名 曜日・時間 受講料
1 期毎にお支払いいただきます

年間の講座回数
（R4.4 ～ R5.3）

ZUMBA 毎週火曜　  18：50 ～ 19：50 1 期（10 回分）3,500 円 40 回
毎週火曜  　20：00 ～ 21：00 1 期（10 回分）3,500 円 40 回

いきいきヨーガ 毎週火曜　  19：00 ～ 21：00 1 期（10 回分）6,500 円 40 回
健康太極拳 毎週水曜　  18：30 ～ 20：30 1 期（15 回分）9,750 円 45 回
心と体ストレスフリーヨガ 1・3 水曜　19：00 ～ 20：00 1 期（12 回分）4,200 円 24 回

ピラティス 毎週木曜　  18：40 ～ 19：40 1 期（15 回分）5,250 円 45 回
1・3・4 土曜 13：15 ～ 14：15 1 期（11 回分）3,850 円 33 回

ゴルフピラティス 1・3・4 土曜 14：30 ～ 15：30 1 期（11 回分）3,850 円 33 回

義務化対応終わっていますか？

在宅就労支援セミナー

新入社員研修（１日間コース）

非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料

非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料

非会員（一般）参加可

非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料

　時間や場所に制約を受けない働き方「在宅就労（テレワーク）」についての先進事例を交えたセミナーです。

　社会人、組織人として大切なコミュニケーション力を身につけ、モチベーションをアップし、勤労意欲の高揚を図ることを目的
とした新人社員研修を開催します。

内　容　職場のコミュニケーション、モチベーションアップ

■日　　　時　６月24日金　第１部　10：30～12：00
　　　　　　　　　　　　　　　　 第２部　13：00～14：30　
■対象／定員　子育てや親の介護、障がい者や長期療養中で自宅で働きたい方など在宅就労（テレワーク）に興味がある方
　　　　　　　／会場40人　オンライン50人
■講　　　師　第１部　　特定非営利活動法人 在宅就労支援事業団　　　　理事長　　　田中　良明さん

　　　　　　　第２部　　株式会社きらり．コーポレーション　　　　　　代表取締役　塚本　　薫さん
■申　　　込　６月６日（月）午前10時から先着順電話・オンライン受付
■申込先・会場　 サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

■日　　　時　①５月17日火　９：30～17：00　
　　　　　　　②５月20日金　９：30～17：00

■対象／定員　新入社員または若手社員の方／各日20人
■申　　　込　５月６日（金）午前10時から先着順電話受付
■申込先・会場　 サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

■日　　　時　６月22日水　14：00～16：00
■対象／定員　16歳以上の方／30人
■申　　　込　６月６日（月）午前10時から先着順電話受付
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

■講師
日本マナー・プロト
コール協会認定講師
桑原　たか子 さん

■講師
特定社会保険労務士
𠮷𠮷　𠮷 さん

知っておくべき中小企業のパワハラ防止措置

　下記講座は【無料体験】をしてから受講申し込みをすることができます。但し、先着順で受け付けていますので申込時点で満員
になっていることもあります。予めご了承ください。年度途中から受講する場合、受講料は受講開始日から日割りでいただきます。
この他にも多彩な講座を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
　受講料補助についてはＰ11下段「サンライフ熊本利用補助」をご覧ください。

■問合せ・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

サンライフ熊本　年間講座のご案内

　職場におけるハラスメント行為は、個人的な問題ではありません。社員個人の能力発揮の妨げとなるばかりでなく、周りの従業
員や事業主への深刻な影響を生じさせるとともに、企業のユーザーからの期待を低下させ、社会的信用を失うことにもなりかねな
い組織上の問題です。今回のセミナーでは、「パワーハラスメント防止のための指針」に沿って、
どのような措置を講じることが求められているのかを具体的に解説します。
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令和4年2月1日受診分より⑪「熊本県厚生農業協同組合連合会　健康管理センター」が人間ドック受診補助指定医療機関になりました。

請求方法 「給付・補助金請求書」と添付書類を事業所を通してふれあう共済事務局まで郵送または持参ください
（FAX不可）。毎月15日必着(到着)分を、不備がなければ、当月月末に登録された事業所口座に振込みます。

補助対象 ・40歳以上の会員または年度内に40歳を迎える会員
・受診料金が15,000円（税別）以上であること　
・指定医療機関で受診した補助対象項目の人間ドックであること
・年度内1回まで　※年度：4月1日～翌年3月31日

補助金額 １回5,000円　受診日（宿泊受診の場合はその最終日）から2ヵ月以内に下記書類
をご提出ください。所定の書式はホームページからもダウンロードできます。

提出書類 ●給付・補助金請求書【原本】
●添付書類　下記①または②
　①指定医療機関発行の人間ドック受診料領収書（コピー可）
　②人間ドック受診証明書【原本】※指定医療機関に持参し、記入押印を依頼する
　　※会員本人フルネーム、受診項目（人間ドック）、受診日、受診料金の記載があること
　　※健康診断は対象外であり、健康診断にオプションを付加した場合も対象外

注意事項 1）領収書及び人間ドック受診証明書は会員本人フルネームのものに限ります。
　　「法人名」「苗字のみ」は不可。

※法人名の領収書の場合は指定医療機関発行の会員本人フルネーム、受診項目、受診日、受診料金が記載さ
れた明細を添付してください。

2）領収書及び人間ドック受診証明書に必要事項の記載がない場合は指定医療機関に再発行を依頼してく
ださい。（ご自身で訂正、書き足したものは不可）

3）指定医療機関及び補助対象項目以外の受診は補助対象外　※下記参照
※指定医療機関等に変更があった場合、ホームページでお知らせします。

　 人間ドック受診補助    詳細は事務の手引きまたはホームページをご覧ください。

指定医療機関 補助対象項目

① 熊本県総合保健センター

日帰りドック

通院２日ドック

レディースコース

生活習慣病予防健診

消化器コース

希望付加健診

日帰り付加ドック

日帰り希望ドック

② 済生会熊本病院 

　 予防医療センター

２日間ドック

日帰りドック

がんドック

脳ドック

心臓ドック

イブニングレディースドック

PET／CT検診

生活習慣病予防健診Aコースのみ

指定医療機関 補助対象項目

③ 済生会みすみ病院

日帰り人間ドック

大腸ドック

脳ドック

生活習慣病予防健診 「あんしん」のみ

④ 熊本市医師会 

　 ヘルスケアセンター

人間ドック　通院２日コース

人間ドック　半日コース

人間ドック　１日コース

脳ドック

⑤ 服部胃腸科

人間ドック　日帰りコース

人間ドック　１泊コース

消化器ドック

PET検診

⑥ 鶴田病院

　健診センター

宿泊ドック

通院ドック

日帰りドック

⑦ 九州記念病院
日帰りドック

宿泊ドック　１泊２日コース

指定医療機関 補助対象項目

⑧ くまもと南部広域病院
人間ドック

脳ドック

⑨ 本庄内科病院
人間ドック　日帰りコース

人間ドック　１泊２日コース

⑩ 魚住クリニック
PET検診

脳PET検診

⑪ 熊本県厚生農業協同組合連合会
　 健康管理センター

標準コース

胃カメラコース

⑫ 朝日野総合病院 健診センター 人間ドック　日帰りコース

⑬ 熊本託麻台リハビリテーション病院 脳ドック

⑭ くまもと成城病院 人間ドック

⑮ メディカルスクエア九品寺クリニック 人間ドック

⑯ 日赤熊本健康管理センター
　 ※シニア福祉ドック不可

１日人間ドック　標準コース

１日人間ドック　消化器コース

１日人間ドック　レディースコース

２日人間ドック　総合コース

資格・検定試験受験補助　
■補 助 額　　下記32試験のみ　１検定2,000円　NEW ……令和４年４月１日以降受験分より補助対象
■対　　 象　　会員（会員１人につき年度内２回まで、受験料が4,000円以上 ）

請求
方法

　　　保育士 　　　社会福祉士 　　　調理師 　　　毒物劇物取扱者
　　　建築士 　　　建設業経理士 　　　IT パスポート 　　　英検（1 ～ 3 級）

　　　秘書検定　3 級単独での受験は補
助条件を満たさないため不可 　　　日本漢字能力検定（１級・準１級） TOEIC 危険物取扱者（甲種・乙種）

電気工事士（１種・２種）
同じ期で筆記・技能ごとの補助請求不可

土木施工管理技術検定
同じ期で筆記・技能ごとの補助請求不可 排水設備工事責任技術者資格認定試験 MOS ／マイクロソフトオフィススペシャリ

スト・マイクロソフトオフィスエキスパート

情報技術者試験（基本 FE・応用 AP） 日商簿記検定（１級・２級）
3 級は補助条件を満たさないため不可

ファイナンシャルプランニング技能検定
（１級・２級）日本ＦＰ協会、きんざい

ケアマネージャー（介護支援専門員実務
研修受講試験）

介護福祉士 社会保険労務士 衛生管理者（１種・２種） 宅地建物取引士
福祉住環境コーディネーター検定（１～３級） カラーコーディネーター検定（１～３級） ビジネスマネジャー検定 ビジネス実務法務検定　（１～３級）
DC（企業年金総合）プランナー リテールマーケティング（販売士）検定 ( １～３級 ) 熊本・観光文化検定（１級・２級） 環境社会（eco）検定

受験日以降 で、受験日から2ヵ月以内に事業所を通して下記①、②をふれあう共済事務局へ郵送または
ご持参ください。補助金は事業所口座に振り込みます。※振込日はP12「事務局だより」をご覧ください。
①給付金・補助金 ／ 永年褒賞記念品請求書（共済ＨＰからダウンロード可）
②会員本人名義の 受験票  （コピー可）または試験結果（コピー可）

※試験の申込期間、試験日等は各自ご確認ください。

NEW NEW NEW NEW
NEW
NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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■補　助　額　　１回　2,000円（１回2,000円以下の支払いはその金額、教材費は対象外）
　　　　　　　　施設利用は「利用日ごとに１回」とカウントします。
■対　　　象　　会員（会員１人につき年度内２回まで、但し同一講座は１回のみ）
　　　　　　　　会員の配偶者と一親等以内の同居家族（１人につき年度内１回、【同居証明書の提出】が必要）

サンライフ熊本　講座・施設　利用補助
サンライフ熊本ではＰ８・Ｐ９記載の講座の他、会議室や体育室など施設の貸出も行っています。詳細はサンライ
フ熊本ホームページをご覧ください。サンライフ熊本　TEL：（096）345-3511　熊本市中央区黒髪３-３-12

※【同居証明書】会員及び一親等以内の同居家族の　Ａ. 健康保険証（表・裏）　Ｂ. 免許証　Ｃ. 住民票等　同居していることが確認
　できる、いずれかのコピー。提出がない場合は補助対象外。

受講料については受講期間が終了した日、施設利用については利用日以降で２ヵ月以内に給付・補助金
／永年褒賞記念品請求書（共済HPからダウンロード可）をふれあう共済事務局へ郵送またはご持参く
ださい。施設利用については領収書またはチケット（コピー可）を添付してください。補助金は事業所
口座に振り込みます。※振込日はP12「事務局だより」をご覧ください。

請求
方法

補助指定コンサート等 開 催 日 開 催 地
千と千尋の神隠し ５月１日日～5月28日土 福岡市
葉加瀬太郎 ５月１日日 熊本市
緑黄色社会 ５月１日日 福岡市
それいけ！アンパンマンミュージカル 5月3日火・5月4日水 熊本市
BREATHE ５月４日水 熊本市
第１回江代山GOGOトレイル ５月５日木 水上村
小山田壮平 ５月５日木 熊本市
佐野元春 ５月７日土 熊本市
TRIPLANE ５月７日土 熊本市
ばってん少女隊 ５月７日土 熊本市
福山雅治 ５月７日土・５月８日日 益城町
XANVALA ５月11日水 熊本市
古内東子 ５月13日金 熊本市
瑛人 ５月13日金 福岡市
Co shu Nie ５月14日土 熊本市
DRUM TAO ５月14日土・５月15日日 熊本市
B’z ５月14日土・５月15日日 福岡市
Little Glee Monster ５月15日日 熊本市
ナオト・インティライミ ５月19日木 熊本市
第35回熊本よかちょろ寄席 ５月21日土 熊本市
有島京＆伊藤悠貴 
※チケット代3,000円未満は除外 ５月21日土 熊本市

THE ALFEE ５月21日土 熊本市
かぶき旅 5月21日土・５月22日日 山鹿市
Aimer ５月22日日 熊本市
BEGIN　一般 ５月24日火 熊本市
三浦大知 ５月24日火・５月25日水 福岡市
リーガルリリー ５月27日金 熊本市
セールスマンの死 ５月27日金～５月29日日 北九州市
BLUE MAN ５月27日金～５月29日日 福岡市
サムライ・ロック・オーケストラ　S席（大人） ５月28日土 熊本市
FLOW ５月28日土 熊本市
山里亮太 ５月28日土 熊本市
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ５月28日土・５月29日日 福岡市
LIVING フリーマーケット 
※両日出店の場合も補助は１回のみ ５月28日土・５月29日日 益城町

おしりたんてい ５月29日日 熊本市

補助指定コンサート等 開 催 日 開 催 地
第5回MIZUKAMI MOUNTAIN 
PARTY【ロング・ショートコース】 ５月29日日 水上村

令和にっぽん！演歌の夢まつり ５月30日月・５月31日火 福岡市
T-BOLAN ６月３日金 荒尾市
MONGOL800 ６月３日金 熊本市
マカロニえんぴつ ６月３日金 福岡市
KAT-TUN ６月３日金・６月４日土 福岡市
六月博多座大歌舞伎 ６月３日金～６月23日木 福岡市
松山千春 ６月４日土 熊本市
あいみょん ６月４日土 益城町
林部智史 ６月５日日 熊本市
ASIAN KUNG-FU GENERATION ６月５日日 熊本市
松任谷由実 ６月９日木 熊本市
立川談春 ６月10日金 熊本市
東京スカパラダイスオーケストラ ６月10日金 熊本市
小沢健二 ６月10日金 福岡市
夜の本気ダンス ６月11日土 熊本市
AI ６月12日日 熊本市
BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE ６月13日月 福岡市
杉山清貴 ６月18日土 熊本市
第１回LOVE熊本！走RUNね！ 
たまねぎリレーマラソン ６月19日日 合志市

レキシ ６月19日日 熊本市
THE BEAT GARDEN ６月19日日 熊本市
小曽根真　※チケット代3,000円未満は除外 ６月21日火 熊本市
槇原敬之 ６月24日金・６月25日土 福岡市
超特急 ６月25日土 熊本市
舟木一夫 ６月28日火 熊本市
ロアッソ熊本ホームゲーム全試合 
【S席のみ　※アップグレードチケット不可】 2022シーズン 熊本県

熊本ヴォルターズホームゲーム全試合 
【１F指定席（大人のみ）※グレードアッ
プチケット可】※チケット代3,000円未満は除外

2022シーズン 熊本県

プール・トレーニング室回数券
添付書類（コピー可）

会員本人フルネーム入りの領収書で、購
入した回数券の内訳が記載されたもの

熊本市総合体育館・青年会館
南部総合スポーツセンター
浜線健康パーク
城南総合スポーツセンター

コンサート等利用補助
■補助額　　１回1,500円（チケット購入は各自で行ってください）
■対　象　　会員による指定コンサート等の利用（会員１人につき年度内２回まで、チケット代は3,000円以上）

請求
方法

開催日以降 で、開催日から2ヵ月以内に事業所を通して下記①、②をふれあう共済事務局へ郵送またはご持参く
ださい。補助金は事業所口座に振り込みます。※振込日はP12「事務局だより」をご覧ください。
①給付・補助金／永年褒賞記念品請求書（共済HPからダウンロード可）　②添付書類（下記の通り）

コンサート・観劇・スポーツ観戦の添付書類

チケット半券【原本】
電子チケットの場合はコンサート名、開催日、会場名の記載
がある下記（1）～（６）のいずれかを添付してください。

（１）代金支払証明書【原本】
（２）ticket boardの座席確認券（プリントアウトしたもの）
（３）バーコード画面（開催後はバーコード画面が表示され
ないため事前に保存しプリントアウトしてください）

（４）座席の表示があるデジタル半券
（５）座席指定券引換券【原本】

（６）入場時に発行される座席確認券【原本】
※チケットに会員本人以外の氏名が記載されてい

ても会員本人が参加した場合は請求可。

フリーマーケットの添付書類
フリーマーケット名と会員本人のフルネームの記載
がある下記（1）（2）のいずれか（コピー可）

（1）領収証（2）参加料送金ご利用明細書

マラソンの添付書類
大会名と会員本人のフルネームの記載がある下

記（1）～（４）のいずれか（コピー可）
（1）領収書（2）参加料送金ご利用明細書（3）完走証（４）記録証

※添付書類の返却を希望する方は付箋等で「返却希望」と
明記し、切手を貼り、事業所または個人宅の住所を記載した
封筒を同封してください。

※指定したコンサート等以外は対象外です（日程・会場等が異
なれば対象外）。

※2022年４月１日現在の情報に基づき補助指定しており、４
月１日までの延期分を含みます。指定コンサート等の【延期】
は補助対象、 【中止】は補助対象外です。
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新規割引施設のご案内 他の割引との併用不可

こども達の明るく豊かな未来を目指してよりそう支援を

５月 ６月

土 曜 営 業 日

次号会報誌HP掲載

５月28日（土） ６月25日(土)
６月15日(水)

平 日 休 業 日 ５月23日（月） ６月27日(月)

給付補助金の振込日

会員証再発行分発送日

永 年 褒 賞 記 念 品

送 付 日 ／ 対 象 者

５月30日（月） ６月29日(水)

６月10日(金)

※毎月15日までの受理分
　当月月末振込・発送

※毎月10日までの受理分
　 当月１日入会　前月末退会

会費の口座振替日 ５月31日（火）
５月10日（火）

６月30日(木) 

入退会・異動締切日 毎月10日必着

給付補助金請求・会員証
再発行申請の締切日 毎月15日必着

NPO法人　チャイルドサポートきくち会員の広場 菊池郡菊陽町原水5651-4
TEL：096-233-2833

○営業日　平日・第４土曜　　受付時間　９：00～17：00
（第２月曜はサンライフ熊本の休館日です。建物の裏側に回ってください）

○休業日　土・日・祝・第４月曜（第４月曜が祝日の場合はその翌日）

①二十歳祝金（会員が満20歳）
…………10,000円 申請不要
②結婚祝金（会員の結婚）　

……………10,000円
③出産祝金（会員または会員の

配偶者の出産）…10,000円
④小学校入学祝金

（会員のお子様）……5,000円
⑤中学校卒業祝金

（会員のお子様）…10,000円
⑥結婚満25年祝金

（会員の銀婚式）…15,000円
⑦死亡弔慰金

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（義父母対象外）
………10,000円

⑧傷病見舞金 ……10,000円
会員が傷病により継続して30日
以上休職・欠勤し、復職したとき
年度内１回 過去２年度内に請求
された方は医療機関が発行した
診断書等のコピー添付

⑨宿泊施設利用補助…1,500円
会員　年度内２回※R４年度限定
会員氏名入りの宿泊料が1人税
別3,000円以上と分かる領収書
（コピー可）添付　   

⑩人間ドック受診補助…5,000円
会員　年度内１回 会員氏名入
りの指定医療機関（HP掲載）の領
収書（コピー可）添付   Ｐ10参照
⑪コンサート等補助…1,500円

会員　年度内２回 Ｐ11参照
⑫資格・検定試験受験料補助…

2,000円
会員　年度内２回 Ｐ10参照
⑬サンライフ熊本利用補助…

上限2,000円
会員は年度内２回、１親等以内の
同居家族は年度内１回 Ｐ11参照
請求方法

②～⑬の請求項目ごとに専用請求書を作成。
事業所を通して専用請求書をふれあう共済
事務局へ郵送または持参（FAX不可）
請求期限

②～⑧事由発生日から１年
⑨～⑬利用日（終了）から２ヵ月
振 込 先　

登録された事業所口座
請求書に不備等があった場合や
事由発生前の申請については請
求書を返送します。

熊本県厚生農業協同組合連合会【南千反畑町】　㈱オオタ【若葉】
三和建設㈱【菊池市】　㈱マーブルフェロー【宇城市】　㈲三共社【御領】　
まるお皮ふ科【益城町】　㈱なかせ農園【大津町】　㈱MICHIRU【安政町】

（医）緑陰 熊本ファミリーメンタルクリニック【辛島町】　
社会保険労務士法人おむろ人事サービス 熊本センター【春日】　アイテップ㈱【鹿児島市】

２月・３月 新規入会事業所のご紹介（順不同 敬称略）

●会報誌掲載企画に変更または中止が発生した場合にはホームページ
でお知らせします。

●会報誌は原則１人１部お届けしています。会報誌は４月１日時点の
会員数で発送しています。それ以降に入会された方はふれあう共済
ホームページでご覧ください。個別発送は行っておりませんので、
ご了承ください。

入会後に発生した事由について

　私達NPO法人チャイルドサポートきくちはおかげさまで創立10周年を迎
えることができました。児童発達支援・放課後デイサービス・学童保育所・
生活介護支援・相談事業をさせていただいております。障がいやいろいろな
課題を抱えているこども達やその家族の方々によりそい、地域で育ち、生活
できるようにさまざまな支援を展開している最中です。コミュニケーション
を大切にし、こども達が体験を通して「生きる力」を身につけられるように
スタッフ一同努力します。今後はこども食堂にもチャレンジして、地域の食
材を地域の方々と地域のこども達を育んでいきたいと思います。
　お気軽にお話にきてくださいね。

　永年褒賞記念品　
支給月を迎えた翌月10日頃、カタログギフトを事業所宛てに発送しま
す。請求期限はカタログ添付のハガキに記載しています（ハガキの差出
期限とは異なる）。商品到着まで注文控え、または納期遅延のお知らせ
を保管ください。商品を請求されず請求期限を経過した場合、事務局で
商品を選定し送付します。入会日は年２回送付する会員名簿でご確認く
ださい。

入会から満５年、１０年、２０年、30年　申請不要
H29・24・14・４年４月入会、
H3年度までに入会しR４.４.１
に在会している会員

R４.４／16～５／15に20歳を
迎えた会員への祝金含む

R４.５／16～６／15に20歳を
迎えた会員への祝金含む

H29・24・14・４年５月入会

メディカルフィットネス朝日野

隠れ家温泉　古保山リゾート

熊本市北区室園町12-10　朝日野総合病院第3北棟1F
TEL：（096）342-6075
会員証提示により会員本人に限り
利用料金初月500円割引　
パーソナルトレーニング1回無料

宇城市松橋町古保山字虎御前97-4　TEL：（0964）25-2206
会員証提示により温泉回数券10枚綴り　6,000円→5,500円　
※会報誌3・4月号では会員料金を5,000円と表記しておりましたが、正しくは
　5,500円です。お詫びして訂正いたします。

事務局だより
公式InstagramとFacebookページ、LINEで
最新情報配信中！＃ふれあう共済

友だち登録 @mxp4016f

請求もれは
ありませんか
事務の手引き（冊子）を１事業所１冊同封していま
す。事務の手引きは必ず保存し、各種申請の際にコ
ピーしてご活用ください。
ホームページからもダウンロードできます。

医療法人朝日野会　朝日野総合病院

2022年５月発行

ふれあう共済

ふれあう共済にお問い合わせの際は 5 桁の事業所番号をご準備ください
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