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熊本市がつくった福利厚生制度

ふれあう共済

〒860-0862 熊本市中央区黒髪3丁目3-12（サンライフ熊本内） TEL096-345-7311
ホームページ https://fureau.net Ｅメール info@fureau.net FAX096-345-7312
Instagram/Facebook ＃ふれあう共済

キョウさん

熊本市勤労者福祉センター

ふれあう共済
広報担当

発行／一般財団法人

月号

2022年９月１日現在

事業所数
会 員 数

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 全福センター
と九州沖縄地区中小企業勤労者
福祉共済団体協議会
で契約している全国及び九州の割引施設が利用できます。
K-net

ホテル熊本テルサ

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

2,225社
36,820人

KKRホテル熊本

ホテルメルパルク熊本

割引チケット利用方法

ホテルランチ割引チケット提供

ホテルグリーンピア
南阿蘇

一部

テ イク アウ ト

できます
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オンラインまたはFAXで申し込む。詳細はＰ２上段をご覧ください。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各ホテル専用割引チケットが１人につき３枚、各ホテルの封筒で事業所宛てに届く。下段「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。
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。

（注意）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。会員料金が適用される範囲は割引チケット１枚につ

ココをチェック

き１人までです。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。
割引チケットの申込期限をお知らせする公式LINEの友だち追加は右のQRコードから→
FAX申込期間

会報誌ホームページ掲載～

11月９日水

オンライン申込期間

割引チケット発送予定日

自動返信メールで申込が確認できます

ホテルの封筒で事業所宛てに発送します

会報誌ホームページ掲載～11月10日木

12月７日水

メール・FAXの不着については責任を負いかねます。

申込方法

ふれあう共済ホームページからオンライン申込

オンラインまたはFAX
会員個人で申込可

下記申込書（ホームページからExcel形式でダウンロード可）をFAX

ホテルランチ割引チケット申込書
FAX申込締切日

11月９日（水）

割引チケット発送予定日

12月７日（水）

事業所
番号
事業所名

FAX

会員番号

✓ チェックは１つだけ
ホテル名の□

□
□

ザ・ニュー ホテル 熊本

041101

ホテル熊本テルサ

041102

□

ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ

041103

KKRホテル熊本

041104

ホテルグリーンピア南阿蘇

041105

ホテルメルパルク熊本

041106

用紙が足りない場合はコピーしてください

会員氏名（会員のみ申込可）

必須

１人につき１ホテルのみ申込可

□
□
□

TEL

申込QRコード

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

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。
申込方法

P2上段

１Ｆ レストラン
フォンタナ

ザ・ニュー ホテル 熊本

ビュッフェランチ～洋食＆中華＆スイーツ～
■料

金

■料理内容

申込方法

P2上段

■割引チケット 12月10日（土）～翌２月28日（火）
利用期間 適用除外期間１月１日（日）～１月３日（火）
（一般料金 平日1,760円／週末・祝日1,870円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
■営業時間 ［平 日］11：30～14：00（最終入店13：00）
馬肉ハンバーグや点心、パスタなど洋食＆中華のお
［土日祝］11：30～15：00（最終入店14：00）
料 理を、サラダ からメイン、スイーツまでフル
ビュッフェでお楽しみいただけます。ソフトドリン
ク飲み放題付き。
熊本市西区春日１-13-１ TEL：
（096）326-5002

1,100円

ホテル熊本テルサ

１Ｆ レストラン

ランチ＆デザートバイキング
■料

金

1,180円（一般料金1,870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

ロールケーキ、プリン等のスウィーツ、焼きたてパ
ン、カレーやローストポークなどのお食事系も食べ
放題。ソフトドリンク飲み放題付き。

■割引チケット
利用期間
■営業時間

12月10日（土）～翌２月28日（火）
適用除外期間１月１日（日）～１月５日（木）
11：30～14：30（O.S.14：00）

熊本市中央区水前寺公園28-51
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

TEL：
（096）387-8005

1Ｆ サンシエロ

ランチブッフェ or テイクアウト商品
■料

金

1,150円（一般料金1,800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

魚と肉のメイン料理やシェフ自慢のカレー、サラ
ダ、スープも食べ放題のフルブッフェ形式。デザー
トやソフトドリンク飲み放題も付いた大満足のホテ
ルランチをお楽しみください。

■割引チケット
利用期間
■営業時間

12月10日（土）～翌２月28日（火）
適用除外期間12月31日（土）～翌１月３日（火）
11：30～14：30（L.O.14：00）

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイのホームページからお好きなテ
イクアウト商品（※１品につき税込1,500円以上であること）を選び、１品に
つき１枚まで650円分の割引チケットとして利用できます。※要予約

熊本市中央区東阿弥陀寺町２
−2−

TEL：
（096）354-2634

申込方法

P2上段

1Ｆ ロータスガーデン
4Ｆ 日本料理まつり

KKRホテル熊本

ロータスガーデンランチ or 日本料理まつり季節箱膳 or テイクアウト四季彩弁当
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。
■割引チケット利用期間
12月10日（土）～翌２月28日（火） 適用除外期間12月31日（土）～翌１月３日（火）
［ロータスガーデン
■料

金

TEL：（096）355-7917］

［日本料理まつり TEL：
（096）355-7950］

①西洋料理セレブランチ ※要予約（当日可）
1,200円（一般料金2,200円）

■料

金

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

②中国料理楊貴妃ランチ ※要予約（当日可）
1,200円（一般料金2,200円）

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）

月曜・木曜定休
11：30～14：30（OS.14：00）
定休日が祝日の場合は営業

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〕
11：30～14：30（OS.14：00）水曜定休

月曜・水曜定休

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。

■営業時間

■営業時間

熊本市中央区千葉城町３-31
申込方法

P2上段

金

自家牧場産

1Ｆ レストラン

くまもとあか牛すき焼き御膳

1,500円（一般料金2,300円）

■営業時間

※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

■割引チケット
利用期間
申込方法

P2上段

※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。

ホテルグリーンピア南阿蘇

温泉入浴付き
■料

③季節箱膳 ※要予約（当日可）
1,500円（一般料金2,500円）

くまもとあか牛すき焼き、本日のサラダ、小鉢、
ご飯、漬物、汁物、コーヒー
前日までのご予約が必要です。
12月10日（土）～翌２月28日（火）
適用除外期間12月31日（土）～ 翌１月２日（月）

《食事オーダー時間》 平日
11：30～14：00
土日祝日 11：30～13：30
《大浴場利用時間》 平日
12：30～15：00(まで受付、17：00終了)
土日祝日 12：00～15：00(まで受付、17：00終了)
※タオルはご持参下さい

阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9

TEL：
（0967）
67-2131

ホテルメルパルク熊本

１Ｆ パール

赤牛ハンバーグランチ or 肥後あそび豚のすき焼き
■料

金

1,300円

（一般料金 赤牛ハンバーグランチ2,000円／
肥後あそび豚のすき焼き2,000円）

■料理内容

小鉢三種、刺身、茶碗蒸し、御飯、汁物、香の物、
甘味

■割引チケット 12月10日（土）～翌２月28日（火）
利用期間 適用除外期間 12月28日（水）～翌１月６日（金）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
赤牛ハンバーグランチ（９種のオードブル、スープ、 ■営業時間 11：30～13：30（CLOSE 14：30）
月・土定休
赤牛ハンバーグ、自家製パンorライス、デザート、
コーヒー or紅茶）または 肥後あそび豚のすき焼き
熊本市中央区水道町14-１ TEL：
（096）355-6783

入退会届や給付・補助金請求書の FAX・メール受付を開始しました
今年度の事業所アンケートにも、多数ご協力いただきましてありがとうございました。

いただいたご意見の中に「書類の申請がメールでできるようになるとありがたいです」という内容がありました。そこで事務の
簡素化のため、原本の提出をお願いしておりました会員の入退会届、給付・補助金請求書、チケットや各種証明書（宿泊、人間
ドック受診）といった添付書類について、令和４年10月1日よりFAXまたはメール（PDF添付）での受付を開始しました。
但し、FAXで受信した際に印影が不鮮明だった場合や、内容が読み取れないものは再提出（郵送）をお願いしますので、ご了承
ください。詳細はホームページでご確認ください。
やや不満
1.1％
ふれあう共済
事業所満足度

皆様からいただいた多様なご意見・ご要望は今後の事業展開に
生かしてまいります。なお、QUOカード当選の発表は発送を
もって代えさせていただきます。

その他
10.8％
カタログギフト
現金
21.2％

98.9％

68.0％

永年褒賞記念品の希望
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200枚限定

ハウステンボス１DAY
パスポート割引販売

利用方法
①11月３日木～翌１月31日火（但し、12月31日土を除く）の期間で利用したい日を決める。但し、申込日までに利用日
が決まっていない場合は「未定」と記入して申込可。
②ふれあう共済ホームページから申し込む。会員料金が適用されるのは⑴会員本人 ⑵会員の配偶者 ⑶会員の（義）子
⑷会員の（義）父母 ⑸会員の（義）兄弟姉妹 ⑹会員の孫、祖父母 ⑺会員の甥、姪に限る。また、申し込む際には
会員証の画像 の添付が必要。
③入金方法・支払金額について熊本バスツーリストビューローより連絡。入金完了後、入場引換券を受け取る。
④利用日当日、入場引換券をハウステンボスチケット窓口に提出する。
ハウステンボス 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 TEL0570-064-110
（注意）対象の続柄であれば苗字が異なる場合でも利用できます。姻族も利用できます。
利用対象者以外の利用が判明した場合、差額の料金を請求することがあります。
■利用期間
■販 売 数
■申込期間

■申 込 先

11月３日木～翌１月31日火

１DAY パスポート

（但し、12月31日土を除く）
200枚 会員１人につき２枚まで購入可

大人（18 歳以上）

11月１日火～翌１月27日金
17：00まで先着順受付

（6,000 円）

土日を除き、利用日の２日前までにお申込みください。

小人（小学生）

熊本バスツーリストビューロー（担当：米本）

未就学児（４歳～小学生未満）

TEL：
（096）
379-8001

おもいやり

熊本市中央区萩原町３-21

5,600 円

（7,000 円）

4,800 円

中高生

熊本バス（株）ふれあう共済会員事業所

会員料金

※要証明証

対象：65 歳以上。妊婦 + 同伴者 1 名。3 歳以下の子＋
同伴者 2 名。ペット 1 頭につき 1 名。
詳細は直接施設へお問い合わせください。

3,400 円

（4,600 円）

2,300 円

（3,500 円）

4,000 円

（5,000 円）

申込後、土日祝を除き３日以内に「お支払のご案内」のメールが届
かない場合は、上記熊本バス㈱にご連絡ください。
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。括弧内は一般料金です。

申込方法
会員個人で申込可

ふれあう共済ホームページからオンライン申込
メール・FAXの不着については責任を負いかねます。

申込QRコード

１DAYパスポート割引販売と併せて利用できる宿泊プランをご紹介！詳細は上記熊本バス(株)に直接お尋ねください。
変なホテル

ハウステンボス（スタンダードルーム／全室禁煙）

上記は1泊朝食付・サービス料込・消費税込・お１人様あたり（大人・小人同額）の料金です。ハウステンボス入場料は含まれません。２日目もハウステン
ボスに入場される場合、オフィシャルホテル翌日入場１DAYパスポート（小学生以上一律：お１人様4,200円／４歳～小学生未満：お１人様3,500円）の
追加購入が必要です。小学生以下は添い寝が可能ですので、朝食代（小学生1,000円／４歳～小学生未満800円）のみ現地でお支払ください。１室１名様及
び４名様でご利用の場合は熊本バス(株)へお問い合せください。
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ハーモニーランド無 料 招待

会員同伴
での利用に
限ります

利用方法

ハーモニーランドの営業を
確認し、下記利用券（コピー可、利用人
数制限なし）を事前にご記入の上、必
ず会員本人が会員証と一緒にハーモ
ニーランド入口チケット売り場に提示
してください。会員と対象家族分の入
園＋パスポートチケット（通常１名
3,300円）を無料でお渡しします。
利用券と会員証がないときは一般料金です。
一部アトラクションは別料金です。
ハーモニーランドに関するお問合せ

TEL：（0977）73-1155 (営業時間内)
大分県速見郡日出町藤原5933

ふれあう共済から料金を補助しています。

ふれあう共済ハーモニーランド利用券
2022

2023

12 ／ 10土～１／９月

利用期間

会員との続柄
を記入

●

会員の配偶者

●

会員の孫、祖父母

●

会員の（義）子

●

会員の甥、姪

●

会員の（義）両親

●

会員の（義）兄弟 ･ 姉妹

人

事業所名

休園日を除く、入園は閉園の 1 時間前まで

無料招待の対象になる続柄

３歳以下無料
利用期間外は利用不可
期間中は何度でも利用可

４歳以上の人数

事業所番号

欄が不足する場合はコピーしてください

（日出I.Cから約２分国道10号線沿）

1 会員番号

必須

TEL
4 歳以上の利用者氏名

会員本人

4 歳以上の利用者氏名

会員との続柄

※３ 歳以下の方は記入しないでください

※３ 歳以下の方は記入しないでください

を記入

会員証提示

3

2

（

歳）

利用方法
マリンワールドの営業を確認し、下記利用券（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売り場に提示してください。会員料金でチケットを購入する
ことができます。 利用券と会員証がないときは一般料金です。他の割引との併用はできません。
大人（高校生以上） 会員
通常2,500円を
料金

2,200円

小・中学生
会員
通常1,200円を 料金

2023

11 ／ １火～３／ 31金

利用期間

●

会員の配偶者

●

会員の孫、祖父母

●

会員の（義）子

●

会員の甥、姪

●

会員の（義）両親

●

会員の（義）兄弟 ･ 姉妹

ふれあう共済への FAX 不要

（

歳）

会員との続柄
を記入

1 会員番号

必須

会員同伴
での利用に
限ります

マリンワールドに
TEL：（092）603-0400
関するお問合せ

600円

期間によって営業時間に変更がありますので直
接施設へお問い合わせください。全てのショー
は都合により内容時間が変更になる場合があり
ます。

（

内訳
大人

人

事業所名

入館は閉館の 1 時間前まで

特別優待の対象になる続柄

幼児（３歳以上）会員
通常700円を
料金

事業所番号

欄が不足する場合はコピーしてください
2022

1,000円

合計

ふれあう共済マリンワールド利用券

歳）

コピー可

マリンワールド海の中道特別優待

料金

（
4

対象の続柄であれば苗字が異なる場合でも利用できます。姻族も利用できます。
利用対象者以外の利用が判明した場合、差額の料金を請求することがあります。

ふれあう共済への FAX 不要

熊本 SC
P316

小・中
人

人

（

利用期間外は利用不可
期間中は何度でも利用可

幼児
人

TEL
３歳以上の利用者氏名

会員との続柄

※２歳以下の方は記入しないでください
会員本人

を記入

会員証提出

3

（大人）

（

2

歳）

（

歳）

（大人）・（小・中学生）・（幼児）
4

（大人）・（小・中学生）・（幼児）

対象の続柄であれば苗字が異なる場合でも利用できます。姻族も利用できます。
利用対象者以外の利用が判明した場合、差額の料金を請求することがあります。
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３歳以上の利用者氏名

※２歳以下の方は記入しないでください

（

歳）

（大人）・（小・中学生）・（幼児）

コピー可

親子でお正月リースづくり教室
常緑樹のヒバやヒムロ杉を使って、オリジナルリースを作ります。12月26日にオーナメ
ントを付け足し、クリスマスからお正月まで楽しめるリースを作りませんか？
■日

12月24日土

時

会員または会員の配偶者の小学生以下の親子 30人
安全な講座運営のため、申込書に氏名のない方の入室や見学は
できません。会員または会員の配偶者の代理として非会員
（例：祖父母）の参加はできません。

■対象／定員

■料

９：30～11：30

金

１人につき

500円

１人につき１個作ります。例：親子２人で参加

■講
師
■持 参 品

画像はイメージです。
向山 ゆかりさん Primavera フラワースタイリスト（ふれあう共済会員事業所）
花バサミ（枝が切れるもの）
、エプロンまたは汚れてもいい服装、軍手、約30センチのリースが入る袋、
筆記用具
サンライフ熊本 熊本市中央区黒髪３-３-12
会報誌ホームページ掲載～12月７日
（水） 応募者多数の場合抽選
参加決定者のみ12月８日
（木）
にメールを送信しますので、ご返信ください。メールが届かない場合は落選
となりますが、参加決定者にキャンセルが発生した場合は順次ご連絡します。

■会
場
■申込期間
■参加決定

申込方法

ふれあう共済ホームページからオンライン申込
メールの不着については責任を負いかねます。

会員個人で申込可

サンライフ熊本
休日親子教室

500円×２人＝1,000円

プリマヴェーラ

銅板レリーフ 世界に一つの表札づくり
非会員（一般）参加可

自分の文字をアートに。お祝などの贈り物にも !!

■日

時

■対象／定員
■教

材

12月17日土

10：00～12：00

小学３年以上の親子

15組

費 １人につき500円

※教材費につきサンライフ熊本利用補助対象外

■講

師

■申

込 12月５日（月）午前10時から先着順電話受付

■申込先・会場

申込QRコード

熊本メタル工業団地

小城

一晃さん

サンライフ熊本 TEL：（096）345-3511 熊本市中央区黒髪３-３-12
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サンライフ熊本勤労者塾

事業所登録
はコチラ→

月に１回勤労者向けのセミナーを行います。事業所登録すれば受講したい内容のセミナー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。すでにご登録済みの場合はサンライフ熊本からの案内メールをご覧ください。

令和４年度
第９回

令和４年分年末調整のポイント

非会員（一般）参加可
受 講 料 無 料

年末調整は、１年の終わりに従業員の正しい税額を計算し、毎月の給与天引きで徴収した税額との差額を精算する手続きです。大
きな変更のあった令和３年分の変更点をおさらいするとともに、令和４年分の変更点についてポイントを絞ってご説明します。
【令和４年分の変更点】
１．住宅ローン控除について（令和４年１月１日～）
２．社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化について（令和４年10月１日～）
３．非居住者である扶養親族にかかる扶養控除について（令和５年１月１日～）
４．退職所得課税の見直しについて（令和４年１月１日～）

■日
時 11月22日火 10：00～12：00
■対象／定員 勤労者の方／会場30人・Zoom50人
■申
込 11月７日（月）午前10時から先着順で受付（電話またはQRコードから申込み）
（096）345-3511 熊本市中央区黒髪３-３-12
■申込先・会場 サンライフ熊本 TEL：

■講師
税理士法人ユース会計社
税理士
水口
明さん

人生の中で、多くの時間を過ごす職場は、人が人を育て合う場所！

社内において、自分をアウトプットする

コミュニケーション講座

【熊本の企業・日本の企業・外資系企業…全ての環境において価値観となる 3 つの知恵！】
他者とのコミュニケーションは、自分の事を知ろうとする意識と行動が第一歩！自分を知る
ことで、自分の軸・自分らしさに気付くことができれば、会社内におけるコミュニケーション
の取り方もスムーズになると考えます。そして、自分でも気が付かない人間性を社員同士で
褒め合うことにより、社員同士が応援し合える社風を生み出しましょう。

非会員（一般）受講可
サンライフ熊本利用補助対象

【内容】 １．あなたらしく生きるために自分の魅力を知りましょう。

２．あなたの持ち味、魅力を生かして周りにアウトプットしましょう。
３．あなたを応援してくれる人をコツコツ作りましょう。

この講座は少人数制で、
■日
時 11月25日金 10：00～12：00
グループワークも行います。
■対象／定員 16歳以上の方 10人
■受 講 料 800円 ※サンライフ熊本利用補助（800円補助）対象 P10参照
■申
込 11月７日（月）午前10時から先着順で受付（電話またはQRコードから申込み）
（096）345-3511 熊本市中央区黒髪３-３-12
■申込先・会場 サンライフ熊本 TEL：

講師

キャリアデザインスクール アート・アイ（Art-I） 代表 山本 侑佳利 さん

イギリスへの留学を経てアジアの航空会社１社、欧州の航空会社２社の国際線客室乗務員として19年間
勤務。ベストトレーニー賞や客室乗務員訓練を首席で終了、さらに、ビジネスクラスベストクルーに選ばれ
る経験を持つ。現在は、講演活動・企業研修・面接指導・学生の就活サポートを行っている。

TOEIC試験対策

～スコア500点を目指して～

非会員（一般）参加可

TOEICテスト受験する方、英文法を基礎から学び直したい方を対象とした講座です。
【内容】品詞の理解／現在形～過去完了形までの時制の理解／仮定法／分詞／不定詞／関係詞／比較級と最上級など

■日
時 12月15日木～翌２月21日火 19：00～21：00 火曜・木曜 全15回
■対象／定員 16歳以上でTOEIC受験予定の方／９人
■受 講 料 無料（テキスト代のみ自己負担1,500円）※テキスト代につきサンライフ熊本利用補助対象外
■講
師 PASTEL LAND 英会話講師 丸野 雅子 さん
■申
込 12月５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
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骨盤エクササイズ＆ピラティス（土）

非会員（一般）受講可
サンライフ熊本利用補助対象

調整した骨盤を支えるための筋力作りにピラティスを導入した講座です。
呼吸法を活用しインナーマッスルをゆるやかに鍛えられます。骨盤の歪みを正常に戻し、基礎代謝の向上や浮腫みの解消により引
き締まった体を手に入れましょう！

■日

時

■対象／定員
■受 講 料
■申
込
■申込先・会場

11月19日～翌３月４日

第１・２・３土曜

祝日を除く 10：00～11：00
16歳以上の方 14人
3,500円 ※サンライフ熊本利用補助（2,000円補助）対象 P10参照
11月５日（土）午前10時から先着順電話受付
サンライフ熊本 TEL：
（096）345-3511 熊本市中央区黒髪３-３-12

独身勤労者のための友活イベント

■講師
LUKA mama care 代表
家吉 順子さん

非会員（一般）参加可
参 加 費 無 料

お待たせいたしました！12月の恒例イベントとなっているサンライフ熊本のクリスマス婚活ですが、毎年「もっと上の年齢層で
も参加できるイベントを企画して欲しい！」とのリクエストを数多くいただいています。そこで、今回41～60歳までの方を対象
とした友活イベントを実施します。大人の友達づくりイベントに参加してみませんか？

■日

時

11月20日日

11：00～16：30

※昼食は済ませてお越しください
41～60歳の独身勤労者／男女各15人
※参加には本人確認のために運転免許証などの公的証明書の提示が必要です
■申
込 11月10日（木）15時まで電話受付 ※応募者多数の場合は11月11日（金）に抽選予定
抽選結果については全員に11月18日（金）までにご連絡
（096）345-3511 熊本市中央区黒髪３-３-12
■申込先・会場 サンライフ熊本 TEL：
■対象／定員

勤労感謝の日
イベント

サンライフ熊本ミニコンサート

非会員（一般）参加可

参加費無料

津軽三味線全国大会で準優勝の経験を持つ実力派、大島氏によるコンサートを開催します。
三味線の音色と共に豊かなひとときをお過ごしください。

■日
時
■対象／定員
■申
込
■申込先・会場

11月23日（水・祝）10：30～11：15
どなたでも／50人
11月５日（土）午前10時から先着順電話受付
サンライフ熊本 TEL：
（096）345-3511

熊本市中央区黒髪３-３-12

独身勤労者のためのクリスマス婚活

津軽三味線奏者
大島 優希さん

非会員（一般）参加可
参 加 費 無 料

サンライフ熊本では12月の恒例イベントとなっているクリスマス婚活♪
まずはお友達からでも良し、気が合えばクリスマスに向けて交際開始でも良し！個人でもグループでも、対象に該当する方はどな
たでも参加可能です。昨年は８組16名の方が見事カップル成立となりました！あなたも思い切って参加してみませんか？

■日

時

12月18日日

11：00～16：30

※昼食は済ませてお越しください
■対象／定員 25～40歳の独身勤労者／男女各20人
※参加には本人確認のために運転免許証などの公的証明書の提示が必要です
■申
込 11月21日（月）午前10時～12月８日（木）15時まで電話受付
※応募者多数の場合は12月９日（金）に抽選予定
抽選結果については全員に12月16日（金）までに連絡
（096）345-3511 熊本市中央区黒髪３-３-12
■申込先・会場 サンライフ熊本 TEL：
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サンライフ熊本
■補
■対

助

額
象

講座・施設

利用補助

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。
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）
※【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
できる、いずれかのコピー。提出がない場合は補助対象外。

請求
方法

Ｃ. 住民票等

同居していることが確認

受講料 は受講期間が終了した日から２ヵ月以内、施設利用 は利用日から２ヵ月以内に給付・補助金請求
書（共済ホームページからダウンロード可）をふれあう共済事務局へご提出ください。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。

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（先着順）。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。令和５年３月までの年
間講座であり、指定する期間ごとに受講料が発生します。
サンライフ熊本 年間講座例

曜日・時間

期

非会員
（一般）
受講可
サンライフ熊本利用補助対象

間

受講料

ピラティス＆骨盤体操

毎週火曜

15：10 ～ 16：10

11／15～３／ ７（12回分）

4,200 円

健康太極拳

毎週水曜

18：30 ～ 20：30

11／16～３／15（15回分）

9,750 円

ボディバランスヨガ

毎週木曜

10：00 ～ 11：00

11／17～３／16（15回分）

5,250 円

心と体ストレスフリーヨガ

1・3 木曜

19：30 ～ 20：30

11／17～２／16（ ７回分）

2,450 円

ピラティス（土）

1・3・4 土曜 13：15 ～ 14：15

11／19～２／25（11回分）

3,850 円

■ピラティス：背骨や骨盤など体の中心を支える筋肉を鍛えることで歪みを補正します。
■太 極 拳：全身を円の要領で動かすことで筋力・バランス・持久力の向上を目指します。
■ヨ
ガ：呼吸に合わせてポーズをとることで柔軟性を高め身体のバランスを整えます。
■講座・施設に関する問い合わせ先
サンライフ熊本 TEL：
（096）345-3511 熊本市中央区黒髪3-3-12
開館時間 ９：00～21：15（但し、日・祝は17：15まで）第２・４月曜休館（但し、祝日の場合はその翌日）

家庭用常備薬斡旋のご案内

詳しくは折込チラシをご覧ください

全福センターより

ユーキャン通常価格より15％支援価格でご提供します
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コンサート等利用補助
１回1,500円（チケット購入は各自で行ってください）
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）

■補助額
■対 象

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ご提出ください。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・補助金請求書（ホームページからダウンロード可） ②添付書類（下記の通り）
注 意
●スクリーンショットする際、１つの画面では必要事項①
～③のいずれかが表示されない場合は、複数回に分
けて保存し、それぞれプリントアウトしてください。

指定コンサート・観劇・スポーツ観戦の添付書類
チケット半券（コピー可）または電子チケット 電子チケット は①
アーティスト名（演劇の公演名、対戦名）、②開催日、③会
場名・座席、①～③の全ての記載がある下記A～Eのいず
れかでABはプリントアウトし、C〜Eはコピー可。 AＱＲ
コード画面※開催後はＱＲコード画面が表示されないため事
前にスクリーンショットで保存してください Bデジタル半券
C入場時に発行される座席確認券 D座席指定券引換券
E代金支払証明書（レシート不可）

補助指定コンサート等
NEWS
超馴鹿船出冬桜
※チケット代3,000円未満は除外
VOICARION XV

●チケットの「抽選結果」や「座席番号のお知らせ」な
どのメール本文では受付できかねます。
●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。

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A～Dの
いずれか（コピー可）
A領収書 B参加料送金ご利用明細書 C完走証 D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、返送希望先の住所を記載した封筒を同
封してください。
※2022年10月1日現在の情報に基づき補助指定。指定し
たコンサート等以外は対象外（日程・開場等が異なれば対
象外）で、【延期】は補助対象、【中止】は補助対象外です。

開 催 日

開 催 地

11月２日水・11月３日木

福岡市

補助指定コンサート等
ベルリン国立歌劇場管弦楽団

12月２日金

熊本市

11月５日土・11月６日日

熊本市

マカロニえんぴつ

12月４日日

熊本市

11月５日土・11月６日日

福岡市

矢沢永吉

12月４日日

THE RAMPAGE

11月５日土・11月６日日

福岡市

博多・天神落語まつり
ナターシャ・グジー
※チケット代3,000円未満は除外
FLYING

11月６日日

熊本市

11月６日日

熊本市

11月６日日

熊本市

第39回金栗四三翁マラソン

11月６日日

和水町

ショウ・マスト・ゴー・オン

11月７日月～11月13日日

福岡市

ジャージー・ボーイズ

11月10日木～11月13日日

福岡市

菅田将暉

11月11日金・11月12日土

福岡市

大黒摩季

10km

※学生割引、キッズ割引を除く 11月12日土

平井大

11月12日土・11月13日日

熊本市
福岡市

開 催 日

第５回南阿蘇カルデラトレイル※２kmを除く 12月４日日

開 催 地

福岡市
南阿蘇村

Official髭男dism ※親子指定席（子供）を除く 12月６日火・12月７日水

福岡市

歌妖曲～中川大志之丞変化～

12月８日木～12月12日月

福岡市

葉加瀬太郎
シエナ・ウインド・オーケストラ
※チケット代3,000円未満は除外
真心ブラザーズ

12月10日土

熊本市

12月10日土

熊本市

12月10日土

熊本市

コブクロ

12月10日土・12月11日日

福岡市

斉藤和義

12月11日日

熊本市

ローマの休日

12月11日日

熊本市

クリスマス・キャロル

12月17日土

熊本市

関ジャニ∞

12月17日土・12月18日日

福岡市

しまじろう

12月23日金

熊本市

清水ミチコ

12月24日土

熊本市

STARDUST REVUE

12月24日土

熊本市

12月24日土・12月25日日

福岡市

12月25日日

熊本市

12月28日水

熊本市

一万石の恋 ※チケット代3,000円未満は除外 11月13日日

熊本市

女の一生

11月18日金～11月30日水

福岡市

刀剣乱舞‐宴奏会‐

11月20日日

熊本市

GENERATIONS

11月21日月・11月22日火

福岡市

さだまさし

11月23日水

熊本市

實川 風 ※チケット代3,000円未満は除外 11月23日水

熊本市

ずっと真夜中でいいのに。

熊本市

笑福亭鶴瓶 ※チケット代3,000円未満は除外 11月26日土・11月27日日

Nissy
熊本県民第九の会
※チケット代3,000円未満は除外
FANTASTICS from EXILE TRIBE

福岡市

Snow Man

11月26日土・11月27日日

天使にラブ・ソングを

福岡市

福岡市

12月29日木～１月４日水

爆笑！！お笑いフェス
パフォーミングアーツ・セレクション
※チケット代3,000円未満は除外
フジコ・ヘミング

11月27日日

熊本市

熊本県

11月27日日

熊本市

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 2022-23シーズン
プチケット可】※チケット代3,000円未満は除外

11月27日日

熊本市

サンボマスター

11月27日日

熊本市

ポルノグラフィティ

11月28日月

熊本市

11月26日土

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

資格・検定試験受験補助
■補助額

※試験の申込期間、試験日等は各自ご確認ください。

下記32試験のみ １検定2,000円 ■対象

請求
方法

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

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 ）

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ご提出ください。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・補助金請求書（ホームページ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）

介護福祉士

社会福祉士

調理師

社会保険労務士

宅地建物取引士

情報技術者試験（基本FE・応用AP）

ITパスポート

建築士

毒物劇物取扱者

危険物取扱者（甲種・乙種）

排水設備工事責任技術者資格認定試験

学科試験後に請求可

衛生管理者（１種・２種）

建設業経理士

英検（１～３級）

TOEIC

日本漢字能力検定（１〜２級）

DC（企業年金総合）プランナー

ビジネスマネジャー検定

熊本・観光文化検定（１級・２級）

環境社会（eco）検定

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

ケアマネージャー
（介護支援専門員実務研修受講試験）

保育士
同じ期で筆記・実技ごとの補助請求不可

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

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

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

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
（アドバンスクラス、スタンダードクラス）

リテールマーケティング（販売士）検定
（１～３級）

ビジネス実務法務検定（１～３級）
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会員の広場

一般財団法人

熊本国際観光コンベション協会

熊本市中央区細工町４丁目30番１号 扇寿ビル５階
TEL： 096-359-1788
https://kumamoto-icb.or.jp/

まちを潤し、未来を築く。

熊本城

（一財）熊本国際観光コンベンション協会は、多くの人が一同に集まる学会やスポーツ大会などのコンベンションの開催促進

や、熊本城を中心とする観光資源を活用した観光客の誘致等により、一人でも多くの人に熊本市を訪れてもらうことで、国内外
からの交流人口の増加により様々な分野へ経済波及効果をもたらし、地域経済を活性化させ、まちを潤し、未来を築いていきた
いと考えています。学会のご相談や熊本市内の観光のご相談は、お気軽にお尋ねください。
熊本の旅がより楽しいものになるよう
お手伝いします。
観光のご相談は、観光案内所まで！

観光やイベント情報随時発信中！
くまもと観光&グルメ情報Twitter
@info_kicb

桜の馬場城彩苑総合観光案内所
（桜の馬場城彩苑内）
TEL 096-322-5060
熊本駅総合観光案内所（JR熊本駅構内）
TEL 096-327-9500

くまもと観光&グルメ情報facebook
くまもと観光&グルメ情報 facebook
くまもと観光&グルメ情報instagram
@kumamoto_tourism_oﬃcial

８月・９月

新規入会事業所のご紹介（順不同 敬称略）

高齢者介護施設ケアホーム八王寺通り
【国府】 ㈱マルエ工業
【松尾】 ㈱アイエムプラン
【長嶺南】
㈱熊本県不動産管理センター
【尾ノ上】 熊本県高等学校教職員組合
【水前寺】（資）
正清電器
【田迎】 ㈱東成【帯山】
石原不動産㈱【菊陽町】 のざき消化器ＩＢＤクリニック
【益城町】 計９所

新規割引施設のご案内

入会後に発生した事由について

請求もれはありませんか
①二十歳祝金（会員が満20歳）
10,000円 申請不要、通知なし
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「２回」は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

株式会社 球磨川くだり
人吉市下新町333-1 TEL：0966-22-5555
会員証提示により同伴者全員会員料金適用。

⑩人間ドック受診補助…5,000円
会員 年度内１回 会員氏名

会員料金

入りの指定医療機関（HP掲載）
の領収書（コピー可）添付

認証・登録番号001729

幼児（3歳～未就学児）
900円（1,000円）

球磨川遊覧船
梅花の渡し（注） 1,800円（2,000円）

450円（ 500円）

小学４年生～65歳

900円（1,000円）
１人につき

7,200円（8,000円）

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

●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10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。

請求方法
②～⑬の請求項目ごとに専用請求書を作成し
事業所を通してふれあう共済事務局へFAX、
メール（PDF）、郵送、持参
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。

○営業日
○休業日

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）

土・日・祝・第４月曜（第４月曜が祝日の場合はその翌日）

11月

12月
12月15日(木)

次号会報誌HP掲載
土

曜

営

業

日

11月26日
（土）

12月24日(土)

平

日

休

業

日

11月28日
（月）

12月26日(月)
12月29日(木)～１月３日(火)

11月29日（火）
会員証再発行発送日
12月28日(水)
生年月日がH14.10／16～11／15 生年月日がH14.11／16～12／15
給付補助金の振込日 で20歳を迎えた会員への祝金含む で20歳を迎えた会員への祝金含む
会費の口座振替日
11月30日
（水）
１月 ４日(水)
永年褒賞記念品
12月12日(月)
11月10日
（木）
送 付 日 ／ 対 象 者 H29・24・14・４年10月入会 H29・24・14・４年11月入会

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。
エコアクション21

小学生

（注）乳児（3歳未満）大人1名につき1名無料（2名以上は幼児料金）括弧内は一般料金

１０年、
２０年、30年 申請不要
永年褒賞記念品 入会から満５年、

会報誌印刷：社会福祉法人

大人（中学生以上）

球磨川くだり（注） 2,700円（3,000円） 1,440円（1,600円）

ラフティング

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 Ｐ11参照
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 Ｐ10参照

当財団は、環境活動に積極的に取り組んでいます。

他の割引との併用不可

入退会・異動締切日

毎月10日必着

※毎月10日までの受理分
当月１日入会 前月末退会

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

※毎月15日までの受理分
当月月末振込・発送

「ふれあう共済」は熊本市が昭和49年に設立した福利厚生制度です。
当財団が平成１１年に事業を継承し、皆様に喜ばれるサービスを提供しています。

熊本県コロニー協会
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