
区　分 入園 +
フリーパス 入　園

大　人
（高校生以上）

5,100 円
（6,000 円）

1,100 円
（2,000 円）

こども
（小・中学生）

4,300 円
（5,000 円）

300 円
（1,000 円）

幼　児（３歳～未就学児）
シニア（65歳以上）

3,100 円
（3,800 円）

300 円
（1,000 円）

割引チケット提供割引チケット提供
　今回は表紙～Ｐ３に掲載している施設共通割引チケットを４枚提供します。割引チケットを申し込むときは施設の指定は不要で、
利用するときに施設をお選びください。Ｐ２記載の申込方法と利用方法をご一読ください。

オンライン申込期間
会報誌ホームページ掲載～３月12日日

自動返信メールで申込が確認できます。

割引チケット発送予定日
４月５日水 

ふれあう共済から事業所へ一括発送

友だち追加は
こちらから！

割引チケット申込期限もお知らせ

エルパティオ牧場 阿蘇市一の宮町三野2305-1　TEL：（0967）22-3861阿蘇市一の宮町三野2305-1　TEL：（0967）22-3861

荒尾市緑ヶ丘　TEL：（0968）66-1112荒尾市緑ヶ丘　TEL：（0968）66-1112

熊本市中央区大江4-2-65　
TEL：（0570）783-087
熊本市中央区大江4-2-65　
TEL：（0570）783-087

割引チケット１枚につき　　どちらかを選択してください。割引チケット適用除外日：５月１日（月）～５月６日（土）割引チケット１枚につき　　どちらかを選択してください。割引チケット適用除外日：５月１日（月）～５月６日（土）

　初心者向けのお散歩コース（１km 所要時間
約20分）。谷間を通るように色々な植物を見か
けることができます。身長が120cm以上（20
分コースまで）または130cm以上（全コース
可）で、体重が男性80kg以下、女性70kg以下
の方が利用できます。
乗馬体験受付時間９：00～16：30　定休日無

　阿蘇の大自然に囲まれた絶好のロケーションで、
本格派アメリカンハンバーガー、厳選食材を豪快に
鉄板で焼いた特製ステーキ、本物の溶岩を熱して焼
く、特製溶岩BBQなど選りすぐりのメニューをお召
し上がりください！
営業時間９：00～16：00　15：30L.O　火曜定休
（メニュー例）エルパティオバーガー　1,430円

レストラン フォンターナ　ランチバイキング
大人　中学生以上　1,100円（1,600円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

ソフトドリンクバー付　利用時間90分
ランチ営業時間11：30～14：30（O.S14：00）

2D上映　大人・一般1,000円（1,900円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています
3D・4DＸ（Ｒ）映画は別途料金が必要。大人・一般以外（大学生以下、または、
各映画館が定める割引等）での利用は500円引きの割引チケットとして利用可。割
引条件等は各自でご確認ください。インターネット購入時に利用不可。
（例）毎月１日一般料金1,200円→割引チケット利用で700円の負担でOK

❶乗馬料金　インディアンコース　2,820円（4,400円） 
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

❷レストランEL PATIOでの食事　お会計が税込800円以上の場合800円引き
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

グリーンランド　

ユナイテッド・シネマ熊本

荒尾市本井手1584-24　TEL：（0968）66-3939荒尾市本井手1584-24　TEL：（0968）66-3939

グリーンランドリゾート　ホテルヴェルデ

会員証割引 乗馬料金20％割引　宿泊料金10％割引　同伴者含め５名まで。（注）割引チケットや他の割合との併用不可。

名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）
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一部特別興行作品を
除き、割引チケット
利用期間内に上映さ
れる全ての映画が割
引対象

❶❷

事業所数
会 員 数
事業所数
会 員 数

2,234社
36,803人

2023年１月１日現在2023年１月１日現在

20232023熊本市がつくった福利厚生制度

発行／一般財団法人 熊本市勤労者福祉センター
〒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

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター　　　　　　　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。
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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。

全福センター

K-net

ふれあう共済

＃ふれあう共済

マスコットキャラクター　キョウさん

3・4月号3・4月号



癒しの森　ゆ～かむ どんぐりの森パークゴルフ

シークルーズ　グランピング熊本天草 シークルーズ　イルカクルージング

熊本市南区城南町今吉野 10001　TEL：（0120）269555
営業時間 9：00 ～ 17：00（16：00 受付終了）

上天草市松島町合津 621517　4号橋際　ミオカミーノ天草内　
TEL：（0969）562458

１ラウンド

大人 270円（770円）クラブ・ボールレンタル料含む
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

１ラウンド

大人 270円（770円）クラブ・ボールレンタル料含む
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

　　　　　　イルカクルージング1人につき300円割引　
同伴者全員割引適用可　（注）割引チケットとの併用不可
　　　　　　イルカクルージング1人につき300円割引　
同伴者全員割引適用可　（注）割引チケットとの併用不可

遭遇率98％　エアコン・トイレ完備のクルーザー、九州初
の専門ガイド付きでワンランク上のイルカウォッチング。
大人（高校生以上）3,800円（4,800円）
中学生 2,800円（3,800円）
小学生 1,800円（2,800円）
幼児（３歳以上）　　 800円（1,800円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

所要時間：２時間（松島往復）　出航時間：10：00、13：00、15：00

遭遇率98％　エアコン・トイレ完備のクルーザー、九州初
の専門ガイド付きでワンランク上のイルカウォッチング。
大人（高校生以上）3,800円（4,800円）
中学生 2,800円（3,800円）
小学生 1,800円（2,800円）
幼児（３歳以上）　　 800円（1,800円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

所要時間：２時間（松島往復）　出航時間：10：00、13：00、15：00

割引チケット１枚利用につき小学生以上～大人の同伴者
は１人無料
割引チケット１枚利用につき小学生以上～大人の同伴者
は１人無料

要予約

割引チケット利用特典

山鹿市鹿北町椎持 52　TEL：（0968）425100
屋内プール・露天風呂付立ち寄り湯・フィットネスジム　

上天草市松島町合津 61762（チェックイン場所）　
TEL：（0969）562458

大人（高校生以上）　無料（800円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています
大人（高校生以上）　無料（800円）
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

悪天候でも安心のドーム型テントは全室オーシャン
ビュー。全棟個別にリビング、キッチン、バスルーム・
トイレも完備。
１室につき1,000円割引
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

悪天候でも安心のドーム型テントは全室オーシャン
ビュー。全棟個別にリビング、キッチン、バスルーム・
トイレも完備。
１室につき1,000円割引
※ふれあう共済から料金の一部を補助しています

電話・WEB予約時に「ふれあう共済会員」である旨を伝え
る。割引チケットを利用する場合、支払いは当日現地決済
のみ。割引チケット適用除外日　4月29日土～5月7日日

電話・WEB予約時に「ふれあう共済会員」である旨を伝え
る。割引チケットを利用する場合、支払いは当日現地決済
のみ。割引チケット適用除外日　4月29日土～5月7日日

割引チケット１枚利用につき３歳以上中学生以下の同伴
者１人はプールと風呂のみ無料
割引チケット１枚利用につき３歳以上中学生以下の同伴
者１人はプールと風呂のみ無料

要予約

会員証割引

要予約

割引チケット利用特典

申込方法
申込QRコード

ふれあう共済ホームページからオンライン申込ふれあう共済ホームページからオンライン申込
会員個人で申込可

申込書をふれあう共済ホームページ「書式ダウンロード」からExcel形式でダウンロードし、３月９日（木）までＦＡＸで申し込むこともできます。申込書をふれあう共済ホームページ「書式ダウンロード」からExcel形式でダウンロードし、３月９日（木）までＦＡＸで申し込むこともできます。

コ
コ
を
必
ず

読
ん
で
く
だ
さ
い

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。会員証と割引チケットがない場合は一般料金です。
ふれあう共済から料金の一部を補助しており、記事中の括弧内の料金は一般料金です。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割引チケットの使用はできません。

今回は申込期間中に申し込むと会員１人につき４枚割引チケットを提供します。会員料金を適用するには１人（品）に
つき割引チケット１枚が必要です。
（よくある質問）家族５人で利用したいときはどうなるの？
（回答）４枚の割引チケットを使って４人まで会員料金が適用されますが、５人目は一般料金でご利用ください。

①割引チケットを希望する会員は３月12日（日）までにふれあう共済ホームページまたは上記QRコードからオンラ
インでお申し込みください。申込期間中に限り受け付け、全ての申込に対して割引チケットを提供します。表紙～P
３に掲載している施設共通割引チケットを提供しますので、申し込むときは施設の指定は不要です。

②申し込みに基づき、割引チケットを１人につき４枚事業所宛てに４月５日（水）までに発送します。

③表紙～Ｐ３に掲載している施設から利用したい施設を選び、必ず営業日等を各施設へお問い合わせください。

④割引チケット利用期間中の利用日当日、各施設にて1会員本人が会員証を提示し　2利用（人）数に必要な割引チ
ケットを提出し　3割引チケット額面金額をお支払いください。会員料金を適用するには１人（品）につき割引チ
ケット１枚が必要になります。

割引チケット利用方法

割引チケット利用期間

　注意　

４月８日土～５月31日水　※施設によって適用除外日あり。利用期間外の利用不可。

メール・ＦＡＸの不着については責任を負いかねます。
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ふれあう共済から　　つのお知らせ
下記内容を記載した「事務の手引き」最新版は次号会報誌５・６月号に同封 し、お届けしますので、

事務担当者の方は必ず 保管ください。

宿泊施設利用補助の年度内２回請求を継続しますその❶

昼休みの電話対応を休止しましたその❸

給付・補助金請求書と会員の入退会に関する書類はメールやＦＡＸでも提出できますその❹

小学校入学祝金の請求は４月１日以降にご提出くださいその❺

事業所間異動届をご存じですかその❻

４月の会員数が５名以下の事業所の会費は３ヵ月払いに変更しますその❷

　令和５年度（令和５年４月１日～令和６年３月31日）の宿泊ついても、宿泊施設補助１回1,500円を年度内２回請求できま
す。請求書は宿泊施設ごとに作成 し、同じ施設に２泊以上宿泊する 連泊は１回 とします。宿泊最終日を事由発生日とします。

　毎月納入いただいております会費について、令和５年度よりその振替手数料が大幅に値上げされます。そこでサービス内容
を維持するため、下記の通り会費納入方法を変更します。なお、４月時点で会員数が６名以上の事業所は従来通り月払いで
す。また、年度途中に会員数が５名以下の事業所が６名以上になった場合や６名以上の事業所が５名以下になった場合があっ
ても、年度途中で会費納入方法は変更しません。
　４月分から会費納入方法が変更になる事業所には、毎年４月10日以降に文書でお知らせします。

メール（soumu@fureau.net）やFAXで退会届や氏名変更届などを提出される場合も、会員証は必ずご返却ください。
メールやFAXで受け付けた書類は「印影が不鮮明」な場合が多く、その際は再提出をお願いしています。事業所からの書類提
出であることを証明するために押印は必須ですので、お手数ですが書式の㊞マークを避けて、強く押印をお願いします。な
お、FAX送信の際には送付状は不要です。メールやFAXで提出された書類の原本の郵送は不要です。

　事由発生日は中学校卒業祝金は３月１日、小学校入学祝金は４月１日です。事由発生日前に届いた請求書は返却します。

　もし、この会員Ａさんが令和５年４月１日入会だった場合、中学校卒業は入会前の事由のため、中学校卒業祝金は請求いた
だけません（小学校入学祝金は請求可）。

　会員事業所間での異動（月末退会、翌月１日入会）の場合、事業所間異動届が提出できます。事業所間異動届での申請に限
り、異動前の在会期間を引き継ぐことができます。事業所間異動届は異動先の事業所から提出してください。異動前の事業所は
手続不要ですが、会員証はご返却ください。

　１月４日より昼休み時間（12：00～13：00）の電話対応を休止させていただきましたが、窓口対応は従来通り昼休み時間も
行っています。また、ふれあう共済ホームページ会員専用問い合わせフォームからもお問い合わせいただけますので、ご活用くだ
さい。

（例）キョウさんは令和５年４月１日と２日、宿泊費が１泊5,000円のＡホテルに２泊した。

連泊であるため、1,500円×２＝3,000円の請求はできません。１回分の1,500円をご請求ください。

令和５年３月まで：全事業所月払い
（年12回払）

令和５年４月から：４月の会員数が５名
以下の事業所は３ヵ月
払い（年４回払い）

４月の会員数が５名以下の事業所の会費について
[１期] 4・ 5・ 6月分→ 4月の会員数×３ヵ月を  ４月末払い
[２期] 7・ 8・ 9月分→ 7月の会員数×３ヵ月を  ７月末払い
[３期]10・11・12月分→10月の会員数×３ヵ月を10月末払い
[４期] 1・ 2・ 3月分→ 1月の会員数×３ヵ月を  １月末払い
※会員の一部について年度途中で入退会が発生した場合、次の期で追加徴収または相殺し

ます。なお、２・３月の入退会が発生した場合は３月末で追加徴収または相殺します。
※事業所退会した場合、前払いの会費があるときは退会月の翌月末に返金します。

２つのポイント
①１通の請求書に中学校卒業祝金と小学校入学祝金を

併記せず、請求事由ごとに分けて作成 ください。
②中学校卒業祝金と小学校入学祝金の請求書を同時に

提出するときは 4／1 以降にお願いします。

共 済

６

（例）会員Ａさんは長男が令和５年３月に中学校を卒業し、長女が令和５年４月に小学校に入学する
３月

令和５年度の

長男が中学校卒業

事由発生日：3／1

長女が小学校入学

事由発生日：4／1

４月

中学校卒業祝金で１通請
求書を作成し、3／1以降
に提出

小学校入学祝金で１通請
求書を作成し、4／1以降
に提出
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　「行きたいツアー」と「乗降場所」を選択してお申し込みく
ださい。別途、幕の内弁当（お茶付き800円自己負担、車内で
の食事不可）を購入することもできます。有田陶器市、波佐見
陶器まつりが開催中止の場合、ツアーは中止しますので予めご
了承ください。

①熊本市民会館　②熊本バス中の瀬車庫　③熊本駅新幹線口　①～③のいずれかを選択してください。ただ
し、乗降場所はご希望に添えない場合があります。
決定した乗降場所以外での乗り降りはできませんので、必ず決定通知でご確認ください。

■日　　時 ４月29日（土・祝）　 弁当なし 昼食各自。バスガイド・添乗員同行。

■定　　員 合計350人

■乗降場所

（最少催行人員35人）　波佐見陶器まつりツアーは申込人数35人毎に出発決定します。
35人に満たない場合は、有田陶器市への変更をお願いしますので予めご了承ください。

■料　　金 有田陶器市、波佐見陶器まつり共通
会員・一親等以内の同居家族　１人につき 2,700円 ※ふれあう共済から料金の一部を補助しています。
上記以外の会員の家族・友人　１人につき 5,000円

■申込期間 ３月１日（水）～４月20日（木）　17：00まで先着順受付
■申 込 先 熊本バス（株）　熊本バスツーリストビューロー（担当：米本）

TEL：（096）3798001 熊本市中央区萩原町３21

　乗車前に検温を行います。体温が37.5度以上の方は参加をご遠慮いただきます（その際の取消料は特例としてい
ただきません）。車内はマスクを着用ください。

注 

意 

事 

項

①ツアー当日は「会員証」または「身分証明書」で本人確認を行います。本人確認ができない場合は、一般料金になります。「会員資格の名義貸し」
が判明した場合、ツアー参加をお断りします。万が一事故が起こったとき保険適用が受けられない場合があります。

②【同居証明書】の提出　一親等以内の同居家族（配偶者・子・親）が参加する場合は、同居していることが確認できる書類の提出が必要です。  参
加決定後に「会員本人」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　Ｄ.その他同居していることが確
認できる書類　Ａ～Ｄのいずれかのコピーを提出してください。提出がない場合は一般料金となります。  

③ツアーは旅行会社が企画、募集、実施するもので、旅行会社に提供された個人情報はツアー実施の確認以外には使用はしません。
④ツアーが最少催行人員に満たない場合、天候、その他の事情により中止になる場合があります。行程、帰着予定時間は交通事情や天候、その他の

理由により時間等が前後する場合があります。安全確保のため集合場所、解散場所以外での乗下車はできません。  

有田陶器市日帰りツアー
波佐見陶器まつり日帰りツアー

４～５時間滞在 （休憩）

     各乗降場所 有田陶器市 有田ポーセリンパーク 各乗降場所

４～５時間滞在 （休憩）

     各乗降場所 波佐見陶器まつり 武雄温泉物産館 各乗降場所

有田コース
行程

波佐見コース
行程

申込方法
申込QRコード

ふれあう共済ホームページからオンライン申込ふれあう共済ホームページからオンライン申込
会員個人で申込可

申込書をふれあう共済ホームページ「書式ダウンロード」からExcel形式でダウンロードし、ＦＡＸで申し込むこともできます。申込書をふれあう共済ホームページ「書式ダウンロード」からExcel形式でダウンロードし、ＦＡＸで申し込むこともできます。
申込後、土日祝を除き３日以内に受付完了の返信がない場合は、上記旅行会社にご連絡ください。申込後、土日祝を除き３日以内に受付完了の返信がない場合は、上記旅行会社にご連絡ください。

家庭常備薬等の斡旋 　今回申込書を折り込んでおります家庭常備薬の斡旋申込につい
ても、オンライン申込ができます。WEB限定商品も多数取り揃え
ております。

アクセスアドレス　https://www.atem-selfmedication.jp/　または右のQRコードを読取りアクセスして
ください。
認証にはお得意先コード：18010　お得意先パスコード：kkf18010が必要です（全て半角・小文字）。登録
アドレスにパスワードが届きますので、再びアクセスしてログインしてください。

WEBでの申込方法

メール・ＦＡＸの不着については責任を負いかねます。
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NEW美と健康の味方　骨盤底筋トレーニング

新入社員研修（１日コース）
非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料

　社会人としての基本的な知識と心構え、仕事への取り組み、ビジネスマナーを身に付け、勤務意識の高揚を図ることを目的とし
た新入社員研修を開催します。

内　容　社会人としての心構え、組織のルール、指示命令の受け方、報告・連絡・相談、ビジネスマナー（挨拶、
身だしなみ、電話応対、来客応対など）

■日　　　時　①４月４日火　９：30～16：00
②４月５日水　９：30～16：00
③４月６日木　９：30～16：00

■対象／定員　新入社員の方／各コース20人
■申込先・会場　３月１日（水）午前10時から先着順で受付（電話申込み）

　サンライフ熊本　TEL：（096）3453511　熊本市中央区黒髪３３12

■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

入社２年目社員向け研修 非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料

　組織人として大切なコミュニケーション力を身に付け、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社
員研修を開催します。

内　容　入社して１年間を振り返る、仕事の進め方、人間関係向上のポイント、モチベーションアップなど

■日　　　時　４月18日火　９：30～16：00

■対象／定員　入社２年目の方／20人
■申込先・会場　３月１日（水）午前10時から先着順で受付（電話申込み）

　サンライフ熊本　TEL：（096）3453511　熊本市中央区黒髪３３12

■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

勤労者セミナー（サンライフ熊本勤労者塾）
　勤労者向けのセミナーを年10回開催します。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が参加
することができます。

　骨盤底筋トレーニングを人生100年時代の視点から「くらしの中で継続できるように」工夫をします。運動は苦手とい
う方も大丈夫！医学的にわかりやすくサポートします！

事業所登録
はコチラ→
事業所登録
はコチラ→

令和５年度　第１回
非会員（一般）参加可
受　講　料　無　料

■日 時　４月21日金　10：00～12：00
■対象／定員　勤労者の方／30人（Zoom50人）
■申　　　込　４月５日（水）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）
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）3453511　熊本市中央区黒髪３３12

■日 時　４月１日～９月16日　１・３土　11：30～12：30　全12回
■対象／定員　16歳以上の方／14人
■受　講　料　4,200円　※サンライフ熊本利用補助（2,000円補助）対象
■申　　　込　３月10日（金）午後３時までWebまたは往復はがき（一斉受付期間以降は定員に達するまで随時電話受付）

※詳細は折込の「受講生募集」パンフレットまたはサンライフ熊本HPをご確認ください。
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）3453511　熊本市中央区黒髪３３12

■講師
井手税理士・
総合会計事務所　
税理士
井手　庸文 さん

インボイス制度セミナー
　令和５年10月から「インボイス制度」が導入されます。

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。インボイス制度の基本的な内容から、
登録申請、発行者、受領者ごとの対応ポイント等について解説します。
　どんな準備が必要？　取引への実際の影響は？　経理業務は変わるの？　どうなる消費税申告？

非会員（一般）受講可
サンライフ熊本利用補助対象

講師
一般社団法人FPランド
代表理事　辻　陽子さん　他
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映画上映会　アニメ映画「この世界の片隅に」

３月１１日（土）はサンライフ熊本へ！　イベントのお知らせ

非会員（一般）参加可
参　加　無　料

勤労者のためのこころの健康相談

高齢者のお仕事相談コーナー通年開催

非会員（一般）参加可
相　談　無　料

非会員（一般）参加可
相　談　無　料

非会員（一般）参加可
参　加　無　料

　勤労者の方々のストレスや精神に関する悩み、心の健康問題等について産業衛生学会専門医が個別カウンセリングを行います。
医療従事者には守秘義務があり、相談内容等の秘密は固く守られますので、お気軽にご利用ください。

　これまでに培った経験と能力を活用して働きたい健康で就業意欲の高いシニアの皆様や、再就職、退職準備をお考えの方のため
のおしごと相談コーナーです。お気軽にご相談ください。

ミニコンサート、サンライフ熊本受講生発表会、朝市の３つのイベントを３月11日（土）に開催しますので、ぜひご参加くださ
い。また、サンライフ熊本館内では作品展も同時開催しています。

10：00～10：45　
津軽三味線奏者　大島優希さんによる
コンサートです。津軽三味線全国大会
準優勝の経験を持つ実力派の音色をお
楽しみください。

９：00～13：30
農産物、加工品等の直送品を販売します。
出店
●火の国マルシェ
●Rojipan

10：50 ～ 13：00
サンライフ熊本で講
座を受講する全８団
体が日頃の練習の成
果を発表します。

３月10日金～
３月16日木
９：00～16：00　
※13日月休館日を除く

受講生の力作を展示
します。

■利用の流れ　①電話で利用予約　→　②事務局で相談者と専門医の日程を午前９時から午後４時の間で調整　→　③日程
決定連絡　→　④個別カウンセリング実施（１人１時間以内）

■実 施 日 時　４月20日木以降の木曜または土曜　９：00～17：00
※希望日時に添えない場合有り。電話相談不可。

■対象／定員　16歳以上の勤労者／12人
■申　　　込　４月５日（水）午前10時から先着順電話受付（定員になり次第締切）
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）3453511　熊本市中央区黒髪３３12

■日 時　３月25日土　午前の部10：00～12：10／午後の部13：00～15：10
■定　　　員　各75人
■申　　　込　３月６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）
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）3453511　熊本市中央区黒髪３３12

■相　談　日　３月６日月、14日火、22日水、30日木　月４回　不定期
※４月以降の相談日はサンライフ熊本ホームページでお知らせします。

■開 設 時 間　９：00～16：00（昼休み12：00～13：00）
■内　　　容　全職種の就労に関する相談・情報提供（再就職関連情報・短時間就業情報）求人情報は一般公開されてい　

るハローワークのインターネットサービスを閲覧可。高齢者に対する無料技能講習会の案内
■申込先・会場　サンライフ熊本　TEL：（096）3453511　熊本市中央区黒髪３３12

サンライフ熊本 隣　男女共同参画センター　
はあもにい　多目的ホール

ミニコンサート サンライフ朝市

サンライフ熊本 受講生発表会 サンライフ熊本 作品展

サンライフ熊本会場 会場

■相談員
いしい産業医事務所
産業衛生学会専門医
石井　雅子 さん
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■講師
木下　夏美さん
理学療法士
骨粗鬆症マネージャー

■講師
池田祐太郎さん
理学療法士
認定理学療法士（代謝）
日本糖尿病療養指導士
心臓リハビリテーション
指導士

第25回ゴルフ大会 大会期間中の任意の日時を選択してプレイできます。
会員のご家族も参加できます。

　会員について、申し込み後のメンバー変更はキャンセル扱いとし、その時点でキャンセル待
ちの会員から会員料金適用枠に繰り上げます。会員料金適用枠の譲渡はできません。必ず参加
者を確定してからお申込みください。

熊本市北区室園町1210
TEL：（096）3426075

■期 間　　４月８日土～４月30日日　※雨天決行

■表　　彰　　優勝、準優勝、３位、とび賞、ブービー賞の賞品は５月中に事業所へ会場からお届けします。

３月１日水～３月31日金
先着順受付

■キャンセル
待ちについて

■競技方法　　18ホールズストロークプレー。ダブルペリア方式。ルールはJGA競技規則及びゴルフ場の競技規則を適用。（大会期間
　終了後、ふれあう共済ホームページに参加者氏名とスコアをアップしますので、それをご了承の上お申し込みください。）

■参 加 費

■会　　場　　肥後サンバレーカントリークラブ（会場予約担当：白石）阿蘇郡西原村烏子字木留3415
申 込 先 　 TEL：（096）2937111

■対象・定員　　会員・会員の家族４人１組　合計40組　必ず１組３人以上でお申し込みください。

８：00～９：30の７分刻みでスタートします。申込時に希望日時をご入力ください。
ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。参加決定者には順次、確定日時を会場よりご連絡しま
す。スタート30分前までに各自受付をお済ませください。

定員に達した後は、キャンセル待ちとして受け付けます。キャンセルが出た場合のみ、順次会場よりご連絡します。
キャンセルが発生しなかった場合は、ご参加いただけませんので予めご了承ください。

セルフプレイ食事代別
（１カート３人・４人で利用の場合）

平日
（7,500円）

土・日・祝
（10,700円）

会　　　員 4,700円 7,200円
会員の家族 6,700円 9,200円 括弧内一般料金。会員にはふれあう共済から

料金の一部補助しています。
当日会場受付にてお支払ください。食事代、１カート２人での利用及びキャディ希望は別途料金が必要です。
詳しくは会場へお問い合わせください。

申込期間

申込方法
申込QRコード

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

申込書をふれあう共済ホームページ「書式ダウンロード」からExcel形式でダウンロードし、ＦＡＸで申し込むこともできます。申込書をふれあう共済ホームページ「書式ダウンロード」からExcel形式でダウンロードし、ＦＡＸで申し込むこともできます。

申込方法
申込QRコード

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

サンフィット朝日野　出張講座　無料体験会

　現在、様々なダイエット方法が雑誌やネットで取り上げられています。しかし、その中には医学的に根拠のないものや健康を損なうよ
うな内容が散見されます。「カラダの中から健康に」をコンセプトに健康的に痩せるためのポイントを運動の専門家がアドバイスします。 
※朝日野総合病院はふれあう共済会員事業所です。

お知らせ　サンフィット朝日野の出張講座をあなたの事業所で！　従業員の健康維持に役立つ内容で出張講座を依頼することができます
ので、ぜひこの機会に一度体験してください。 出張講座料金：10,000円／回＋交通費（基本500円　但し、距離により変更）

■日　　時　　 ４月22日土　９：30～11：30
※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　12人
■準 備 物 動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲み物、

筆記具
■会　　場　　 サンライフ熊本　２F和室　熊本市中央区黒髪３３12
■申込期間 会報誌ホームページ掲載～４月６日（木）　応募者多数の場合抽選
■参加決定 　参加決定者にのみ４月７日（金）にメールを送信しますので、必ずご送信ください。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。

健康的に痩せるには？

〔講義内容〕・身体の内側を知ろう！
・食事のポイント
・健康的に痩せるための運動

講義＋ワークまたは実技でおおよそ２時間

〔講義内容〕・身体の内側を知ろう！
・食事のポイント
・健康的に痩せるための運動

講義＋ワークまたは実技でおおよそ２時間
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ふれあう共済ハーモニーランド利用券
欄が不足する場合はコピーしてください

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

人

TEL

熊本 SC
P312

事 業 所 名

事業所番号

4 歳以上の利用者氏名

（　 　  歳）

※３歳以下の方は記入しないでくださいを記入
会員との続柄無料招待の対象になる続柄

1 会員番号　必須 会員本人　会員証提示
● 会員の配偶者
● 会員の（義）子
● 会員の（義）両親
● 会員の（義）兄弟 ･ 姉妹

● 会員の孫、祖父母
● 会員の甥、姪

2

4 歳以上の利用者氏名

（　 　  歳）

（　 　  歳）

※３歳以下の方は記入しないでくださいを記入
会員との続柄

3

4

ふれあう共済への FAX 不要 コピー可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 ３／３金～３／31金３／３金～３／31金
2023202320232023

休園日を除く、入園は閉園の 1時間前まで

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。

利用方法

TEL：（0977）731155(営業時間内)
大分県速見郡日出町藤原5933

（日出I.Cから約２分国道10号線沿）

会員同伴
での利用に
限りますハーモニーランド無料招待

ハーモニーランドに関するお問合せ

ふれあう共済から料金を補助しています。

ふれあう共済マリンワールド利用券

ホームページ掲載
TEL

コピー可

欄が不足する場合はコピーしてください

利用期間外は利用不可
期間中は何度でも利用可

　　　　　人 人 人 人

利用期間 事 業 所 名

事業所番号

ふれあう共済への FAX 不要 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。

合計 内訳   
大人 小・中 幼児（ （

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。

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。 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。

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。

TEL：（092）6030400TEL：（092）6030400

マリンワールド海の中道特別優待

大人（高校生以上）
通常2,500円を
大人（高校生以上）
通常2,500円を

利用方法

料金 会員
料金 2,200円 小・中学生

通常1,200円を
小・中学生
通常1,200円を

会員
料金 1,000円 幼児（３歳以上）

通常700円を
幼児（３歳以上）
通常700円を

会員
料金 600円

マリンワールドに
関するお問合せ

３歳以上の利用者氏名

（　 　  歳）

※２歳以下の方は記入しないでくださいを記入
会員との続柄特別優待の対象になる続柄

1 会員番号　必須 会員本人　会員証提出
● 会員の配偶者
● 会員の（義）子
● 会員の（義）両親
● 会員の（義）兄弟 ･ 姉妹

● 会員の孫、祖父母
● 会員の甥、姪

2

３歳以上の利用者氏名

（　 　  歳）

（　 　  歳）
※２歳以下の方は記入しないでくださいを記入

会員との続柄

3

4

（大人）・（小・中学生）・（幼児）

（大人）

（大人）・（小・中学生）・（幼児）

（大人）・（小・中学生）・（幼児）

会員同伴
での利用に
限ります

～３／31金～３／31金
20232023

入館は閉館の 1時間前まで
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ベビーマッサージ＆ふれあい遊び

3,500円（10回分）
※サンライフ熊本利用補助

（2,000円補助）対象
受講料

各10組定　員
1,750円（５回分）
※受講料サンライフ熊本利用補助

（1,750円補助）対象
但し、材料費は補助対象外

受講料

550円（オイル代）※持参可材料費 ナディーヨガ 代表 藏座 忍さん講　師

各10組定　員

産後ママの骨盤とココロのケアヨガNEW NEW

４月17日、５月１日・29日、６月５日・19日月 全５回
２～10ヵ月児の母親と乳児
①10：00～11：00　②11：20～12：20

４月19日～6月28日　水曜　全10回
①10：00～11：00クラス／２～５ヵ月児の母親と乳児
②11：20～12：30クラス／６～11ヵ月児の母親と乳児

日　程
・
対　象

　永年褒賞記念品（カタログギフト）納入と会報誌の作成及び発送業務について、業者を募集します。ふれあう共済会員事業所
に限りません。詳細はふれあう共済ホームページから各「企画提案説明書」をご覧ください。

■基　　準　・令和５年４月発注分から対応できること
・カタログギフト商品の取扱ができること
・記念品を確実に会員へ納品できること　他

■基　　準　・令和５年７・８月号（原稿に基づき４月から作成開始、６月発送）から対応できること
・会報誌、同封チラシ等の封入作業（封緘・タックシール貼を含む）ができること
・事務局の指定した期日までに会報誌を会員事業所に発送できること　他

■企画提案書受付期間　　３月１日（水）～３月15日（水）17：00まで
■問合せ先　　ふれあう共済　TEL：（096）3457311

【永年褒賞記念品納入】

【会報誌作成・発送】

令和５年度　
永年褒賞記念品（カタログギフト）納入または会報誌作成及び発送業務の業者募集

■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、年間主催講座は１講座につき１回まで）／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

※【同居証明書】とは、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 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 は領収
書またはチケット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

非会員（一般）受講可
サンライフ熊本利用補助対象

　　　　　　　　　　　３月31日（金）までにサンライフ熊本ホームページまたは右の
QRコードから申込み（申込多数の場合は抽選）。※他の講座は折込の「受講生募集」パン
フレットまたはサンライフ熊本ホームページでご確認ください。

下記２講座の申込方法

日　程
・
対　象

ベビーマッサージ
ふれあい遊び講師　
栗山 敦子 さん

講座・施設に関する問い合わせ先
サンライフ熊本　TEL：（096）3453511　熊本市中央区黒髪3312
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）
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補助指定コンサート等 開 催 日 開 催 地
椎名林檎 ３月１日水・３月２日木 福岡市

KENTA×松本和将　
※チケット代3000円未満は除外 ３月４日土 熊本市

市村座 ３月４日土・３月５日日 福岡市
東方神起 ３月４日土・３月５日日 福岡市
森山直太朗 ３月５日日 福岡市
三代目 J SOUL BROTHERS ３月７日火・３月８日水 福岡市
前川清 ３月９日木 天草市
OKAMOTO’S ３月11日土 熊本市
清塚信也 ３月11日土 熊本市
天草パールラインマラソン大会 ３月11日土 ・３月12日日 上天草市
ドリームガールズ ３月11日土～３月15日水 福岡市
巌流島 ３月18日土～３月27日月 福岡市
2023きくち桜マラソン大会 ３月19日日 菊池市
渡辺美里 ３月19日日 久留米市
A COMMON BEAT ３月19日日 福岡市
DEEP PURPLE ３月19日日 福岡市
由紀さおり・安田祥子　with　木山裕策 ３月21日火 柳川市
中村勘九郎 中村七之助 ３月21日火 福岡市
小田純平 ３月23日木 熊本市
玉置浩二 ３月23日木 福岡市
ザ・ニュースペーパー2023 ３月25日土 熊本市
奥田民生 ３月25日土 福岡市
浦島坂田船 ３月26日日 熊本市
2023芦北うたせマラソン ３月26日日 芦北町
T.M.Revolution ３月28日火 熊本市
笑の大学 ３月30日木～４月２日日 福岡市
GACKT ３月31日金 福岡市
ジャニーズWEST ３月31日金～４月２日日 福岡市
細坪基佳 ４月１日土 熊本市
TULIP ４月２日日 熊本市
藤井フミヤ ４月２日日 福岡市

補助指定コンサート等 開 催 日 開 催 地
キングダム ４月２日日～４月27日木 福岡市
沢田研二 ４月８日土 熊本市
宇野実彩子 ４月９日日 熊本市
KKT杯　バンテリンレディスオープン ４月14日金～４月16日日 菊陽町

ウィーン・プレミアム・コンサート
※チケット代3000円未満は除外 ４月15日土 熊本市

倖田來未 ４月15日土 福岡市
おとこたち ４月15日土・４月16日日 福岡市
Saucy Dog ４月16日日・４月17日月 福岡市
back number ４月22日土・４月23日日 福岡市
スターダスト☆レビュー ４月23日日 福岡市
千昌夫・新沼謙治・中村美律子 ４月26日水 熊本市/玉名市
第39回関所健康マラソン大会 ４月29日土 南関町

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】 2023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

2023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

１月１日日～2023シーズン終了までの
リフト券（１枚税込3,000円以上）
※ICカードの場合、リフト券の内訳（金額）

が記載された会員フルネーム入りの領収書
を添付。シーズン券は１回の購入につき補
助は１回とします。 ツアーにリフト券代
が含まれている場合、リフト券の内訳（金
額）が記載されたものを添付。

九重森林公園スキー場
だいせんホワイトリゾート 
ユートピアサイオト
琴引フォレストパークスキー場

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

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）

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をプリントアウトし
たもの  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、C ～E はコピー可。 A ＱＲ
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）

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。

●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。

※2023年２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・会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。

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）

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　■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 ）

介護福祉士 社会福祉士 調理師 衛生管理者（１種・２種）
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　学科試験後に請求可 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
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）

※試験の申込期間、試験日等は各自ご確認ください。
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©2010 熊本県くまモン

熊本県総合保健センター会員の広場 熊本市東区東町4-11-1
TEL： 096-365-8800

http://www.souho.or.jp/

請求もれはありませんか

○営 業 日　平日・第４土曜
　（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）

○受付時間　９：００～１７：００（但し、12：00～13：00 は電話対応を休止いたします）

○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、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R５
年度まで　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

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
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
務局へメール（PDF）、FAX、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。

熊本医療センター　二の丸保育園【二の丸】　高木クリニック　内科・消化器内科【清水岩倉】　いとう内科クリニック【龍田陳内】

医療法人　季々会【白藤】　熊本ホームケアクリニック【神水】　村上法務事務所【戸島西】　土地家屋調査士法人　Ｉ Ｔrust【月出】

杉山友香社会保険労務士事務所【西原】　肥後製油㈱【大津町】　キッチンママ　チムチム【菊池市】　計10所

12月・１月　新規入会事業所のご紹介（順不同 敬称略）

●当法人が熊本県SDGs登録事業者（第
３期）として登録されました！
2030年のSDGs達成に向けた経営方
針と目指す姿
「当法人は安全・安心・快適な熊本市
勤労者福祉センターの利用環境を提供
し、公平・公正な事業展開を行うこと
で施設の機能を最大限に活かします。
また、中小企業勤労者のための総合的な福利厚生事業を行う
ことで企業の振興と地域社会の活性化に貢献します。」

●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２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

　当センターでは、健康診断や各種がん検診、保健指導、住民の
皆様健康づくりのための普及啓発活動など様々な保健事業を展開
しております。
　また、女性職員の割合が高いということもあり、女性のみなら
ず全てのスタッフが安心して家庭と仕事の両立が出来る職場環境
づくりに取り組んでいます。
　経営理念「健康・笑顔・幸福（しあわせ）」のもと、健康づくり
に関するすべての事業を通じ、健康で笑顔あふれる幸せな熊本の
実現に貢献する医療機関を目指し、県民の皆様の健康向上に向け
さらに努力していく所存ですので、多くの皆様にご利用いただけ
れば幸いです。
●当センターは、ふれあう共済人間ドック受診補助指定医療機関です。

　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

３月 ４月

土 曜 営 業 日

次号会報誌HP掲載

３月25日（土） ４月22日(土)
４月14日(金)

平 日 休 業 日 ３月27日（月） ４月24日(月)

給付補助金の振込日
会員証再発行発送日

永 年 褒 賞 記 念 品
送 付 日 ／ 対 象 者

３月30日（木）

４月10日(月)

※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 ３月31日（金）

３月10日（金）

５月 １日(月) 

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

生年月日がH15.２／16～３／15
で20歳を迎えた会員への祝金含む

４月28日(金)
生年月日がH15.3／16～4／15で
20歳を迎えた会員への祝金含む

H30・25・15・５年２月入会 H30・25・15・５年３月入会

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

公益財団法人

（会員数が５名以下の事業所は４～６月分）

ホームページに専用請求書と詳細を掲載しています

エコアクション21　認証・登録番号001729

会報誌印刷：社会福祉法人　熊本県コロニー協会

当財団は、環境活動に積極的に取り組んでいます。 「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。
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NO. 講　座　名 内　容 曜日・時間 定員 回数 受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

1 Youtube 動画撮影編集講座
Youtube動画の具体的な作成方法
から、実際に公開するまでの技術を
学ぶ講座です。

毎週水曜　19：00〜21：00　全10回
12 10 8,000円 1

柴田　健
（キャリア教育プラザ㈱PCインストラ
クター）①７月〜９月　②10月〜12月

受講生募集

詳しくはQRコード、または下記URLまでアクセスしてください。

URL  https：//kumasun.net

サンライフ
熊 本

〒860-0862
熊本市中央区黒髪３丁目３番12号
一般財団法人 熊本市勤労者福祉センター（サンライフ熊本）

TEL 096-345-3511

職業講座

スポーツ・レクリエーション講座

令和５年度 主催講座のご案内　

骨盤エクササイズ＆ピラティス

ホームページはこちら

サンライフ熊本

NO. 講　座　名 内　容 曜日・時間 定員 年間
回数

受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

1 月曜卓球 朝の快適な時間に卓球をしませんか？経験者、
初心者どちらも大歓迎です。

1・3・5月曜
10：00〜12：00 16 20 10 回 6,500円 2 山下　敬一

（熊本県卓球協会理事）

2 リラックスヨーガ (火)
深い呼吸・ゆったりとしたポーズが心地よい刺
激となり、体を内側からほぐしていきます。無
理せず体を動かすので、健康維持に効果的です。

毎週火曜
10：00〜12：00 15 40 10 回 6,500円 4 徳永　つよみ

（日本ヨーガ学会講師）

3 やさしいピラティス
呼吸と動きを合わせる事により、ムリなく動く
事ができます。じんわり汗をかく運動ですが、
正しい姿勢へと導き日常生活を楽に過ごすこと
が出来る様になります。

毎週火曜
13：30〜15：00 14 40 10 回 5,000円 4

長　美佐子
（ピラティスインストラクター）

4 ピラティス & 骨盤体操
骨盤を正しい位置へと導き、本来のまっすぐな
姿勢を取り戻します。呼吸と動きを合わせる事
で、さらにしなやかで強い体づくりを目指します。

毎週火曜
15：10〜16：10 14 40 10 回 3,500円 4

5 ZUMBA ① ラテン系音楽とダンスを融合させたプログラム
「ZUMBA」初心者の方でも大丈夫！楽しみなが
らエクササイズしましょう！ストレス解消にもな
りますよ！

毎週火曜
18：50〜19：50 15 40 10 回 3,500円 4 田代　亜矢

（オフィシャルZUMBAフィット
ネスインストラクター）6 ZUMBA ② 毎週火曜

20：00〜21：00 15 40 10 回 3,500円 4

7 いきいきヨーガ
深い呼吸・ゆったりとしたポーズが心地よい刺
激となり、体を内側からほぐしていきます。無
理せず体を動かすので、健康維持に効果的です。

毎週火曜
19：00〜21：00 15 40 10 回 6,500円 4 木原　美保

（日本ヨーガ学会講師）

8 さわやか健康体操
体に無理をかけないストレッチや軽い筋トレ、
全身運動、マットを使ってのヨガ体操など幅広
い内容で行います。コツコツと続けることで健
康維持につながっていきます。

毎週水曜
9：30〜11：30 30 45 15 回 9,750円 3

宮田　小百合
（真美健康体操熊本支部長）

9 らくらく元気体操
健康で長生きをモットーに、イス体操やストレッ
チ、マットを使ってのヨガ体操、脳トレなど、無
理をせず、体調に合わせてできる運動です。和
やかな雰囲気も魅力です。

毎週水曜
13：30〜15：30

30 45 15 回 9,750円 3

10 リラックスヨーガ（水）
深い呼吸・ゆったりとしたポーズが心地よ
い刺激となり、体を内側からほぐしていきま
す。無理せず体を動かすので、健康維持に効
果的です。

毎週水曜
13：30〜15：30 15 45 15 回 9,750円 3 松永　裕子

(日本ヨーガ学会講師)

　サンライフ熊本は、勤労者及び市民の皆様の
ワーク・ライフ・バランスの実現を応援しています。
　健康で豊かな生活のための充実した時間や、自
己啓発の場を提供するために、令和５年度も多種
多様な自主講座を用意し、皆様の受講をお待ちし
ています。どうぞお気軽にご利用ください。



NO. 講　座　名 内　容 曜日・時間 定員 年間
回数

受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

11 卓球① 「楽しくのびのびと」がモットーです。初心者の
方も丁寧に指導します。また体力に合わせ無理
なく運動しますので、健康作りにお役立てくださ
い。

毎週水曜
13：15〜15：15

28 40 10 回 6,500円 4 松下　智子
(元世界選手権日本代表)

12 卓球② 毎週水曜
15：30〜17：30

28 40 10 回 6,500円 4 高木　雅史
(日本体育協会上級指導員)

13 太極拳
ゆっくりとした運動で血流を活発にし全身に良い影響
を与えます。常に重心が移動するので、骨格・筋肉・
関節を鍛錬し、バランス感覚を養うことができます。

毎週水曜
18：30〜20：30

15 45 15 回 9,750円 3
別城　美知子
(日本武術太極拳連盟公認
Ａ級指導員)

14 フィットネスヨーガ
余分な力を抜いて体を動かし、バランスのとれ
た美しいスタイルを目指しましょう。お仕事帰り
に参加したい方にもピッタリです。

毎週水曜
19：00〜21：00

18 45 15 回 9,750円 3 石津　薫子
(日本ヨーガ学会講師)

15 心と体ストレスフリー
ヨガ（水）

ヨガの呼吸法とポーズで、ココロとカラダを整
えます。関節などの柔軟性が増し、体の動きも
よくなります。

1・3 水曜
19：00〜20：00

15 24 12 回 4,200円 2 平田　明美
(ヨガインストラクター)

16 ストレッチング健康法
体の各部位をゆっくりと無理なく伸ばすことで
筋肉や関節の柔軟性を高め、疲労回復、運動不
足の解消に役立ち、さらに脳トレ、リズム遊び
でリラックスできます。

毎週木曜
9：30〜11：30

19 45 15 回 9,750円 3
北川　裕子
(ストレッチング健康法

講師)

17 木曜ワンコイン卓球　　　　　　朝の快適な時間に卓球をしませんか？経験者、
初心者どちらも大歓迎です。

毎週木曜
9：30〜11：00

13 40 10 回 5,000円 4 山下　敬一
(熊本県卓球協会理事)

18 ボディバランスヨガ
柔軟性、体幹などしなやかで強い体づくり、美
しい姿勢への変化を感じることのできるクラス
です。 カラダとココロを安定させ、バランスを
整えていきましょう。

毎週木曜
10：00〜11：00

14 40 10 回 3,500円 4
一美　朋美
(全米アライアンスヨガ

500Ｔ)

19 カラダにやさしいヨガ
健康に過ごせる身体作りを目指して、身体のメンテ
ナンスを行なっています。継続することで、肩こり、
腰痛など、日常の身体の悩み改善につながってい
きます。初心者の方でも安心してご参加下さい。

毎週木曜
11：20〜12：20

14 40 10 回 3,500円 4

20 ＺＵＭＢＡ　ＧＯＬＤ
ラテン・ジャズ・ロック等のリズムに乗って、若
者からシニアまでどなたも楽しめるダンス系
ZUMBAです。軽やかなステップで、爽やかな
汗を流しましょう！

毎週木曜
11：50〜12：50

20 40 10 回 3,500円 4
栁川　恭子
(Ｃｏｃｏ Ｄａｎｃｅ 
Ｃｏｍｐａｎｙ主宰)

21 たのしいバドミントン
「もうワンランク上を目指したい、もうひとスパ
イスを加えたい」と感じている方のための講座
です。「スッキリ！来てよかった！」と思える内容
です。

毎週木曜
13：30〜15：30

25 40 10 回 6,750円 4 吉永　圭井子
(元日本リーグ選手)

22 ピラティス（木）
リハビリのために考案されたピラティスは、普
段の運動では鍛えにくい背骨や骨盤を支える体
の中心の筋肉を鍛え、歪みなどを矯正します。

毎週木曜
18：40〜19：40

23 45 15 回 5,250円 3
片山　享子
(健康運動指導士＆STOTT
ピラティスインストラクター)

23 心と体ストレスフリー
ヨガ（木）

ヨガの呼吸法とポーズで、ココロとカラダを整
えます。関節などの柔軟性が増し、体の動きも
よくなります。

1・3 木曜
19：30〜20：30

15 20 10 回 3,500円 2
本多　和代
(ナディ・ヨガスクール
公認講師)

24 骨盤エクササイズ＆
ピラティス（木）

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（体幹の深層筋）をゆるやかに
鍛えます。

2・4 木曜
20：00〜21：00

15 20 10 回 3,500円 2
家吉　順子
(LUKA mama care

代表)

25 骨盤調整体操 体の核である骨盤の歪みを矯正して、体のバラ
ンスを整え、健康で若 し々い身体をつくります。

毎週金曜
12：30〜13：30

14 45 15 回 5,250円 3 奥村　育恵
横山　千佳子
(CP骨盤エクササイ
ズwithピラティスイン
ストラクター)

26 骨盤エクササイズ＆
ピラティス（金）

調整した骨盤を支える筋力づくりにピラティスを
導入。呼吸法を活用し、インナーマッスル（体
幹の深層筋）をゆるやかに鍛えます。

毎週金曜
14：00〜15：00

14 45 15 回 5,250円 3

27 たのしいフォークダンス
世界各地に伝わる民族舞踊 ( フォークダンス )
を一緒に踊ってみませんか？素敵な音楽と共に
楽しく身体を動かしながら、心も身体も健康に！

毎週金曜
13：30〜15：30

20 40 10 回 6,500円 4
池田　千恵
(日本フォークダンス
連盟熊本県支部理事)

28 ピラティス（金）① リハビリのために考案されたピラティスは、普
段の運動では鍛えにくい背骨や骨盤を支える体
の中心の筋肉を鍛え、歪みなどを矯正します。

毎週金曜
18：50〜19：50

18 40 10 回 3,500円 4 原部　静子
(U.S.A.ネバダ州立大
学公認　マットピラ
ティス指導者資格)29 ピラティス（金）② 毎週金曜

20：00〜21：00
18 40 10 回 3,500円 4

30
骨盤エクササイズ＆
ピラティス（土）

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（体幹の深層筋）をゆるやかに
鍛えます。

1・3 土曜
10：00〜11：00

14 24 12 回 4,200円 2
家吉　順子
(LUKA mama care

代表)

31 ピラティス（土）
リハビリのために考案されたピラティスは、普段
の運動では鍛えにくい背骨や骨盤を支える体の
中心の筋肉を鍛え、歪みなどを矯正します。

1・3・4 土曜
13：15〜14：15 23 33 11 回 3,850円 3

片山　享子
(STOTTピラティスイ

ンストラクター)
32 ゴルフピラティス

体幹を鍛えることが飛距離アップの近道です。
ゴルフに必要な筋力・柔軟性・捻転力・バランス
力を作りケガをしにくい動ける体をつくります。
シェイプアップにも!!

1・3・4 土曜
14：30〜15：30 23 33 11 回 3,850円 3

NEW



NO. 講　座　名 内　容 曜日・時間 定員 年間
回数

受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

1 歌謡入門（火) 歌謡曲や演歌の表現力豊かな歌唱法を学んで、
歌う楽しさをもっと味わってみませんか？

1・2・3火曜
10：00〜12：00

18 36 12 回 9,600円 3 野小生　すゑ子
（カラオケ講師）

2 たのしい絵画
初めての方にもわかりやすいように、絵画の基
礎を学んでいき、絵を描く楽しさや完成の充実
感を味わいます。

1・2・3火曜
13：30〜15：30

18 36 12 回 9,600円 3
堤　　啓一
（熊本県水彩画会　
元会長）

3 ギターを使った歌唱指導 歌謡曲や歌謡ポップス等をギターを使ってわか
りやすく楽しく歌いましょう。

1・2・3火曜
18：50〜20：50

14 36 12 回 9,600円 4 並木　浩一
（日本歌手協会会員）

4 絵手紙
「ヘタでいい。ヘタがいい。」をモットーに生き
生きとした絵と言葉を添え、相手に心を込めて
送る絵手紙。あなたらしい絵手紙を大切な人に
かいてみませんか。

1・3 水曜
9：30〜11：30

20 22 11 回 8,800円 2 伊方　壽子
（絵手紙講師）

5 実用書道
久しぶりに筆を持ってみませんか？懐かしさや新
鮮さを味わえます。そして、日常生活にも使って
いきましょう。基礎から丁寧に始めます。

2・4 水曜
9：30〜11：30

20 22 11 回 8,800円 2 山田　華径
(熊本県書道展準会員)

6
たのしく撮るデジカメ
撮影

デジタルカメラの撮影をより楽しく、より美しく
行うための講座です。構図や露出等のテクニッ
クから、現像した写真の飾り方まで、日常生活
の中で写真を楽しむ方法を学びます。

毎週木曜
9：30〜11：00

15 32 8 回
6,000円

（材料費
500円）

4 小山　良介
（写真家）

7 たのしい水彩画
各自の持っている個性を大切にしながら良さを
伸ばし、絵を描く楽しみや完成の充実感を味わ
います。水彩画の基礎、基本を学んでいきます。

1・2・3 木曜
13：30〜15：30

18 36 12 回 9,600円 3
堤　　啓一
（熊本県水彩画会　
元会長）

8 手編みの基本
手編みは初めてという方にも、楽しくゆっくり進
めていきます。各自のペースでオリジナル作品を
作ります。

毎週金曜
9：30〜11：30

15 44 11 回 8,800円 4 中村　ちか子
（講談社指導講師）

9 パッチワークキルト
初心者からベテランまで楽しく制作できるよう
に色々な作品を自由に作れます。たくさん仲間が
できるように参加をお待ちしています。

2・4 金曜
13：30〜15：30

14 24 12 回 9,600円 2
山下　美佐子

（文科省認可日本手芸
普及協会講師）

10 歌謡入門（土） 歌謡曲や演歌の表現力豊かな歌唱法を学んで、
歌う楽しさをもっと味わってみませんか？

1・2・3 土曜
10：00〜12：00

18 36 12 回 9,600円 3 野小生　すゑ子
（カラオケ講師）

教養・趣味講座

NO. 講　座　名 内　容 曜日・時間 期　間 定員 受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

1
親子で
タヒチアンダンス

親子でタヒチアンダンスしませんか？エクサ
サイズにもピッタリです。お子様のとびっき
りの笑顔とカワイイ衣装で楽しくおどりま
しょう♪

1・2・3 土曜
11：00〜12：00

  4／8 〜 
  6／17 18

8 回 5,200 円

（2〜15才までの
子どもと保護者)

1
中島　芽久美
（吉永フラ・タヒチアン
ダンススクール㈱講師）

2
美と健康の味方　
骨盤底筋トレーニング

骨盤底筋トレーニングを人生100年時代の
視点から「くらしの中で継続できるように」
工夫をします。運動は苦手という方も大丈
夫！医学的にわかりやすくサポートします！

1・3 土曜
11：30〜12：30

  4／ 1〜
  9／16 15 12 回 4,200円 1

辻　　陽子
（一般社団法人FPラン
ド代表理事）

短期講座

NEW

NEW

NO. 講　座　名 曜日・時間　※期間内の祝日除く 対象者 定員 受講料 講師（敬称略） 申込方法

1
ベビーマッサージ＆
ふれあい遊び

４／17，５／15・29，６／５・19（月）全５回 

①10：00〜11：00　②11：20〜12：20
２〜10ヵ月児の乳児
と母親

10
組

1,750円
550円オイル代

（持参可）
栗山　敦子 HP内「ママ・妊婦」

ページよりオンライ
ン受付

2 産後リカバリーヨガ
４／18〜６／27（火）全10回

①10：00〜11：00　②11：20〜12：20

① ６〜11ヵ月の乳児
と母親

② 2〜5ヵ月の乳児
と母親

10
組 3,500円 平田　明美

3
産後ママの骨盤と
ココロのケアヨガ

４／19〜６／28（水）全10回

①10：00〜11：00　②11：20〜12：20

①２〜５ヵ月の乳児
　と母親
② ６〜11ヵ月の乳児

と母親

10
組 3,500円 藏座　忍

ママ向け短期講座

NO. 講　座　名 内　容 曜日・時間 定員 年間
回数

受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

33 土曜ワンコイン卓球　　朝の快適な時間に卓球をしませんか？経験者、
初心者どちらも大歓迎です。

毎週土曜
9：15〜10：45 13 40 10 回 5,000円 4 山下　敬一

(熊本県卓球協会理事)

34 日曜ワンコイン卓球　初級 朝の快適な時間に卓球をしませんか？初心者の
方、大歓迎です。

2・4 日曜
9：15〜10：45 13 20 10 回 5,000円 2

山下　敬一
(熊本県卓球協会理事)

35 日曜ワンコイン卓球　
中・上級　　　

朝の快適な時間に卓球をしませんか？経験者の
方、大歓迎です。

2・4 日曜
11：00 〜 12：30 13 20 10 回 5,000円 2



PP
P

P

3

済々黌

ルーテル学院

ナフコ

はあもにい
有料（200円）

無料
無料

無料

桂花拉麺

至 植木

中央自動車
学校

ホリデイ
スポーツクラブ

熊
本
電
鉄

サンライフ熊本

一斉受付期間内に「Ｗeb」または「往復はがき」にて受付します。先着順ではありません。
お申込み方法

お問い合わせ　TEL 096-345-3511

一般財団法人 熊本市勤労者福祉センター（サンライフ熊本）

サンライフ熊本　貸会議室・体育室のご案内
会議室、体育室の貸し出しを行っています。
詳しくはHPをご確認ください。

営業時間のご案内

開館時間
休 館 日

月曜〜土曜 9：00 〜 21：15（ただし、日曜・祝日は 17：15 まで）
第 2・4 月曜（ただし、祝日の場合はその翌日）　年末年始（12/29 〜 1/3)

公共交通機関
●熊本桜町ターミナルから　熊本電鉄バス　菊池方面行　国道経由に乗車
　「男女共同参画センターはあもにい前」下車

NO. 講座名 日時 受講料 対象者・定員 申込方法

1
新入社員研修
社会人としての心構え、組織のルール、指示命令の
受け方、報告・連絡・相談、ビジネスマナー等

①4/4(火)　9：30〜16：00
②4/5(水)　9：30〜16：00
③4/6(木)　9：30〜16：00

無　料
新入社員の方

各20人

３月１日（水）
午前10時から
電話受付先着順

2
入社２年目社員向け研修
入社して１年間の振り返り、仕事の進め方、
人間関係向上のポイント、モチベーションアップ等

4/18(火)　9：30〜16：00 無　料 入社２年目の方　20人
３月１日（水）
午前10時から
電話受付先着順

3 インボイス制度セミナー 4/21(金) 10：00〜12：00 無　料 16歳以上の方　30人 ４月５日(水)午前10時から
電話またはWeb受付先着順

4 勤労者のためのこころの健康相談 4/20以降の木曜・土曜　9:00〜17:00
日時は事務局で調整します。

無　料
16歳以上の勤労者　12人
要予約　１人　１時間以内

４月５日(水)午前10時から
電話受付先着順

５ 高齢者のおしごと相談コーナー 月４回(不定期)　9：00〜16：00 
詳細日時は随時HPにて告知

無　料 高年齢者、シニア 実施日に直接来館
昼休み12：00〜13：00

日時 場所

大島優希三味線コンサート／
サンライフ発表会・朝市

３月11日（土）　10：00〜13：00
熊本市男女共同参画センターはあもにい 

多目的ホール

作品展 ３月10日（金）〜16日（木） ９：00〜16：00 
（※13日（月）休館日）

サンライフ熊本　館内

サンライフ熊本講座受講生・同好会の方々が日頃の活動の成果を発表します。皆様お誘い合わせの上、ご来場ください。

映画観賞会「この世界の片隅に」 ３月25日（土）午前の部：10：00〜12：10　
　　　　　　　　午後の部：13：00〜15：10

３月６日（月）午前10時から
電話またはweb受付先着順

４月開催セミナー・講座等のご案内

３月開催イベントのご案内

令和５年度

【一斉受付期間】
令和５年２月20日(月)午前９時から３月10日(金)午後３時
・受付期間内に定員を超えた講座については、抽選となります。
・応募人数が極端に少ない講座は、とりやめになる場合があ
　ります。
※一斉受付期間以降も、空きがある講座は随時受付いたしま
　すのでお気軽にお問合せください。
■Web申込み（お手軽）サンライフ熊本HPのお申込みフォー　
ムに沿って必要事項を入力いただき、お申込みください。
　【火曜】　　【水曜】　　【木曜】　　【金曜】　　【土日月】

■往復はがき：サンライフ熊本HPから、往復はがき記入例
をご確認いただき、お申込みください。
【受講手続き】
・令和５年３月14日(火)〜３月23日(木)に窓口にご来館い
　ただき、受講料をお納めください。
※３月14日以降、抽選結果、開講有無等についてお申込み
　者様全員に通知します。（往復はがきの場合、お時間がか

かります。）
【受講料】
原則として、納入された受講料はお返しいたしません。
講座によって納入単位が異なります。納入単位毎に受講料を納
めていただくと更新となり、年度内は継続して受講できます。
次回への振替や受講講座の別人譲渡は一切致しておりません
のでご了承ください。
講座によってはテキストや教材費・材料費が別途必要です。（実費）
【講座】
各講座とも、通年（令和５年４月〜令和６年３月）で実施し
ます。
講師の都合や天災などによりやむを得ず他の日に振り替える場合
があります。
【お願い】
子どもと一緒に参加できる講座以外、お子様連れの受講はご遠
慮ください。
【個人情報保護の取扱い】
個人情報保護法に基づき、個人情報の安全管理に努めます。受
講生の皆様の個人情報につきましては講座等への登録、案内を
目的として利用させていただきますがご本人の同意なしに第三
者へ提供することはありません。




