
補助指定コンサート等 開 催 日 開 催 地
天使にラブ・ソングを 12月29日木～１月４日水 福岡市
藤井風　※親子席 子を除く １月４日水・１月５日木 福岡市
吉田兄弟 １月８日日 福岡市
仮面ライダースーパーライブ １月９日月 熊本市
まらしぃ １月９日月 福岡市
Da-iCE １月９日月 福岡市
エリザベート １月11日水～１月31日火 福岡市
女王蜂 １月14日土 福岡市
Hey！Say！JUMP １月14日土・１月15日日 福岡市
朗読劇「青空」 １月14日土・１月15日日 福岡市
DRAGONASH １月15日日 熊本市
10-FEET １月16日月 熊本市
竹原ピストル １月17日火 熊本市
片平里菜 １月21日土 熊本市
森山直太朗 １月21日土 福岡市
華麗なるステージマーチング＆
スーパートップコンサート
※チケット代3,000円未満は除外

１月22日日 熊本市

白岳新春寄席 １月23日月 熊本市
髙橋真梨子 １月24日火・１月25日水 福岡市
ORANGE RANGE　※親子席子供を除く １月28日土 天草市
SixTONES １月28日土・１月29日日 福岡市
Vaundy ２月４日土 熊本市
浅田真央 ２月４日土・２月５日日 熊本市
第17回天草マラソン大会　
※添付書類　電子チケット画面可 ２月５日日 天草市

吉田山田 ２月５日日 熊本市
ヤバイTシャツ屋さん ２月５日日 福岡市
新・三国志 関羽篇 ２月５日日～２月19日日 福岡市
三山ひろし ２月８日水 熊本市
音楽劇『逃げろ！』 ２月10日金～２月12日日 福岡市
日本フィル ２月12日日 熊本市
星の王子さま　
※チケット代3,000円未満は除外 ２月12日日 熊本市

補助指定コンサート等 開 催 日 開 催 地
EXILE THE SECOND ２月12日日 福岡市
人間になりたがった猫　
※小学生以下を除く ２月14日火 熊本市

島津亜矢 ２月17日金 荒尾市
MEAN GIRLS ２月17日金～２月19日日 福岡市
BUMP OF CHICKEN ２月18日土・２月19日日 福岡市
熊本城マラソン2023  全３種目 ２月19日日 熊本市
夢見る力-特別舞踊公演- ２月21日火 福岡市
BEGIN　
※チケット代3,000円未満は除外 ２月25日土 熊本市

MISIA ２月25日土・２月26日日 福岡市
歌うシャイロック ２月25日土～２月27日月 福岡市
Saucy Dog ２月26日日 熊本市
玉名いだてんマラソン2023
第43回横島いちごマラソン 
※参加料3,000円未満は除外

２月26日日 玉名市

NHK交響楽団演奏会 ２月27日月 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
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
をご添付ください。

※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
をご添付ください。

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。 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）

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。

※2022年12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）一次・二次ごとの補助請求不可 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。

−11−

（追加）ロアッソ熊本2023シーズン2月実施分（ホームゲーム）



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。 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）

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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補助指定コンサート等 開 催 日 開 催 地
葉加瀬太郎 ５月２日火 熊本市

米津玄師 ５月２日火・５月３日水 益城町

斉藤和義 ５月３日水 熊本市

SPY×FAMILY ５月３日水～５月21日日 福岡市

Hello! Project 2023 ５月３日水・５月28日日 福岡市

Cocco ５月４日木 熊本市

玉置浩二 ５月５日金 熊本市

秦基博 ５月６日土 熊本市

BACKBEAT ５月６日土・５月７日日 熊本市

BiSH ５月７日日 熊本市

福岡ソフトバンクホークス VS 
北海道日本ハムファイターズ ５月９日火 熊本市

小田和正 ５月10日水・５月11日木 益城町

ウイーン少年合唱団 ５月10日水・５月17日水    荒尾市・
山鹿市

UNISON SQUARE GARDEN ５月13日土 熊本市

阿蘇ボルケーノトレイル ５月13日土・
５月14日日

阿蘇市・高森
町・南阿蘇村

ASKA ５月14日日 熊本市

サムライ・ロック・オーケストラ ５月14日日 熊本市

DRUM TAO 2023 ５月20日土・５月21日日 熊本市

ザ・ミュージック・マン ５月26日金～５月28日日 福岡市

帰ってきたマイ・ブラザー ５月26日金～５月29日月 福岡市

高橋優 ５月27日土 熊本市

カネコアヤノ ５月27日土 熊本市

補助指定コンサート等 開 催 日 開 催 地
爆笑ものまねライブ in 熊本 ５月28日日 熊本市

島津亜矢 ６月３日土 熊本市

六月博多座大歌舞伎 ６月３日土～６月19日月 福岡市

高嶋ちさ子 ６月４日日 熊本市

男闘呼組 ６月４日日 熊本市

TAKAHIRO ６月６日火 福岡市

林部智史 ６月９日金 熊本市

真心ブラザーズ ６月10日土 熊本市

劇団朱雀 ６月16日金～６月18日日 福岡市

Snow Man ６月17日土・６月18日日 福岡市

鈴木雅之 ６月18日日 熊本市

ハラミちゃん ６月18日日 熊本市

山田和樹指揮バーミンガム市交響楽団 ６月23日金 熊本市

FACTORY GIRLS～私が描く物語～ ６月24日土・６月25日日 福岡市

郷ひろみ ６月29日木 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】 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

コンサート等利用補助
■補助額　　下記コンサート等のみ１回1,500円
■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、チケット代が3,000円以上 ）
　　　　　　年度：４月１日～翌年３月31日　回数は開催日で判断します。

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。実際
に参加しなかった場合は補助対象外です。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、いずれもコピー可）

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。 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）
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４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。実際に受験
しなかった場合は補助対象外です。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31試験のみ　１回2,000円　
■対　象　会員による指定試験の受験（会員１人につき年度内２回まで　受験料が4,000円以上 ）
　　　　　年度：４月１日～翌年３月31日　回数は実施日で判断します。

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 環境社会（eco）検定 ビジネス実務法務検定（１～３級）
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） 

※試験の申込期間、試験日等は各自ご確認ください。

※チケット購入は各自で行ってください。
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