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●陳情書名についてのお願いです。詳しくは同封されてい
　る書類をご覧ください。
●例年5月に開催される継続会員ゴルフコンペは、新型コ
　ロナウイルスの影響の為中止させていただきます。

お知らせ

　肝属地区では会員の元気回復を目的として、３つの行事
を主として活動してきております。１つは夏季休業中の研
修の機会としての教育講演会です。これまで台風等の影響
で２回ほど中止したことがありますが、昨年度で17回を数
えます。参加者のアンケート等の要望などから次回の講演
内容を決め、講師依頼や会場（リナシティかのや）との打ち
合わせを行っております。肝属、曽於の共催で実行委員会
（15名程度）を２回開催し本番に臨んでおります。現職会員
を中心に多くの参加があります。2つ目が10月のボウリン
グ大会です。昨年度で19回を数え、小、中、高、養護学校から
幅広く参加してもらっております。3つ目が昨年度2月に17
回目を実施したグラウンドゴルフ大会です。広大な敷地の
本格的な日本有数のグラウンドゴルフ場で、継続会員を中
心に楽しく参加してもらっております。

肝属地区の地区活動
事務局長　矢野　務

　昨年度は突然現れた新
型コロナウイルスの影響
で5/7の活動計画が中止
となりました。今年度も
更に感染力の増した変異
株の影響で4/7の活動計
画が中止となりました。
　政府からは「三密の回避」・「不要不急の外出控え」等の提言が
出される中、どのように人を集めて活動するのか大変悩んだ一
年でした。
　コロナ禍の中でも芸能祭（62名参加）・囲碁大会（８名参加）・グ
ラウンドゴルフ大会（35名参加）を実施することが出来ました。
　「芸能祭」は、島唄・三味線、郷土芸能、ピアノ演奏、ダンス、漫談
等多彩な演目で開催しました。「囲碁大会」は、当初予定はコロナ
第５波の影響で中止し、後日連絡のついた会員等で開催しまし
た。「グラウンドゴルフ大会」は久々の快晴のもと心地よい汗を
流しながら、男女別に１～３位・ブービー賞・ホールインワン賞
を決定し、表彰しました。
　現職会員の参加が少ないのが課題ですが、継続会員を中心に
活動することが出来ました。
　今後も感染状況に留意しつつ、会員の元気回復・健康維持に役
立てるよう工夫しながら活動していければと思います。

新型コロナ感染と地区行事活動
奄美地区運営委員会事務局長　金森　永光

奄美地区

地区活動の声地区活動の声 （敬称略）

肝属地区

募  集募  集

予  告

②～初夏の東北満喫！３つの温泉巡り～ 最上川下りと
　東北の小京都角館・さくらんぼ狩り４日間
　(7/３～７/６)⇒ ※詳しくは3Pへ！

8 │ 継続会員だより 2022年4月号

　数年前のことである。中学3年生になった不登校生の両親が「なんとか、進学させたい」と校長室に相
談に来られた。校長から話を聞くと、子どもが暴れ母親は憔悴しきった様子であったということだ。家
を訪れると、壁には複数穴があき、子ども部屋のドアは外れかけ傾いている。親も子も辛い時間を過ご
してきたことは容易に想像できた。会えないこともあったが、家庭訪問を繰り返した。校長、担任と連携
し、子どもと語り、勉強をする過程で少しずつ自信をとり戻してきたようだった。希望の私立高校が不
合格となり、かなり心配したがなんとか乗り越え公立高校へ合格した。母親から「進学は夢のようです。
今日は入学式です。」と、玄関前に立つ写真が送られてきた。とても凛々しい姿だった。(福永)

編集後記編集後記

継続会員旅行第１弾の募集を開始します！
退職記念・ご褒美旅行に出かけてみませんか？

〒892-0816 鹿児島市山下町4-18

TEL 099-226-5953
FAX 099-226-5955

（一社）鹿児島県教職員共助会
（担当：畠中）

☆全室2名１室で、行程中は全食事・全観光付きです。
☆継続会員に配慮したやさしい・ゆったりとした行程とな
　っています。
☆共助会員の継続会員（退職会員）とその家族、ご友人
で構成された団体で、添乗員が同行しますので、「安心」
　してご参加できます。

この継続会員旅行（共助会給付事業対象）に参加されま
すと会員３万円、会員の配偶者１万５千円の給付金（旅
行補助金３回まで）があり、旅行代金より差引かれますの
で大変お得です！

継続会員旅行の特徴

※新型コロナウイルスの影響により中止になる場合があります。

会  員  特  典

お申し込み先

146,000円

179,900円
①～ベストシーズンに行く～ 利尻・礼文・宗谷岬・稚内４日間
　(6/27～6/30)⇒ ※詳しくは２Pへ！

166,800円
③～上越新幹線で行く～ 佐渡ヶ島尖閣湾遊覧と佐渡金山ロマン旅４日間
　(9/27～9/30)⇒ ※詳しくは4Pへ！

予  告

目   次
1-4　継続会員旅行
5　　2021年度事業報告（案）
6　　2022年度事業方針（案）
7　　2022年度公益文化補助事業募集

　　  2022年度スクールコンサートの案内
　　  2022年度定時総会について
8　　地区活動の声
　　  共助会からのお知らせ・その他

141,800円
⑤２０２１年登録決定！　世界自然遺産やんばるの森と
　世界文化遺産を巡る４日間
　(１１/１４～１１/１７)⇒ ※詳しくは７月号で案内・募集します！ 143,800円
⑥真冬の北海道！　白銀の世界で流氷と北の大地に触れ、
　天然温泉を楽しむ４日間
　(3/13～３/１６)⇒ ※詳しくは７月号で案内・募集します！ 159,870円

今回募集するのは①～③のコースになります。
お申込み、ご予約の際は、別紙旅行申込書に必要事項を
記入の上、共助会まで郵送かFAXでお願いします。
※今回より「予告コース」の予約はできません。「旅行申込書」が
　届き次第募集開始となります。

 2022/4/1㈮～2023/2/28㈫実施期間

共助会HP上の申込・往復はがき・共助会窓口申込方法

2023年2月22日㈬応募締切

発　　券

補助額500円（残額は会員負担）補助額

あり（3回まで）※1回につき1枚発券し、利用後に　再度お申込みください。

2,000枚会員
のみ 到達次第終了発券枚数

2021年度は、909枚の補助券を発行いたしまし
た。多数のご応募・ご利用ありがとうございました。
2022年度の「映画鑑賞チケット購入補助事業」の募
集が始まりました。
内容は次のとおりです。ぜひ、ご利用ください。

　共助会の会員様とご家族を含めた５名様までを、「鹿児島ユナ
イテッドFC」の2022年シーズンホームゲームに１家族４回ま
でご招待いたします。
　詳しい内容やお申込等は、共助会のホームページ「お申込
フォーム」でご確認ください。
　なお、WEB以外のお問い合わせ・お申込は、直接、鹿児島ユナイ
テッドFC事務局にはがき・FAX（電話は不可）で可能です。

鹿児島ユナイテッドFC
応援企画について

「天文館シネマパラダイス」　※会員証割引事業提携施設

「マルヤガーデンズシネマ」

「鹿屋リナシアター」

「奄美シネマパニック」

一般 1,500円（共助会料金）→1,000円、シニア1,200円→700円

一般1,800円→1,300円、シニア1,200円→700円

一般1,800円→1,300円、シニア1,200円→700円

一般1,980円→1,480円、シニア1,100円→600円

【対象映画館】

鹿児島ユナイテッドFC事務局
〒890-0062　鹿児島市与次郎1丁目10-21-5F
FAX番号 099-812-6371

今年も「鹿児島
ユナイテッドFC」を
応援しよう!!

映画鑑賞チケット
購入補助事業の案内

④～紅葉のベストシーズンに訪れる～ 世界遺産日光東照宮と
真紅の五色沼・スパリゾートハワイアンズ４日間
　(１０/24～10/27)⇒ ※詳しくは７月号で案内・募集します！

　各コースのご旅行期間・旅程は記載のとおりです。
　募集定員は35人です。最少催行人員は各コース20人です。先着受付順となります。
　お部屋は、２人１室となります。お一人でご参加の場合、２人か３人１室の相部屋となります。
　　※個室（お一人部屋）ご希望の際の料金は、各コースのページに記載のとおりです。
　各コース、各旅行代理店の旅行券がご使用いただけます。
　　※催行代理店以外の旅行券は使えません。
　添乗員同行で行程表に記載されている全観光・全食事付きです。
　　※現地でのオプショナルツアーはありません。
　お申し込みの方には、「旅行参加受付確認書」を送付します。その際にご旅行代金等の入金方法、旅行保
険等についてご案内いたします。
　参加者のうち給付金該当者（旅行補助金3回まで）には、旅行補助金が共助会から給付されます。この給
付金は旅行代金に充当し旅行会社からの「旅行参加確認書」をお届けの際に旅行代金から給付金相当額
を差し引いた金額をご案内します。給付金額は会員３万円・配偶者１万５千円（給付率がある会員は減額
給付）です。
　給付該当者は、「請求領収書」に記名・捺印していただきます。出発当日は、印鑑を忘れずにご持参くだ
さい。

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

　お客様のご都合による取消料
・旅行開始日20日前～8日前…旅行代金の20%　   ・旅行開始日7日前～2日前…旅行代金の30%
・旅行開始日前日…旅行代金の40%　　　　　　 ・旅行開始日当日…旅行代金の50%
・旅行開始日後および無連絡不参加…旅行代金の全額
　お客様のお申し出により旅行内容を変更した場合は、各主催旅行代理店の旅行約款の定めるところによります。
募集人員が20人に満たないときは、旅行催行を中止する場合があります。（出発の14日前までにご連絡いたします。）
　旅行保険は、共助会が指定する各社の旅行保険に別途加入していただきます。「各コースを実施する旅行会社のおす
すめ旅行保険」として保険料を別途記載しています。※旅行保険は、旅行代金に含まれていません。
「おすすめ旅行保険」の補償内容は、旅行受付後、各実施旅行会社から送られてくるパンフレットでご確認ください。
※「おすすめ旅行保険」以外の保険をご希望の方は、各実施旅行会社へお問い合わせください。
　航空機欠航補償として、復路の航空機が偶然の事由により欠航などした場合は、最高30,000円までお支払いします。
　（注：航空機欠航補償は、旅行代金に含まれています。）
　当旅行には、個人的諸費用（航空機搭乗区間のお一人様当たり20㎏を超える手荷物料・電話代・飲物代及び特に表示
しない心付けなど）は含みません。
　運輸機関のスケジュール変更により、日程を変更することがございます。
　この旅行費用は、令和４年４月１日現在の資料に基づくものです。
　その他詳細は、旅行代理店へお問合せください。

①

②
③
④

⑤

⑥

⑦
⑧
⑨

旅
行
条
件

旅
行
詳
細

継続会
員旅行特集

！

お待たせしました!!

※詳しくは２Pへ！

※詳しくは3Pへ！

※詳しくは4Pへ！

※詳しくは７月号で案内・募集します！

※詳しくは７月号で案内・募集します！

※詳しくは７月号で案内・募集します！



礼文島観光

27
6
日次 旅　　程 宿泊先

月

28
6

火

29
6

水

30
6

木

鹿児島空港
ANA620 ANA571

ANA572 ANA627

羽田空港 利尻島（泊）稚内空港 ○ノシャップ岬 稚内港 利尻島
（空弁）

ハートランドフェリー

ハートランドフェリー

～～～

～～～

花と緑の楽園　日本最北の秘島で過ごす夢の時間

08：00頃 09：40 10：45 12：35着 16:40（約20分）

（約60分） （約20分）

18:20 18：40頃

利尻富士温泉♨
北国グランド
ホテル

ホテル礼文

当社基準 Aランク
サフィールホテル

稚内

◎道の駅わっかない

礼文島（泊）
17：00頃

ホテル 利尻島観光 ○《姫沼》○《オタトマリ沼》 ○《神居海岸パーク》○《仙法志御崎公園》 ★昼食
  

利尻島 礼文島
＊現地専門ガイドの案内

＊標高1721ｍの利尻富士が美しい

＊利尻島最南端09：00 15：30 16：10

＊透明度抜群 ハートランドフェリー
～～

高山植物の宝庫・花の浮島

稚内
市内（泊）
19：15頃

ホテル ○《桃岩展望台まで散策》 ○《桃台猫台展望台》 ★昼食 ○《スコトン岬》 礼文島○《スカイ岬》 稚内港
＊礼文島のシンボルマーク

＊新鮮なウニ・いくらなど海鮮御膳

＊礼文島最北端の

08：40 17：10 19：00

ホテル ○宗谷丘陵 ○宗谷岬 ★北市場（和定食） 稚内空港 羽田空港
＊広大な牧場

＊サハリンまで43kmの
日本最北端 ＊海の幸のお買い物（晴れた日はサハリンを

　　　　一望できます)
08：00 10：30 11：30 13：15 15：15 16：50 18：40頃

鹿児島空港

弁当 夕

昼 夕

昼 夕朝

昼朝

朝

３
7
日次 旅　　程 宿泊先

日

４
7

月

５
7

火

６
7

水

鹿児島空港 大阪空港 かみのやま温泉（泊）仙台空港 ★伊達の牛タン本舗
（昼食）

エメラルドグリーンの火口湖

＊船頭の舟歌と名調子の語りを聞きながらの川下り

【専用車】

07：30頃 08：40 09：25 10：40

18：10

17:30頃

バス走行距離36㎞

バス走行距離73㎞

バス走行距離78㎞

バス走行距離65㎞

バス走行距離102㎞

バス走行距離114㎞

バス走行距離221㎞

バス走行距離98㎞

（約40分）

（約60分）（約70分）

（約30分）

（約30分）（約30分）

（約50分）

当社基準 Aランク
かみのやま温泉♨
月岡ホテル北の丸

当社基準 Aランク
潮見温泉♨

おもてなしと料理自慢の宿
ゆめみの宿 観松館

男鹿半島
男鹿観光ホテル

仙台空港IC ○《蔵王のお釜入瀬渓》仙台東IC
/山形蔵王IC

潮見温泉（泊）
16：40頃

ホテル
＊松尾芭蕉の名句が生まれた場所佐藤錦

＊仙台名物牛タン

08:20
◎山形さくらんぼ狩り ○《最上川船下り》

みちのくの小京都（途中休憩）
男鹿温泉（泊）

17：50頃
ホテル 雄勝こまちIC/大曲IC ◎鈴木酒造（酒蔵見学） ○《角館（武家屋敷群見学）》
08：20

ホテル ◎《なまはげ館》 ★秋田まるごと市場沢（昼食） ◎秋田市民俗芸能伝承館 秋田空港 羽田空港
＊伝統芸能『なまはげ』体験 稲庭うどんの昼 ＊夏祭り『竿灯まつり』

08：50
19：55頃

鹿児島空港

夕

昼

昼

夕

昼 夕朝

昼朝

朝

宗谷岬 姫沼周遊

礼文島からの利尻富士 スコトン岬

3日目の夕食

2日目の夕食

らくらく往復稚内空港
までひとっ飛び
北海道の海の幸ごちそう
ご賞味
高山植物が咲き誇る
ベストシーズンに花散歩
利尻島・姫沼では専門
ガイドと一緒に案内散策

①

②

③

④

おすすめポイント

日本三大急流の一つ『最上川』を船頭さんの歌を
聴きながら川下り。
本場のさくらんぼ『佐藤錦』狩り（試食付き）。
東北の名湯・かみのやま温泉・潮見温泉・男鹿温
泉にご宿泊。
仙台名物牛タンをはじめ各地の名物もご賞味！
伝統の芸能やお祭りの体験も案内

①

②
③

④
⑤

おすすめポイント

3日目のホテル サフィールホテル稚内

○《山寺立石寺（1070の階段》 ★天童将棋むらタワー（昼食）
  

古口～ 草彅

★（昼食）田沢湖/たつ子像

2日目の夕食なまはげ館 3日目の夕食3日目のホテル 男鹿観光ホテル

～初夏の東北満喫！ ３つの温泉巡り～
最上川下りと東北の小京都角館・
さくらんぼ狩り４日間

角館

佐藤錦さくらんぼ

山寺立石寺

最上川船下り蔵王お釜

 継続会員だより 2022年4月号 │ 32 │ 継続会員だより 2022 年 4月号 ※掲載の写真はすべてイメージです。 ※掲載の写真はすべてイメージです。

旅行代金179,900円
1人様1室の場合は、38,000円増し（3泊分）
添乗員同行、全観光・全食事付（朝3回、昼4回、夕3回 計10回）
料理内容は仕入れにより変更となる場合もあります。
利用予定航空会社：ANA　利用バス：宗谷バス

5月25日㈬申込締切日 申込締切日
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
最少催行人数20人 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。

最少催行人数20人

7月3日日～7月6日水
大人おひとり様/1室2人様利用大人おひとり様/1室2人様利用

6月27日月～6月30日木
大人おひとり様/1室2人様利用大人おひとり様/1室2人様利用

146,000円
5月31日㈫

　　～花咲くベストシーズンに行く～ 　　  
　　　　　　　　　 ４日間
（鹿児島空港からラクラク往復稚内空港利用）

行程内表示のご案内
住所　〒892-0844　鹿児島市山之口町 3-31
　　　住友生命鹿児島ビル 1階　TEL: 099-226-0837
担当：武・同免木　 総合旅行業務取扱管理者：池田俊彦
観光庁長官登録旅行業　第 1847号

◎＝入場観光、○＝下車観光（施設等へ
は入場しません）、△＝車窓観光、▲＝乗
車又は乗船にての観光、☆＝ショッピング、
★＝食事、　 ：飛行機、～～船、＝＝：バス

旅行業公正取引
協議会会員

心に届く旅

Direct to your heart
阪急交通社

お
問
合
せ
先

企
画
実
施

集合時に⑴または⑵のいずれかの証明と⑶を提示できること
⑴ワクチン2回目を接種後14日が経過している
⑵出発日の3日前以降に実施したPCQまたは抗原定量検査で陰性
⑶本人確認の書面等
上記⑴から⑶に加え、当社感染防止対策にご協力いただけること

ワクチン・検査パッケージ適用ツアー
※今後の状況により参加条件を変更する場合がございます。

参
加
条
件

旅行期間

コース番号 K627 コース番号 K073

※上記スケジュールは道路状況・交通機関等の事情により変更となる場合がございます。　※花の開花時期は気象状況により前後します。

住所　〒892-0844　鹿児島市山之口町 3-31
　　　住友生命鹿児島ビル 1階　TEL: 099-226-0837
担当：武・同免木　 総合旅行業務取扱管理者：池田俊彦
観光庁長官登録旅行業　第 1847号

旅行業公正取引
協議会会員

心に届く旅

Direct to your heart
阪急交通社

お
問
合
せ
先

企
画
実
施

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 ４利尻・礼文・宗谷岬・稚内利尻・礼文・宗谷岬・稚内

1人様1室の場合は、23,000円増し（3泊分）
添乗員同行、全観光・全食事付（朝3回、昼4回、夕3回 計10回）
料理内容は仕入れにより変更となる場合もあります。
利用予定航空会社：JAL、ANA　利用バス：秋北バス

旅行代金

旅行期間

※上記スケジュールは道路状況・交通機関等の事情により変更となる場合がございます。　　
行程内表示のご案内

◎＝入場観光、○＝下車観光（施設等へ
は入場しません）、△＝車窓観光、▲＝乗
車又は乗船にての観光、☆＝ショッピング、
★＝食事、　 ：飛行機、～～船、＝＝：バス

※掲載の写真はイメージです。

※掲載の写真は
　イメージです。

集合時に⑴または⑵のいずれかの証明と⑶を提示できること
⑴ワクチン2回目を接種後14日が経過している
⑵出発日の3日前以降に実施したPCQまたは抗原定量検査で陰性
⑶本人確認の書面等
上記⑴から⑶に加え、当社感染防止対策にご協力いただけること

ワクチン・検査パッケージ適用ツアー
※今後の状況により参加条件を変更する場合がございます。

参
加
条
件



礼文島観光

27
6
日次 旅　　程 宿泊先

月

28
6

火

29
6

水

30
6

木

鹿児島空港
ANA620 ANA571

ANA572 ANA627

羽田空港 利尻島（泊）稚内空港 ○ノシャップ岬 稚内港 利尻島
（空弁）

ハートランドフェリー

ハートランドフェリー

～～～

～～～

花と緑の楽園　日本最北の秘島で過ごす夢の時間

08：00頃 09：40 10：45 12：35着 16:40（約20分）

（約60分） （約20分）

18:20 18：40頃

利尻富士温泉♨
北国グランド
ホテル

ホテル礼文

当社基準 Aランク
サフィールホテル

稚内

◎道の駅わっかない

礼文島（泊）
17：00頃

ホテル 利尻島観光 ○《姫沼》○《オタトマリ沼》 ○《神居海岸パーク》○《仙法志御崎公園》 ★昼食
  

利尻島 礼文島
＊現地専門ガイドの案内

＊標高1721ｍの利尻富士が美しい

＊利尻島最南端09：00 15：30 16：10

＊透明度抜群 ハートランドフェリー
～～

高山植物の宝庫・花の浮島

稚内
市内（泊）
19：15頃

ホテル ○《桃岩展望台まで散策》 ○《桃台猫台展望台》 ★昼食 ○《スコトン岬》 礼文島○《スカイ岬》 稚内港
＊礼文島のシンボルマーク

＊新鮮なウニ・いくらなど海鮮御膳

＊礼文島最北端の

08：40 17：10 19：00

ホテル ○宗谷丘陵 ○宗谷岬 ★北市場（和定食） 稚内空港 羽田空港
＊広大な牧場

＊サハリンまで43kmの
日本最北端 ＊海の幸のお買い物（晴れた日はサハリンを

　　　　一望できます)
08：00 10：30 11：30 13：15 15：15 16：50 18：40頃

鹿児島空港

弁当 夕

昼 夕

昼 夕朝

昼朝

朝

３
7
日次 旅　　程 宿泊先

日

４
7

月

５
7

火

６
7

水

鹿児島空港 大阪空港 かみのやま温泉（泊）仙台空港 ★伊達の牛タン本舗
（昼食）

エメラルドグリーンの火口湖

＊船頭の舟歌と名調子の語りを聞きながらの川下り

【専用車】

07：30頃 08：40 09：25 10：40

18：10

17:30頃

バス走行距離36㎞

バス走行距離73㎞

バス走行距離78㎞

バス走行距離65㎞

バス走行距離102㎞

バス走行距離114㎞

バス走行距離221㎞

バス走行距離98㎞

（約40分）

（約60分）（約70分）

（約30分）

（約30分）（約30分）

（約50分）

当社基準 Aランク
かみのやま温泉♨
月岡ホテル北の丸

当社基準 Aランク
潮見温泉♨

おもてなしと料理自慢の宿
ゆめみの宿 観松館

男鹿半島
男鹿観光ホテル

仙台空港IC ○《蔵王のお釜入瀬渓》仙台東IC
/山形蔵王IC

潮見温泉（泊）
16：40頃

ホテル
＊松尾芭蕉の名句が生まれた場所佐藤錦

＊仙台名物牛タン

08:20
◎山形さくらんぼ狩り ○《最上川船下り》

みちのくの小京都（途中休憩）
男鹿温泉（泊）

17：50頃
ホテル 雄勝こまちIC/大曲IC ◎鈴木酒造（酒蔵見学） ○《角館（武家屋敷群見学）》
08：20

ホテル ◎《なまはげ館》 ★秋田まるごと市場沢（昼食） ◎秋田市民俗芸能伝承館 秋田空港 羽田空港
＊伝統芸能『なまはげ』体験 稲庭うどんの昼 ＊夏祭り『竿灯まつり』

08：50
19：55頃

鹿児島空港

夕

昼

昼

夕

昼 夕朝

昼朝

朝

宗谷岬 姫沼周遊

礼文島からの利尻富士 スコトン岬

3日目の夕食

2日目の夕食

らくらく往復稚内空港
までひとっ飛び
北海道の海の幸ごちそう
ご賞味
高山植物が咲き誇る
ベストシーズンに花散歩
利尻島・姫沼では専門
ガイドと一緒に案内散策

①

②

③

④

おすすめポイント

日本三大急流の一つ『最上川』を船頭さんの歌を
聴きながら川下り。
本場のさくらんぼ『佐藤錦』狩り（試食付き）。
東北の名湯・かみのやま温泉・潮見温泉・男鹿温
泉にご宿泊。
仙台名物牛タンをはじめ各地の名物もご賞味！
伝統の芸能やお祭りの体験も案内

①

②
③

④
⑤

おすすめポイント

3日目のホテル サフィールホテル稚内

○《山寺立石寺（1070の階段》 ★天童将棋むらタワー（昼食）
  

古口～ 草彅

★（昼食）田沢湖/たつ子像

2日目の夕食なまはげ館 3日目の夕食3日目のホテル 男鹿観光ホテル

～初夏の東北満喫！ ３つの温泉巡り～
最上川下りと東北の小京都角館・
さくらんぼ狩り４日間

角館

佐藤錦さくらんぼ

山寺立石寺

最上川船下り蔵王お釜

 継続会員だより 2022年4月号 │ 32 │ 継続会員だより 2022 年 4月号 ※掲載の写真はすべてイメージです。 ※掲載の写真はすべてイメージです。

旅行代金179,900円
1人様1室の場合は、38,000円増し（3泊分）
添乗員同行、全観光・全食事付（朝3回、昼4回、夕3回 計10回）
料理内容は仕入れにより変更となる場合もあります。
利用予定航空会社：ANA　利用バス：宗谷バス

5月25日㈬申込締切日 申込締切日
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
最少催行人数20人 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。

最少催行人数20人

7月3日日～7月6日水
大人おひとり様/1室2人様利用大人おひとり様/1室2人様利用

6月27日月～6月30日木
大人おひとり様/1室2人様利用大人おひとり様/1室2人様利用

146,000円
5月31日㈫

　　～花咲くベストシーズンに行く～ 　　  
　　　　　　　　　 ４日間
（鹿児島空港からラクラク往復稚内空港利用）

行程内表示のご案内
住所　〒892-0844　鹿児島市山之口町 3-31
　　　住友生命鹿児島ビル 1階　TEL: 099-226-0837
担当：武・同免木　 総合旅行業務取扱管理者：池田俊彦
観光庁長官登録旅行業　第 1847号

◎＝入場観光、○＝下車観光（施設等へ
は入場しません）、△＝車窓観光、▲＝乗
車又は乗船にての観光、☆＝ショッピング、
★＝食事、　 ：飛行機、～～船、＝＝：バス

旅行業公正取引
協議会会員

心に届く旅

Direct to your heart
阪急交通社

お
問
合
せ
先

企
画
実
施

集合時に⑴または⑵のいずれかの証明と⑶を提示できること
⑴ワクチン2回目を接種後14日が経過している
⑵出発日の3日前以降に実施したPCQまたは抗原定量検査で陰性
⑶本人確認の書面等
上記⑴から⑶に加え、当社感染防止対策にご協力いただけること

ワクチン・検査パッケージ適用ツアー
※今後の状況により参加条件を変更する場合がございます。

参
加
条
件

旅行期間

コース番号 K627 コース番号 K073

※上記スケジュールは道路状況・交通機関等の事情により変更となる場合がございます。　※花の開花時期は気象状況により前後します。

住所　〒892-0844　鹿児島市山之口町 3-31
　　　住友生命鹿児島ビル 1階　TEL: 099-226-0837
担当：武・同免木　 総合旅行業務取扱管理者：池田俊彦
観光庁長官登録旅行業　第 1847号

旅行業公正取引
協議会会員

心に届く旅

Direct to your heart
阪急交通社

お
問
合
せ
先

企
画
実
施

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 ４利尻・礼文・宗谷岬・稚内利尻・礼文・宗谷岬・稚内

1人様1室の場合は、23,000円増し（3泊分）
添乗員同行、全観光・全食事付（朝3回、昼4回、夕3回 計10回）
料理内容は仕入れにより変更となる場合もあります。
利用予定航空会社：JAL、ANA　利用バス：秋北バス

旅行代金

旅行期間

※上記スケジュールは道路状況・交通機関等の事情により変更となる場合がございます。　　
行程内表示のご案内

◎＝入場観光、○＝下車観光（施設等へ
は入場しません）、△＝車窓観光、▲＝乗
車又は乗船にての観光、☆＝ショッピング、
★＝食事、　 ：飛行機、～～船、＝＝：バス

※掲載の写真はイメージです。

※掲載の写真は
　イメージです。

集合時に⑴または⑵のいずれかの証明と⑶を提示できること
⑴ワクチン2回目を接種後14日が経過している
⑵出発日の3日前以降に実施したPCQまたは抗原定量検査で陰性
⑶本人確認の書面等
上記⑴から⑶に加え、当社感染防止対策にご協力いただけること

ワクチン・検査パッケージ適用ツアー
※今後の状況により参加条件を変更する場合がございます。

参
加
条
件



コース番号 K927

 継続会員だより 2022年4月号 │ 5

1日目の夕食2日目の夕食

　2021年度の「スクールコンサート」はコロナ下での感染防止を考慮し、川薩地区祁答院の3小学校、姶良市5中学校、
鹿児島地区（喜入町）6小学校の14会場で行いました。学校側も密を避け、子どもたちが感染にさらされるリスクを最
小限に抑えながら、音楽を楽しむ機会を作りたいと考えた結果です。また、会員が主宰する団体（サークル）による公
益性の高い活動に補助する公益文化補助事業は８団体でした。「福祉講演会」（日置地区）は新型コロナウイルス感染
拡大のため中止となりました。

朱鷺メッセコンベンションセンター

　評価損益等調整前経常収支は経常費用の節減に努め、計画的に事業を推進してきた結果、例年通りの黒字となり
ました。資産運用は、円安傾向が続き運用収益が増加したこと、貯金等の預入額の増額傾向が続いていることなどか
ら資産が大きくなり、収入は前年度より増加しました。
　貸付事業と保険事業については、取り扱い残高が減少し前年度より減収となりました。持続可能な給付制度の維
持と会費の全額返却を継続するため、給付総額を生業資金の１%以内を基本とし事業を行いました。
　会費額は、前年度1月支給の「報酬・給料」「教職調整額（該当者のみ）」のデータを収集し、規定通りの会費額を算定
することを理事会で決定しました。各所属所担当事務職員や共助会係のご協力により、遅滞なく取りまとめをする
ことができ、事業運営を支障なく実施することができました。

１ 財政確立

　今年度も、新型コロナウイルスの影響を受け、各地区事務職員研修会等での事業説明等の機会が減少し、直接未加
入者への事業説明もできませんでした。そこで学校訪問時に共助会係（事務職員を中心とした）に面会し、加入促進
の呼びかけのご協力をお願いしました（訪問学校数延べ255校）。その結果新規加入者は525人となりました。共助会
への要望を聞き、会員の方々の様子を知ることで、会員の皆さまのお役に立つ共助会事業の推進に役立ちました。ま
た、退職予定者に対して、独自の説明会を実施し積極的に会員継続化に努めた結果、継続加入者は250人でした。

２ 会員の拡大

　「会員の元気回復等」を目的とした地区運営委員会活動は、創意工夫しながらウイズコロナ下での活動が続けられ
ました。現職・継続会員が参加しやすい地区活動、多くの会員に利用される福利厚生事業について「地区運営委員あ
り方検討委員会」で検討を進めました。映画鑑賞、スポーツ観戦補助は福利厚生事業として継続し、利用者は昨年度
より増えました。

３ 福利厚生事業

　2010年度から募集停止、2013年度から満期終了となった互助年金事業は、数年後には廃止となります。
　三井住友信託銀行は2022年6月で取り扱いを終了することから、加入者が不利益等を被らないよう手続きを進め
ています。互助年金加入者懇談会は、加入者数の減少により2019年度から中止しています。

６ 互助年金事業

７ 公益文化事業

　「共助会だより」「継続会員だより」は計画通り発行しました。会員拡大のための新採用者用事業案内（4月）、会員拡
大号（10月）、会員拡大用チラシ（5月、7月、1月）を発行しました。ホームページは月1回以上の更新とより分かりやす
い内容や最新の情報を掲載しました。

８ 広報活動

　財務省が「特例基準割合の変更」を行ったことにより、2022年1月1日から貸付金利を引き下げ、貸付保証料は引き
上げました。会員の方々の不利益とならないように審査を行っているため、貸付件数が減少し、貸付利息収入も減少
しました。
　貯金事業は、有利な利率のために、定額貯金・規約貯金ともに預金残高は増加しています。退職時全額返金してい
た規約貯金は、退職後も据え置きできる制度を継続しています。

４ 貸付事業・貯金事業

　生命保険・損害保険料の取扱高は減少し、手数料が減少しています。保険事業の拡充のため、生命保険・損害保険加
入者が共助会未加入の場合は、加入することで団体扱いになり保険料が割引となることなどの情報発信を行い、加
入増につながっています。また継続会員の団体取扱いはアフラック生命等３社を取り扱っています。

５ 保険事業

～上越新幹線で行く～
佐渡ヶ島尖閣湾遊覧と
佐渡金山ロマン旅４日間

4 │ 継続会員だより 2022 年 4月号 ※掲載の写真はすべてイメージです。

～～～～

27
9
日次 旅　　程 宿泊先

火

28
9

水

29
9

木

30
9

金

鹿児島空港 羽田空港 八幡温泉（泊）△オリンピックスタジアム ◎新潟ふるさと村 新潟港 両津駅
〔ジェットフォイル〕（スナップタイム） とき319号（車中にてお弁当）

08：00頃 09：40 10：20 （約15分）

（約40分） （約30分） （約60分） （約30分）

（約30分）12：00 12：40 14：48 16：20～17：30 17：40

八幡温泉♨
国際佐渡観光ホテル

八幡館

新潟市内
万代シルバー
ホテル

当社基準 Aランク

佐渡相川温泉♨
ホテル万長
クラス

当社基準 Aランク

東京駅 新潟駅

相川（泊）
17：00頃

ホテル

◎《佐渡歴史伝説館》（昼食）

◎《西二川ゴールドパーク》 ○《妙宣寺》
☆千石船と船大工の里

08：30 11：00～12：50
○《宿根木》 ◎《尾畑酒造》

〔ジェットフォイル〕☆天然記念物の国際保護鳥を見学

400年の歴史/世界遺産候補

新潟（泊）
17：50頃

ホテル

◎《佐渡金山》

○《尖閣湾海中透視船》 ○《大野亀》 ◎《トキの森公園》 両津港 新潟港

☆砂金とり体験 ☆アルコール共和国 ☆国の重要文化財

08：30 9：00～10：00 10：30 （約100分） （約50分） 16：25～17：30

ホテル ○《朱鷺メッセコンベンションセンター》 新潟空港 名古屋空港
ホテルと会議室の複合施設（昼食/お買い物）

09：00 09：20 11：30 12：00 13：10 14：15 14：40 16：00頃
鹿児島空港

弁当 夕

昼 夕

昼 夕朝

昼朝

朝

ベストシーズンに大自然と歴史の島『佐渡ケ島』をご案内！
往路は上越新幹線・復路は新潟空港➡名古屋経由でらく
らくひとっ飛び
新潟港⇔佐渡島（両津港）往復高速船ジェットフォイルに乗船
世界遺産登録推薦決定『佐渡金山』にもご案内
佐渡名物たらい船にもご乗船

①
②

③
④
⑤

おすすめポイント 9月27日火～9月30日金
旅行代金166,800円

1人様1室の場合は、31,000円増し（3泊分）
添乗員同行、全観光・全食事付（朝3回、昼4回、夕3回 計10回）
料理内容は仕入れにより変更となる場合もあります。
利用予定航空会社：ANA　利用バス：新潟交通

8月31日㈫申込締切日 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
最少催行人数20人

大人おひとり様/1室2人様利用大人おひとり様/1室2人様利用

旅行期間

※掲載の写真はイメージです。

行程内表示のご案内
住所　〒892-0844　鹿児島市山之口町 3-31
　　　住友生命鹿児島ビル 1階　TEL: 099-226-0837
担当：武・同免木　 総合旅行業務取扱管理者：池田俊彦
観光庁長官登録旅行業　第 1847号

◎＝入場観光、○＝下車観光（施設等へ
は入場しません）、△＝車窓観光、▲＝乗
車又は乗船にての観光、☆＝ショッピング、
★＝食事、　 ：飛行機、～～船、＝＝：バス

集合時に⑴または⑵のいずれかの証明と⑶を提示できること
⑴ワクチン2回目を接種後14日が経過している
⑵出発日の3日前以降に実施したPCRまたは抗原定量検査で陰性
⑶本人確認の書面等
上記⑴から⑶に加え、当社感染防止対策にご協力いただけること

ワクチン・検査パッケージ適用ツアー
※今後の状況により参加条件を変更する場合がございます。

旅行業公正取引
協議会会員

心に届く旅

Direct to your heart
阪急交通社

お
問
合
せ
先

企
画
実
施

※上記スケジュールは道路状況・交通機関等の事情により変更となる場合がございます。　

たらい船

ジェットフォイル

世界遺産登録推薦決定 佐渡金山

西川ゴールドパーク
砂金取り

朱鷺

尖閣湾

小木たらい舟
☆名物たらい舟乗船/◎昼食

2021年度  事業報告（案）

参
加
条
件

バス走行距離31㎞

バス走行距離52㎞

バス走行距離62㎞

バス走行距離29㎞
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