配偶者の方が会員になっていないときでも，会員と一緒に申込み
ができます。

１

参加資格

退職会員とその配偶者

２

参加補助

退職会員には，年度間１回「観劇補助」及び「スポーツ補助」があります。

３

申込方法

同封の「ときめき参加申込書」で郵送にて申込みください。（ＦＡＸでの申込みは不可）
１コースにつき１枚の申込書を作成してください。（複数申込むときはコピーをしてください）
会員同士のグループで申込みするときも，１枚の申込書に連名で記入してください。

４

送 付 先

郵送先

そ の 他

○参加希望者が定員を超えたときは，抽選により決定します。
○日程については，諸事情により一部変更になる場合もあります。
○今回募集する事業について，事業遂行上，各関係機関に参加者の個人情報の一部を提供す
ることになります。

５

〒３１０－８５８８ 水戸市笠原町９７８－６ （一財）茨城県教職員互助会

業務課

芸術鑑賞補助（県内）のお知らせ
芸術鑑賞補助（県内）のお知ら
１

２

３

事業概要
退職会員または長寿会員が，
「いばらき文化振興財団」，
「つくば文化振興財団」，及び「日立市民科
１,
０００円を上限にチケット料金を補助します。
学文化財団」の主催公演を鑑賞するとき，
（※各財団の主催公演のみ対象）
対象施設
①茨城県立県民文化センター
④日立シビックセンター

②ノバホール
⑤日立市民会館

③つくばカピオ
⑥多賀市民会館

利用方法
対象施設のチケット購入窓口にて「退職医療事業会員証」の提示，または写しを提出し，受付窓口
にて補助利用者受付簿に会員番号，氏名，電話番号，公演名を記入のうえ，チケットを購入してくだ
さい。補助額が差し引かれた金額で，チケットを購入することができます。
※施設によって取扱いが異なりますのでご注意願います。

（注意事項）
○窓口での購入のみとします。（インターネット，電話予約，郵送等での購入は不可）
○同一公演 1枚分（本人分のみ）を補助します。年間の補助回数の制限はありません。
○購入金額が 1,
000円を下回る場合は，100円未満を控除した実費相当額を補助します。
○スケジュールや公演内容等は都合により変更になる場合があります。
○公演によりチケット完売の際はご了承願います。
○詳細な主催公演スケジュール及びチケット発売日は各購入窓口にお問い合わせください。
●いばらき文化振興財団主催公演一覧表（茨城県立県民文化センター）
チケット購入窓口で「退職医療事業会員証」の写しを提出し，購入する。
（友の会併用不可，当日券不可，他の割引併用不可）
お問い合わせ先：茨城県立県民文化センター ＴＥＬ ０２９－２４１－１１６６
ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
発売中
ニューイヤーコンサート２０１９
１/
１２（土）１５：００開演
【会 場】県民文化センター
【入場料】全席指定 Ｓ席 ７,
５００円
Ａ席 ６,
０００円
Ｂ席 ４,
５００円
民音タンゴシリーズ＜５０＞ ドラマチック・タンゴ
発売中
偉大なる歴史（グラン・ヒストリア）
１/
１３（日）１４：００開演
【会 場】県民文化センター
【入場料】全席指定 Ｓ席 ６,
５００円
Ａ席 ６,
０００円
２０１９ NEW YEAR CONCERT
～響く歌声 珠玉の名曲集～

発売中

１/
１９（土）１３：３０開演
【会 場】県民文化センター
【入場料】全席指定 一般 ２,
０００円

チェコ国立ブルノ・フィルハーモニー管弦楽団 発売中
２/
９（土）１４：００開演
【会 場】県民文化センター
【入場料】全席指定 Ｓ席 ９,
０００円
Ａ席 ７,
０００円
Ｂ席 ５,
０００円

米村でんじろうサイエンスショー
―おもしろ科楽館―

発売中

２/
２４（日） １３：００開演 /
１５：３０開演
【会 場】県民文化センター
【入場料】全席指定 ２,
７００円（１公演）

五木田綾 &見澤淑恵
華麗なるショパンＶｏ
ｌ.
２

発売中

３/
１６（土）１４：００開演
【会 場】県民文化センター
【入場料】全席指定 一般 ２,
０００円

茨城国際音楽アカデミー i
nかさま
水戸スペシャルコンサート
ザハール・ブロンと若き名手たち

発売中

３/
２３（土）１７：００開演
【会 場】県民文化センター
【入場料】全席指定
１,
５００円

松竹大歌舞伎
二代目松本白鸚 十代目松本幸四郎 襲名披露

１２月7日
発 売

４/
７（日）１３：００開演
【会 場】県民文化センター
【入場料】全席指定 Ｓ席 ７,
０００円
Ａ席 ５,
５００円

●つくば文化振興財団主催公演一覧表（ノバホール・つくばカピオ）
ノバホールのチケット購入窓口で「退職医療事業会員証」を提示し購入する。
坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑
（友の会併用可，当日券不可，他の割引併用不可）
お問い合わせ先：ノバホール・つくばカピオ ＴＥＬ ０２９－８５６－７００７
神津善行プロデュース
朗読喜劇「老婆の仇討ち」

発売中

１２/
１４（金）１４：００開演
【会 場】ノバホール
【入場料】全席指定 ２,
７００円
【出 演】中村メイコ，十朱幸代
茅島成美 ほか
つくば能

残席僅少

小倉良の Al
lt
hatMus
i
c！

１/
１７（木）１/
２１（木）１９：００開演
【会 場】つくばカピオ
【入場料】全席自由 ３,
５００円（１公演）
【出 演】１/
１７ マシコタツロウ
２/
２１ 吉俣良
つくばカピオワンコインコンサート

１２/
１５（土）１４：００開演
３/
１６（土）１４：００開演
【会 場】ノバホール
【会 場】つくばカピオ
５００円（完売）【入場料】全席指定 ５００円
【入場料】全席指定 Ｓ席 ４,
Ａ席 ３,
６００円
【出 演】塚越慎子（マリンバ）
【出 演】山中一馬，森常好
志村和音（ピアノ）
野村万作，野村萬斎 ほか

第１３回つくばで第九

発売中

１月中旬
発売予定

発売中

１２/
２９（土）１５：００開演
【会 場】ノバホール
【入場料】全席指定 ２,
５００円

●日立市民科学文化財団主催公演一覧表（日立シビックセンター・日立市民会館・多賀市民会館）
チケット購入窓口で「退職医療事業会員証」の写しを提出し，購入する。
（友の会併用不可，当日券不可，他の割引併用不可）
お問い合わせ先：日立シビックセンター ＴＥＬ ０２９４－２４－７７１１
第２１回ニューイヤーオペラコンサート
～魅惑のハンガリー・オペレッタの旅～

発売中

１/
１３（日）１４：００開演
【会 場】日立シビックセンター
【入場料】全席指定
一般 ２,
５００円
【出 演】島内菜々子，大津香津子，他
初春落語会

発売中

１/
１９（土）１３：３０開演
【会 場】日立シビックセンター
【入場料】全席指定 一般 ２,
０００円
【出 演】初音家左橋（落語），金原亭馬遊（落語）
三増れ紋（曲独楽）
第３１回ひたち童謡のつどい

発売中

１/
２０（日）１４：００開演
【会 場】日立市民会館
【入場料】全席指定 一般 １,
０００円
【出 演】第１部 市内の幼稚園、保育園等
第２部 エリック･ジェイコブセン

日立シビックセンター市民音楽企画２０１８
発売中
ひたち室内楽フェスティバル・記念ｵｰｹｽﾄﾗ第２回演奏会
１/
２７（日）１４：００開演
【会 場】日立シビックセンター
【入場料】全席自由 一般 ２,
０００円
【出 演】迫昭嘉（指揮，ソリスト，ピアノ）
渡辺美穂（コンサート・ミストレス）
宝くじ文化公演
発売中
東京フィルハーモニー交響楽団特別演奏会
２/
２４（日）１４：００開演
【会 場】日立シビックセンター
【入場料】全席指定 一般 ３,
０００円
【出 演】原田慶太楼（指揮）
三舩優子（ピアノ）

リ

フ

ト

券

割

引

情

報

ハンターマウンテンスキー場＆マウントジーンズ那須スキー場で「特別割引券」を利用することで，下
記のとおり割引が受けられます。
今シーズンもアクティブに，そして雄大な自然を満喫しながらスポーツを楽しんでみてはいかがでしょ
うか。
詳しくは，互助会のホームページをご覧ください。
◆

ハンターマウンテン塩原

◆

◆

マウントジーンズ那須

◆

リフト 1日券 ＋ 1,
000円食事券

リフト 1日券 ＋ 1,
000円食事券
大人
（中学生以上）

5,
700円

→

4,
600円

大人
（中学生以上）

5,
400円

→

4,
400円

子供
（小学生以上）

4,
700円

→

3,
600円

子供
（小学生以上）

4,
500円

→

3,
400円

未就学児はリフト券無料

未就学児はリフト券無料

○１枚につき，５名様までご利用いただけます。
○「リフト 1日券＋ 1,
000円食事券」が特別割引にて購入できます。
○特別割引券が必要な方は，事前に互助会までご連絡ください。
※互助会では，リフト券等の割引事業について，全 13施設と契約を結んでいます。
上記以外の施設の割引についてもホームページに掲載しておりますので，是非ご利用ください。

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
第 2回「サンクス・フェスティバル」パスポートを販売いたします。
東京ディズニーランド／東京ディズニーシーに特別料金で入場いただくことができます。
○実施期間（入園期間）
2019年１月 7日（月）～ 3月 20日（日）全日

※土日祝日含む

◆期間中「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日利用いただけます。
※入園制限中のパークには利用いただけません。

○パスポート料金
大人（１８才以上）

6,
800円

≪通常料金 7,
400円≫

中人（中学・高校生１２才～１７才）

5,
900円

≪通常料金 6,
400円≫

小人（幼児・小学生 ４ 才～１１才）

4,
400円

≪通常料金 4,
800円≫

○ご利用対象者
会員及びその家族
○パスポート購入方法
「パスポート購入申請書」に必要事項を記入し，チケット販売窓口にご提出ください。
※パスポート購入申込書は当互助会ＨＰよりダウンロードしていだたくか，またはお電話をいただけ
れば，用紙をお送りいたします。
◎パスポート購入申込書のパスワードは「★★★★ 」となります。
◎購入申込書 1枚につき 5名様までご購入できます。
◎購入申込書のご提示がない場合，特別料金は適用されませんのでご注意ください。
◎ご購入の際，会員証の提示をお願いされる場合があります。

「絵に専念」
つくばみらい市

M・N

在職中，卒業生の笑顔を似顔絵にして贈ってきました。いつか，絵に専念
したいと思っていました。退職後，公民館長や民生委員を引き受けました。
出会いや地域再発見に感謝し，少しずつ実行に移しました。
ここ数年，絵に専念しながら，時々孫と遊んでいます。最初は，孫や温め
ていた筑波山を連作しました。長いブランクから悪戦苦闘，試行錯誤を繰り返しましたが，教え子たち
の上達ぶりを思い浮かべて続けました。
最近，形や色の微妙な違い，絵の具の扱いなどが少し分かるように
なってきました。出来た作品は，公募展，グループ展，先輩との二人
展などに出品しています。友人から「そろそろ個展を」と言われ，今
年４月に実現しました。多くの人に観ていただき，とても励まされま
した。今年の９月，展示した三重塔の絵を近くの板橋不動院に奉納さ
せていただきました。

「第４７回退教互ゴルフ大会に参加して」
石岡市

Y・K

１０月５日 第４７回退教互ゴルフ大会に参加しました。
退職して「代休ゴルフ」から脱却。友人とコンスタントにゴルフを楽しむように
なりました。
今回は，大きなコンペとあって，９月は，３回ラウンドをこなし，当日を迎えました。
しかし，意気込みとは裏腹に，ドライバーは飛ばず，アイアンは曲がる散々なス
コア。痛めていた膝まで痛みだし，フルスイングができない状態になってしまいま
した。そんな中，迎えたショートホール。左は池なので，安全策で右を狙いました
が，球は，左に…。
しかし，まさかのニアピン。表彰式に出ると散々のスコアなのに第４７回大会，
第４７位で，ゴルフバックが賞品の特別賞をいただきました。
「人生塞翁が馬」とはこのことか！ゴルフの楽しさを味わった１日となりま
した。

「医療補給金請求申請」
行方市

K・K

元気に生活していますが持病があるため，４０日に一度は通院をしなければなりません。せっかくの補
助金制度を利用しようと，はじめて，医療補給金請求申請をしました。事前の説明会では，真剣に話を
聞き請求方法をきちんと理解したはずだったのに，半年が経ち，いざ申請しようと試みると「あれ，こ
れでいいのかな」「ここはどうだったかしら」などと，悪戦苦闘
の資料作成となりました。
今度は人間ドックの補助金申請に挑戦です。昨年度までは，わ
からないことがあれば事務の先生に聞けばすべて解決したことを
懐かしく思い出します。
平成３０年度も後半，次年度はしっかり「退教互会報」を読み，
旅行や観劇，スポーツ観戦等，「心がときめく楽しい申請」に挑
戦したいな，と思うこのごろです。

陳情署名ありがとうございました。
８月の会報で皆様にお願いしました「国民が安心して暮らせるための社会保障制度の確
立等を求める陳情」にご協力いただきまして，ありがとうございました。
平成３０年１１月２２日（木）に全国から集まった５０３,
８６７名の署名を，全国教職員互
助団体協議会（全教互）が中心となり，各教職員互助団体の代表が，衆参両国会議員と各
政党に対し陳情を行いました。
本県では１５,
０７６名（１０月３１日時点）の署名が集まり，前地方創生担当大臣の梶山 弘
志衆議院議員と元厚生労働大臣政務官の岡田 広参議院議員に陳情書を手渡しました。

平成３０年度陳情

