
 
 
 

     
 

 
 
 
 
     
    
 
 
        
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

令和３年３月１日（第４５２号） 

 

一般財団法人北九州市教職員互助会 

http://www.kitakyu-kyogo.or.jp 

来年度 人間ドック・脳ドックの申し込みについて 

人間ドック等健診事業については、例年どおり５月中旬に募集予定です。  

当互助会では、人間ドック・脳ドックの受診を希望される方が１００％受診可能となるよう取り組んで 

おります。そのため、４月募集の共済組合の人間ドック・脳ドックに申し込んで抽選からもれた場合には、当互助会 

に申込んでいただきたいと思っております。また、共済組合との重複当選をなくすため、共済組合の当選者氏名を 

当互助会に提供していただく契約を締結しており、共済組合で当選された方が当互助会にお申込みいただいても 

対象外となります。（共済組合で当選をされた直後にキャンセルをされた場合でも同様となりますのでご注意ください。） 

今後も全ての方が受診可能となることを目指しておりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 
 

令和 2 年度スクールコンサート感想文について 
スクールコンサート開催校からたくさんの感想文をいただきました。 

スクールコンサートの様子がわかる写真と感想文を掲載した特集号を、 

各所属に２枚ずつ配布しています。 

記事に関するお問い合わせは…TEL093-941-5897 

 

 

 

 

 

 
 

 

【対  象】 再任用フルタイム職員を３月３１日に６５歳で退職後、１年以内に北九州市立小・中・ 

特別支援学校の常勤または短時間勤務職員となられた方 

【給付金額】１５,０００円 （１回限り） 

【請求書類】「シルバーワーク助成金請求書」（※４月以降ホームページに掲載予定） 

【添付書類】辞令書または委嘱書の写し 

※システム改修に伴い、受付開始は６月以降となりますのでご了承願います。

 

今年度末退職予定の皆様へお知らせ 
３月末で退職の皆様、これまで「北九州市教職員互助会」を支えていただき、ありがとうございました。 

１【貸付金の残額のある方へ】 

  ４月の返済期日までに残額を一括返済していただくことになります。 

  該当者には改めて通知いたします。なお、４月より再任用（フルタイム）の方は、引き続き当互助会の 

会員となりますので、従来通り給与控除により月々返済していただくことになります。 

２【団体扱い生命保険料等の払込について】 

  保険料を団体扱いにしている方は退職後、４月分の保険料から個人払いになります。 

保険料の払込方法については、各保険会社及び郵便局から４月下旬頃までに各々保険契約者へ連絡が入 

る予定です。早めの手続きをご希望の場合は、各保険会社の営業担当者へお問い合わせください。 

なお、４月より再任用（フルタイム）の方は、引き続き当互助会の会員となりますので、従来通り給与 

控除により月々納入していただくことになります。 

※再任用者はジブラルタ生命（弘済会取扱い分）のみ個人払い。 

３ 会員証について‥‥‥‥‥‥‥‥退職後、再任用(ﾌﾙﾀｲﾑ)の方以外は各自で廃棄をお願いします。 

シルバーワーク助成金（令和３年度より新設） 

 

 

 
 

 

 

 

「教職員こころの健康相談室」のご案内～あなたの心をサポートします～秘密厳守･匿名ＯＫ 
 

日 時：毎週土曜日 12：00～17：00  

ＴＥＬ：フリーダイヤル０１２０－７８３－５０５（通話料無料）※開設日時以外はつながりません。 

場 所：コムシティ地下１階「くろさき少年支援室」（八幡西区黒崎 3-15-3） 

相談員：精神保健福祉士、産業カウンセラー 等 
 

【３月開設予定日】6 日、13 日、27 日 

 

 

 

http://www.kitakyu-kyogo.or.jp


（一財）北九州市教職員互助会 行             ＦＡＸ：０１２０－８８８－１５１ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 

  

 
 

日 程 /開始時間 対戦相手 ランク 申込順位 みずほﾌﾟﾚﾐｱﾑＳＳｼｰﾄ各試合２枚１セット 

３月２６日（金）18：30 千葉ロッテ ＳＰ   
 

開催日により下記の金額設定が異なります。

詳細は 

ソフトバンクホークスオフィシャルサイト 

http://www.softbankhawks.co.jp/ 

でご確認ください。 

みずほﾌﾟﾚﾐｱﾑＳＳｼｰﾄ 2 枚ｾｯﾄ負担金     

B ブロンズ 11,000 円（通常 16,400 円） 

S シルバー13,800 円（通常 20,400 円） 

G ゴールド 14,800 円（通常 25,000 円） 

Ｐプラチナ 15,000 円（通常 27,000 円） 

ＳＰスーパープラチナ 

16,000 円（通常 27,000 円以上） 

※各日程の詳細は各々でご確認お願いします。 

プレミアムならではの特典つき！ 

①ワンドリンク（ﾋﾞｰﾙまたはｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ）プレ 

ゼント引換券※ﾁｹｯﾄ券面印字。 

②駐車場確保サービス（１日１台分） 

有料 平日 2,500 円/ 土日祝 3,000 円 

③プレゼントデーには限定グッズをプレゼ  

ント（プレゼントデーはレギュラーシーズ  

ン中に８回予定しております。） 

３月２７日（土）13：00 千葉ロッテ G ゴールド  

３月２８日（日）13：00 千葉ロッテ G ゴールド  

４月 ２日（金）18：00 埼玉西武 B ブロンズ  

４月 ３日（土）14：00 埼玉西武 S シルバー  

４月 ４日（日）13：00 埼玉西武 S シルバー  

４月１３日（火）18：00 オリックス B ブロンズ  

４月１４日（水）18：00 オリックス B ブロンズ  

４月１５日（木）18：00 オリックス B ブロンズ  

４月２1 日（水）18：00 楽天イーグルス B ブロンズ  

４月２７日（火）18：00 北海道日本ハム B ブロンズ  

４月２８日（水）18：00 北海道日本ハム B ブロンズ  

４月２９日（木）13：00 北海道日本ハム G ゴールド  

５月 ３日（月）18：00 楽天イーグルス G ゴールド  

５月 ４日（火）14：00 楽天イーグルス G ゴールド  

５月 ５日（水）13：00 楽天イーグルス G ゴールド  

５月 ７日（金）18：00 埼玉西武 B ブロンズ  

５月 ８日（土）13：00 埼玉西武 Ｐプラチナ  

５月 ９日（日）13：00 埼玉西武 Ｐプラチナ  

５月１１日（火）18：00 千葉ロッテ B ブロンズ  

５月１２日（水）18：00 千葉ロッテ B ブロンズ  

５月２２日（土）13：00 オリックス S シルバー  

５月２８日（金）18：00 巨人 G ゴールド  

５月２９日（土）14：00 巨人 Ｐプラチナ  

５月３０日（日）14：00 巨人 Ｐプラチナ  

６月 ８日（火）18：00 広島 G ゴールド  

６月 ９日（水）18：00 広島 G ゴールド  

６月１０日（木）18：00 広島 G ゴールド  

６月１１日（金）18：00 東京ヤクルト B ブロンズ  

６月１２日（土）14：00 東京ヤクルト S シルバー  

６月１３日（日）13：00 東京ヤクルト S シルバー  

６月１８日（金）18：00 北海道日本ハム B ブロンズ  

６月１９日（土）14：00 北海道日本ハム S シルバー  

６月２０日（日）13：00 北海道日本ハム Ｐプラチナ  

日 程 /開始時間 対戦相手 席 種 負担金（通常価格） 募集枚数 申込数（○印） 順位 

４月２０日（火）18：00 楽天イーグルス SS 指定席券 4,500 円（7,000 円） ５０ 1・2・3・4・5 
 

◆下記に必要事項をご記入のうえお申込ください。（応募資格：会員のみ） 
◆申込は郵送・庁内メール・ＦＡＸで受付します。 
◆応募者多数の場合は過去の当選状況を考慮し抽選で決定いたします。 
◆申込書に不備がある場合は落選になります。 
◆当選されたチケットは所属宛に宅配便で送付予定です。当選後の取消はできませんのでご了承ください。 
 

チケット申込書（互助だより３月 452 号） 氏    名                 

職員番号（ゴム印可）               

★申込希望順位（複数日程 ※お申込の場合）をご記入ください。   

所属名                
  

①観戦プロ野球公式戦 福岡ソフトバンクホークス 福岡 PayPay ドーム球場  
※みずほプレミアムＳＳシート 指定席１塁側 18 列 129 番・130 番  

日程によって価格が異なりますので、下表負担金の欄を参照ください。括弧内の表示は通常価格です。 

チケット募集のお知らせ  ※申込締切：３月１２日（金）必着 

※この用紙に記入された個人情報は、法令・条例および互助会個人情報保護規程にもとづき適正に運用・管理し、使用目的終了後は互助会が責任をもって廃棄します。 

②観戦プロ野球公式戦 (指定席) 福岡ソフトバンクホークス 北九州市民球場 

http://www.softbankhawks.co.jp/

