https://www.kitakyu-kyogo.or.jp
一般財団法人北九州市教職員互助会

令和３年５月２１日（第４５５号）

問い合わせ 8：30～17：15（土日祝休み）
ＴＥＬ０９３－９４１－５８９７

人間ドック等各種健診の募集開始！
～申込書はこの互助だよりと一緒に送付しています。ホームページからもダウンロード
できます。今すぐお申込みください！～

対象：互助会会員（フルタイム再任用職員含む）
重要

公立学校共済組合実施の人間ドック及び脳ドックとの重複当選をなくすため、共済組合の
当選者氏名を提供していただく契約を締結しており、共済組合で当選した健診と同一の健診
を当互助会にお申込みいただいても、対象外となります。
（共済組合で当選されて直ぐ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）

人間ドック（日帰り）

お申込みはＦＡＸ、庁内メール
または郵送で！締切は
６月４日（金）必着！
です。皆様からの沢山の
応募お待ちしています。
FAX：０１２０－８８８－１５１

職免

・小倉医師会健診センター
・小倉記念病院
・九州健康総合センター
・西日本産業衛生会北九州産業衛生診療所
・西日本産業衛生会北九州健診診療所
・新小文字病院
・福岡新水巻病院
★申込用紙はライトグリーン色です。

健康管理セミナー

脳ドック・ＰＥＴ健診・肺ヘリカルＣＴ（日帰り）
脳ドック
PET健診
肺ヘリカルＣＴ

・新小文字病院 ・福岡新水巻病院
・北九州ＰＥＴ健診センター
・西日本産業衛生会北九州産業衛生診療所
・西日本産業衛生会北九州健診診療所

職免

・筋力アップ講座
★申込用紙は健康管理ｾﾐﾅｰだより裏面
・介護基礎講座
★申込用紙はクリーム色です。

職免になりません

★申込用紙は人間ドックと同じ申込書です。

お楽しみ体験参加補助券 （日帰り）

※詳しくは裏面申込書をご覧ください。

職免に
なりません

お楽しみ体験参加補助券は、夏季休業期間中に契約先で様々な体験にご利用いただける補助券です。

陶芸教室

開催場所：津屋崎窯（福津市勝浦イタリア料理 ENZO 横）

新企画☆彡

日程：8/5、8/6、8/7、8/8 手びねりという手法で器を作ります。
できあがった器は穴窯で焼きます。後日、指定する期間内に同窯でお受け取りください。
／所要時間 ２時間

食育体験教室 開催場所：ほっこり農園（岡垣町 ぶどうの樹）
① 手作りソーセージ教室 ②フライパン de パンづくり ③手作り和菓子教室 ④フライパン de ピザ教室
日程：7/17～9/5 期間中全日開催 / 所要時間 1 時間～３時間

工場夜景観賞クルーズ
① 工場夜景観賞コース 指定された土、日曜日／小倉港（藍島馬島行きフェリー乗場）発着／所要時間 １時間５０分
② 関門夜景＋工場夜景観賞コース 指定された土、日曜日／門司港（マリンゲート門司）発着／所要時間 1 時間 30 分

到津の森公園３ヶ月フリーパス
３ヶ月フリーパス※大人の入園料を補助します。
指定した期間内に入園窓口で３ヶ月フリーパス券へ引き換えて入園。

皿倉山ケーブルカー・スロープカー大人往復通し券
ケーブルカー・スロープカー大人往復通し券※大人の料金を補助します。
指定した期間内に皿倉山ケーブルカー山麓駅窓口で引き換えて利用。

★申込用紙はこの 互助だより裏面です。

「健康管理セミナーだより」の配付について
令和３年度健康管理セミナーは、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため集合型セ
ミナー開催数を減らし、代替として「健康管理セミナーだより」を年４回発行し健康に
関する情報をお届けします。
（６月号の裏面は「筋力アップ講座」申込書になっています。
）

申込締切：６月 ４日（金）必着
ＦＡＸ：０１２０－８８８－１５１
（一財）北九州市教職員互助会 行

お楽しみ体験参加補助券申込書

◆ＦＡＸ、庁内メール、郵送のいずれかで申し込んでください。（※ＦＡＸ番号再確認してください。）
◆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。

注意事項：お楽しみ体験参加補助券当選後、「食育体験教室」と「工場夜景観賞クルーズ」は、コースを選択いただき、
直接契約先への申込となります。（当選後の案内でご確認ください。）
氏
名
所属名
職員番号（ゴム印可）

陶芸教室

8/5～8/8 いずれか１日

募集
数

コース名

内容

陶芸教室
8/5（木）8/6（金）
8/7（土）8/8（日）
10：00～12：00
※小学生以上から参加可

手びねりという手法で器を作ります。できあがった器は穴
窯で焼きます。後日、指定する期間内に同窯でお受
け取りください。
また併設するイタリア料理店「ENZO」で、参加当日もしくは
作成された作品を受け取りに行かれる際にランチをされる
方は、お食事代 10％割引特典あり。
（ランチは要予約。当選後のご案内でご確認ください。）

食育体験教室 7/17～9/5 全日開催

各日
1０

小倉港発着 7/17～10/3
期間中の第 1、第 2、第 3
第 5 土曜日と日曜日に運航

②関門夜景 ＋工場夜景コース
門司港発着 7/17～10/3
期間中の第 4 土曜日と日
曜日に運航

募集数

１５０

8/8(日) 1・ 2

19：00 小倉港（藍島・馬島フェリー乗
場）⇒関門海峡・奥洞海（小倉・戸畑・
若松・八幡の工場夜景）⇒20：50 小倉港

岡垣町

負担金

申込数（○印）

７６０円

1・2・3・4

順位

(通常 1,760 円)

※現地支払

１５０

19：00 門司港（関門連絡船乗場ﾏﾘﾝｹﾞｰﾄ
門司）⇒門司の夜景・小倉の工場夜景・
巌流島・関門橋⇒20：30 門司港

門司区西海岸

負担金
申込数（○印） 順位
大人１,５００円
(通常 2,500 円)
小学生２５０円
(通常 1,250 円)
※現地支払
申込数は、大人・小学生の区分
1・2・3・4
がありません。小学生未満は、大
人１人につき１名まで同伴可能。

契約先：到津の森公園
内容

到津の森公園
７/１７（土）～８/３０（月）（※8/31 休園）までに入
３ヶ月ﾊﾟｽポート 園窓口で 3 ヶ月ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ券へ引き換えてご利用い
ただけます。同行のお子様の料金については現
地でご確認ください。
大人の入園料を補助します。

皿倉山ケーブルカー・スロープカー大人往復通し券
コース名

8/6(金) 1・ 2
8/7(土) 1・ 2

※現地支払

募集数

到津の森公園３ヶ月パスポート
コース名

６５０円
(通常 1,650 円)

契約先：関門汽船㈱

内容※コースの選択は当選後のご案内でお願いします

順
位

申込数（○印）

契約先：ほっこり農園㈲ゆうま

工場夜景観賞クルーズ
①工場夜景観賞コース

負担金

8/5(木) 1・ 2

コース名 内容※コースの選択は当選後のご案内でお願いします
① 手作りソーセージ教室 『茶美豚』でｿｰｾｰｼﾞを手作りします。
お 1 人様 8～10 本お土産にお持ち帰りいただけます。
② フライパン de パンづくり オーブンを使わずパンを手づくりします。
お１人様２個お持ち帰りいただけます。
③ 手作り和菓子教室 できるだけ旬の食材を使った和菓子の教室です。
お１人様２個お持ち帰りいただけます。
④フライパン de ピザ教室生地をこね、野菜と農園で手作りしているスモー
クソーセージ等をのせチーズをかけ焼きます。お１人様１枚食べ切りです。

コース名

※福津市勝浦イタリア料理 ENZO 横

契約先：津屋崎窯

募集数

負担金

２００

無料
(通常 1,000 円)

申込数（○印）

順位

1・2・3・4

契約先：皿倉登山鉄道㈱

内容

ケーブルカー・スロープ ７/１７（土）～８/３１（火）までに皿倉山ケーブルカー
カー大人往復通し券
山麓駅窓口「ケーブルカー・スロープカー大人往復
通し券」に引き換えてご利用いただけます。同行の
お子様の料金については現地でご確認ください。
大人の往復通し券を補助します。

募集数

負担金

１５０

無料
(通常 1,230 円)

申込数（○印）

順位

1・2・3・4

※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いたします
（注 今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止や運休、休園の可能性がありますので、各ホームページ等でご確認ください。

