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厚生財団
ŌŐŔņŊśłŊŅłŏ

़๊֚౬༹૽ġ ૧  ޗ ࡇ ګ ֥ ࢚  ़ ౬ġ
ɧĺĶĲĮĹĶĲķġ ૧ګঌಎ؇ߊಎĲĮĹķĮĸĴġ
Ŗ œ ōġ
ũŵŵűĻİİŸŸŸįŬŰŴŦŪŻŢŪťŢů įŰųįūűġ

ŕ ņ ōġ ıĳĶȪĳĳĹȫĴĶĹĲ
Ň ł řġ ıĳĶȪĳĳĵȫĹĹĴı
ņĮŮŢŪŭġġġŪůŧŰŁŬŰŴŦŪŻŢŪťŢů įŰųįū ű

TOPICSȪ৽̈́ඤယȫȆȆȆȆȆȆȆȆ
٨̱̹মު̷͈͈ࢃ͈൲࢜ȤȤȤȤȤȤȤőįĳ
ාഽྎప̧͈̮մඤȤȤȤȤȤȤȤȤőįĵ
ݯၳ͂ڣୟၛڣ༭͈̤̞࣬ܐġȤȤȤȤȤőįķ
ࠑ౬֥Ⴒ၁͈ٛٳट༭࣬
૧ࡇګႤঃΏςȜΒȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤőįĹ

૧͈ࡇګ़اΏςȜΒ
ȁ୷ঌ५౷ߊࣽ͜ͅഥͩͥ൰͉ݱȂȶڙ͈ݱඏ̧ȷ͂͜࡞ͩͦȂశా෯͈ȸධၖࡉสࡂഥȹ͜ͅȂ
̷͈ྴ̞̳ͬ͂̓͛̀͘ȃࡼ଼࣮ਖ͞հ͈ܐܫȂ૰͈͒ۜ৫̭̹ͬ͛૰ম̱͈͂̀ഥൡഎਠ௹̻ͬ͜Ȃგ
ĶĴා͉࣭͈ͅਹါྫࠁྦྷ௹़͜ͅاঐ̯̱̹ͦ͘ȃȶ̦ͩঊ൳အȂز͈̠̹֗̀ͬ͢ͅݱঘ൰̵̯̹̩
̞̈́ȷ̱͂̀ੳ̵̴̫̿ͬȂସঊ̦ྵ̦̫́ͬ؋̵̢̧̯̫̯̭̀֨ͥ͂ͧͅडఱ͈අ̦̜̳ͤ͘ȃ

ɡġڙ͈ݱඏ̧
ȁġ࣭ঐਹါྫࠁྦྷ௹़ا
ġ

ৢ ૯  ރġ ࡓಿؖঌၛນࢷڠಿȁȁ૧༗ȁರ֚ȁအ
ȁȁ ġ
୷ঌၛ୷ࢷڠಿȁോఆȁȁအ

़ȁ౬ȁ͈ȁঀȁྵġ

ȁྶ̫̱̤̠̮̰̞̳̀͛́͂͘͘ȃ౬֥͈ٯ
အ̤̥̱͉ͦ̀͘ͅȂ૧̱̞ා̢ͬࠞȂ̳͘͘
̳̮ୄ͍ࠄ̤̭͈͂͂ו૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȁ̯̀Ȃܥ̦̜ٛ̽̀Ȃ̜ͥಎ͈ࢷڠఘ֗ऱ͂
ࣣϋ·Ȝσͬࡉ̧̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃఘ֗
ऱ͈ٳٛ́ࢷಿ୶͉Ȃ̫̤ͥͅٴςȜΘȜͬಎ̱ͅ
̹ڰ൲͈̳̱̯͊ͣͬགྷ͛Ą͇̞͈̑ͣ࡞ဩ͂ȶ̜̦̠ͤ͂ȷ͂
̞̠ۜ৫͈࡞ဩ̥̫̞̱̹ͬ̀͘ȃര̷̹̻ͦ͜ͅ؊̢̥͈ͥ
̠͢ͅȂ֚૽֚૽͈࣐൲͙̦ࣣ̞ͬͭ̈́͛Ȃ႗̱ࣣ̞͘Ȃࡽ̞
ࣣ̤̠̳ࣞͤ͂ͥ͘ͅউ̦ଟਫ਼ͅࡉ̱̹ͣͦ͘ȃ
ȁ̹͘Ȃࣣϋ·Ȝσ͉́Ȃެત͈ٚા࿂́Ȃ
ȶজ̹̻͈·ρ
Α͉ɛɛ୶Ȃɢɢ୶ۜͅ৫͈ܨ̻ࣺͬ͛Ȃ͙͈֚ͭ̈́ͬ
̱̳̞̾̀͘ͅظȃȷ͂Ȃঐ൵̱̹̀ͣ̽͜ޗ͈͒ۜ৫͈এ̞
͂·ρΑ͈౬ࠫႁͬͺάȜσ̱̞̱̹̀͘ȃظ͜ଯ͙୨̹̽
́ࡉম̱̹̦́Ȃ̞ظਞ̹̜ͩ̽͂Ȃޗ͂ര̹̻̦࿒ࣣͬͩ

ၑমಿȁȁႅȁࠉȁྶȁ

̵̯̩΄ΛΜεȜΒ̱̞ͬ̀ͥউ̦֣યഎ̱̹́ȃ
ȁ࡛ࢷڠાͬၗͦȂːා࿒̢ͬࠞͥজ͂̽̀ͅȂͩͦͥளഌ
̈́ΏȜϋͬࡉ̵̹̀ͣ̽͜ඵ̹̱́ۼȃ̭͉̜ͦͥಎ͈֚ࢷڠ
ા࿂̱̹̦́Ȃ̭͈̠͢ͅȂࡇඤ͈͈̀ȆಎࢷڠȂඅ༆׳
ࢷڠȂࣞ൝̞̤̀ͅࢷڠȂșȂൺȆര଼͈̯ͣ̈́ͥಿͬ࿒
ঐ̱Ȃ༗ࢌ৪͈̞ͬࡽ̹͛܄ှ͈͂͜߸۾Ȃޗ֥̦এ̞֚ͬ
̱̾̀ͅڰ֗ޗ൲ͬജ̭̞̯͂͂ͥ̀ͦٳం̲̳͘ȃ
ˎྔː୷૽
͈౬֥͈̹͛Ȃ٨͛̀Ȃ
ȶޗ֥̦հ̱̀൱̧̩̭̦͂́ͥ͢
̠၌࢚࿂̥̱̥ͣ̽ͤ͂εȜΠ̱̞̩̀ȃȷ़̞̠͂౬͈
ঀྵ̠̞̫̥̞̱̹ͬ͂͊ͦ̈́̀ضএ̞̭̞̱̩ͬ́ͧ͂ͥ̀ޑ
̜̳ͤ͘ȃ
ȁࣽࢃ͜Ȃͤ͢հ़̱̹౬ͬא̹ͥ͛ͅȂ࠸̈́ॲဥ
഼͛ͅȂ౬֥͈ٯအ͈ͅীͬ߹̫̦̈́ͣȂܢఞͅ؊̢̭̦ͥ͂
̧̠́ͥ͢Ȃ֥֚൳ୈ֚৾ͤழ̞̳ͭ́ͤ͘͘ȃ̮ၑٜ͂
̮̞ܐ̤׳૭̱ષ̬̳͘ȃ
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ˍȅ
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٨̱̹মު͈
？
うなった
ど
ȁȁȁġ̷͈ࢃ͈൲࢜
଼ĳķාഽͅ૧̱̩̹̈́̽মު͉̠̓་̹ͩ̽ȉġஜͅ٨̱̹মު͈͈ࣽ၌ဥે͉ޙȉ
̷͈ࢃ͈൲͙̱̹࢜ͬ̽̀͘ȃ

総合健診補助制度

Case1.

オプション補助が新設されて？

ĵıı

現職団員の利用が急増

現職団員オプション補助件数
すでに前年
を上回る！

Ĵıı

433件

ĳıı
Ĳıı
ı

特別厚生費

Case2.

଼ ĳĲ

ĳĳ

ĳĴ

ĳĵ

ĳĶ

ȁ଼ĳĲාͅ၌ဥიͬڐఱ̱̥ࣣ̀ͣ࠲༞੩ଷഽͬ၌ဥ
̱̠̳͂ͥ͢૽̦௩̢̱̹͘ḁ࡛̑̈́́͜౬֥̦ίΏοϋ
औ͈༞੩́૭̱̩̀ͥତ̦ාș௩̢̫̞̳̀͘ȃ͂
̩ͅິ૽ͬش̱̹ાࣣ͈́૭̦ఉ̩̞̳̈́̽̀͘ȃ

ĳķĩĲĲİĴı࡛हĪ

手続き方法の変更後は？
周知徹底に課題

証明書類を忘れないために
・各請求書は財団ホームページまた
は団員マイページのものを使う
・証明となる書類を大切に保管､原本
を他で使うときはコピーを取って
おく

継続団員積立金

Case3.

ȁমުඤယ͉̞͈͈́̈́͜Ȃ࡛౬֥͈ݥ̧̦ਫ਼௺ಿ
બྶ̥ͣબྶഞັ͒་ࢵ̹̭͉̈́̽͂ͅఱ̧̈́٨͈֚̾
̱̹́ȃࠄಪশ̜̭ͤ͂ͥͦͣ͜ͅࡠ̦ݥȂ̺͘႒ະ௷
͈ાࣣ̦ࡉ̫̞̳ͣͦ̀͘ȃ़౬̱͂̀͜ਔഔೲ̦ࣽࢃ
͈هఴ̳́ȃ

200万円に上がったら？
平成26年３月末退職者

継続団員加入数

３１０人
（前年比較 ＋21人）

積立額が増えても加入者増
ȁ଼ĳķාˏྎͅప̱̹̠̻ࠑ౬֥ͅحව̯̹͈͉ͦ
ĴĲı૽ȃୟၛ̦ڣ௩̢̀͜حවତ͉ஜ͈ාͤ͢௩̢̱̹͘ȃ
ప৪̤̫ͥͅحව̹͙ࣣ́ڬાࣣȂड߃͉ĵıɓͬષٝ̽̀
ଔ֊̧̱̱̹̦̀͘Ȃࣽٝ͜ĸıı૽಼͈ప৪̦̞̹ಎ́Ȃ
ĵĴĦ͈૽̦ࠑ౬֥̱̹̈́ͣͦ͘ͅȃ

退団慰労金制度

Case4. 「退団のきまり」がスタートして？
80歳以上の利用が多数

自己都合
または死亡

83
70歳

80歳以上

205

50

ここが
節目年齢

75歳

38
平成26年度継続団員退団状況（11/30）現在

継続団員連絡会

Case5.

ȁ଼ĳķාഽͅࠑ౬֥ͬప౬̱̹૽͈̠̻Ȃ̷̤͢Ĺıɓ
͈૽̦ప౬քႻ߄͈చય͂̈́ͥ୯࿒ාႢͅڂ൚̱̱̹͘ȃ͂
̩͉ࣽͅඅ႕ۼܢಎȪɦȫ̞̠̭̜͂͂ͤ͜ȂĹıपոષ͈
̦ݥ࿒ၛ̻̳͘ȃɦ଼ĳķාːˍশത̷́ͦոஜͅĹıपոષ̈́ͣͦ̀ͅ
̞̹ࠑ౬֥̦ˍ̧ͥ́ݥා͈ۼඅ႕ந౾̳́ȃ
Ȫ଼ĳĸාĴĴĲਞၭȫ

今年の連絡会の様子は？
交通費の廃止でも例年並み
過去５年の出席状況

平均

３１.５％

（今年度は３１.３％）

ȁႲ၁ٛٛા͈̦́͘ুࡨ͈̈́̽̀͛̀ͅٳट
̱̹́ȃ֚໐́փࡉ͞࿚̵̵ࣣ̦̹̱ͦͣ͘͜ܙȂ႕ා͂൳
̲պ͈ࠑ౬֥̤ͅਬ̧̞̹̺̱̹ͤ͘͘ȃȪő˒ͅࠇशȫ
႕ාȂĴıɓࠑ͈ޑ౬֥̦४̳̞̯̀ͦ͘حȃ
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࢚  ़ ౬ȁࢩ༭ġԲˍ
ˍˌ

新潟県民のための教育・文化活動助成事業
ȁ़࢚౬͉́૧֗ޗ͈̹͈͛ྦྷࡇګȆڰا൲͈̱͒̀͂׳Ȃࡇඤ͈֗ޗ૦ޟ౬ఘ๊͈֚͞౷֖
ਯྦྷȂঊ̦̻̹ރ४̳ͥحমު̈́̓ͅ੩଼࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃࣽාഽ͉̭ͦ́͘ĲĹĲ౬ఘͅĳĭıııྔˑ୷
͈੩଼̱̱̹ͬ͘ȃ̷͈ಎ́͜ȶഥൡاȆ͈ࠝࠑઇڰ൲൝ȷ͂ȶȜ·σڰ൲൝ȷ͉ͅĺĺ౬ఘ̥
ͣ૭̧̞̹̺ͬȂĵĹĴྔ͈੩଼̞̳͂̈́̽̀͘ȃ

伝統文化・芸術の継承活動等
૧ګಎ؇ߊġ
૧ࢺګධߊġ
૧ګධߊġ
ಿؖƦ२ോġ
ಿؖƦ२ോġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
२ȁ ૄġ
ฐॄƦֵۈġ
ฐॄƦֵۈġ
ฐॄƦֵۈġ
ฐॄƦֵۈġ
ฐॄƦֵۈġ
ฐॄƦֵۈġ
૧ อ നġ

૧ګսࢉ̭̓͜ޗ࣐տ֥ٛ
ŕŐŔŔࡼຐ૽֚ਉފٛ૧ࡇګ໐
·̱͖͈͊ͤ͞ݠρή
ୌಎྋഥൡ༗ంٛ
ئୌࢷڠഥൡࠝෝ·ρήȆგఊࡻ·ρή
ࣞനୌࢷڠȪ߄५ఊࡻȫ
̨ͭ̈́ͭ߉ٛ
२ૄঌൺര߉ऱ࣐տ֥ٛ
ఱਛࢷڠఊࡻ·ρή
իঊໍഥઇڠਠমྩޫ
നࢷڠȪ߉̩̿ͤȫ
ࣞࢷڠȪঅഎݡൽȫ
ඵനࢷڠഥઇໍ·ρή
ฐॄࢷڠಲ໓ఊࡻ
ٸώႊࢄပ

૧ อ നġ
૧ อ നġ
૧ อ നġ
૧ อ നġ
૧ อ നġ
୷ ġ
୷ ġ
୷ ġ
࿆حƦධڿġ
Ʀಎݿġ
Ʀಎݿġ
Ʀಎݿġ
ࡉȁ ້ġ
Ʀୌڿġ
ঝ ݿġ

サークル活動等
૧ګཤߊġ
૧ګߊġ
૧ګߊġ
૧ګߊġ
૧ګಎ؇ߊġ
૧ګಎ؇ߊġ
૧ګಎ؇ߊġ
૧ګಎ؇ߊġ
૧ګಎ؇ߊġ
૧ګಎ؇ߊġ
૧ࢺګධߊġ
૧ګୌߊġ
૧ګୌߊġ
૧ګୌߊġ
૧ګୌߊġ
ಿؖƦ२ോġ
ಿؖƦ२ോġ
ಿؖƦ२ോġ
ಿؖƦ२ോġ

קئരঐ൵ࡄ݈ފݪٛ
ບͥࢊͬثٛ
૧ګঌၛဘ౽݈ފݪࡄ֗ޗٛ
ࡄڢإקئਘȜ·σ
ల֚ފٛ૧ࡇګ໐
૧ઁࡇګාলॷ੩༮ॽ౬
ņůūŰźġņůŨŭŪŴũġņťŶŤŢŵŪŰů
૧ઁګාࣣ౬
ŔŮŪŭŦ̴̠̞ͭ
ޗജ࣐տ֥ٛ
ॳקئତȆତڠȜ·σ
קئ༗࠲ఘ֗Ȝ·σ
קئࣣȜ·σ
ࣣഎ̈́ڠਠͬࢊͥٛ
קऎ২ٛݪࡄشٛ
͈ڢإႁͬࣞ͛ͥٛ
ಿؖ২ٛݪࡄشٛ
ಿૂؖ༭ηνΣΉȜΏοϋȜ·σ
ಿؖତͥࢊͬ֗ޗڠٛ

ġ

໐ȟ౬ఘྴ

টࢷڠȪۙఽఊࡻȫ
ࢷڠޘȪհמఊࡻȫ
ༀாఊࡻ༗ంٛ
ࢄ྾ࢷڠհמఊࡻ໐
ඵဩࢷڠհמఊࡻ༗ంٛ
ཅාচঊໍ༗ంٛ
ݿઔ૰২ఊఊ૰ڢ༗ంٛ
༌ٵᎂ੫ঊޗރ
٬ఊࡻ·ρή
କాഥൡࠝෝ༗ం·ρή
ॕ५ථఊࡻ
̧͈͜Ȝ·σ̧̥͚̯ͩͣ
ന֔ࢷڠȪ͙̾͊ఊࡻȫ
ോષϊηχΉఊࡻٛ
ࣽ֔ఱ૰ڢ༗ంٛ

ঝ ݿġ
ՒٖƦཤڿġ
ՒٖƦཤڿġ
ऎȁ ളġ
ऎȁ ളġ
ऎȁ ളġ
ऎȁ ളġ
ऎȁ ളġ
ऎȁ ളġ
ݿȁ ઔġ
ධ  ݿઔġ
ධ  ݿઔġ
ࣞ൝ࢷڠġ

໐ȟ౬ఘྴ

ġ
ಿؖƦ२ോġ
ಿؖƦ२ോġ
ಿؖƦ२ോġ
ಿؖƦ२ോġ
ಿؖƦ२ോġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
ષȁ קġ
२ȁ ૄġ
२ȁ ૄġ
२ȁ ૄġ
ฐॄƦֵۈġ

आ५͈װා༗ంٛ
֞كକࡔଃ߉͈ٛȶغݽȷ
૰໓ఊࡻ
߄֔ಎࢷڠ౷֖ࠑاઇΈσȜί
૧༠ಎࢷڠ
߄̧̩֔ͩ̓൭ࠝঊ̓͜ޗ
ऎളޡാࠝෝ༗ం̨̯ٛ̈́ٛ
·υঊܸఊࡻȆఱচঊ༗ంٛ
ཅനঊ̓͜૰ڢٛ
ಎࢷڠ
ఱॄࢷڠ౷֖ഥൡ·ρή
ࢃ५ࢷڠȪࢃ५ޠพ̻ȫ
ֵ࿆ࣞ൝ޡࢷڠാࠝෝ໐

ͬڢإ૬͛ͥٛ
૧ࡇګಎקݪࡄ֗ޗٛ
ಎ֗ޗࢊ࣭קःდٛ
૧ࡇګඅ༆ݪࡄ֗ޗڢإࢷڠ׳ٛ
ಎ֗ޗקࡄݪٛ
ೄࢺೋ౷ߊపޗ֥͈ٛ
૧ࡇګఠࡄݪٛ
ņńŉŐٛ
߄ဩٛ
੫ࣣ˥
ࣣ౬ȜσΑίςϋΈ
૧ࡇګ২ٛݪࡄ֗ޗشٛ
ၑٛ
ષݪࡄ֗ޗܿڠشקٛ
ષ΅קλςͺݪࡄ֗ޗٛ
͈͍͂ڠȆ׳ΓϋΗȜ
ಎࢊ࡞קඳಶ݈ފݪࡄ֗ޗٛ
ಎק২ٛݪࡄشٛ२ૄȜ·σ
ฐॄޗڢإֵۈ͈ٛ

૧ อ നġ
૧ อ നġ
୷ ġ
Ʀಎݿġ
Ʀಎݿġ
Ʀಎݿġ
ࡉȁ ້ġ
ࡉȁ ້ġ
Ʀୌڿġ
Ʀୌڿġ
ঝ  ݿġ
ঝ  ݿġ
ঝ  ݿġ
ྥȁ ࣞġ
ྥȁ ࣞġ
ࡼȁ ஂġ
ධ  ݿઔġ
ఱȁ ڠġ

ͥࢊͬشڰٛ
ཤ૧ఘ֗ڠਠࡄݪٛ
ಎק੫֥ޗٛ
ު͈ξΣΨȜσΟΎͼϋࡄݪٛ
ુ͈́ݭڠඅ༆̢ͥࣉͬ֗ޗ׳तခ͈ٛ
૧ࡇګඅ༆ڠ֗ޗ׳ਠٛ
ಎקอోવٺݭ൚৪൝ࡄݪٛ
ಎק২ٛݪࡄشٛࡉ້Ȝ·σ
ୌڿȆ২ٛͥࢊͬشٛ
ୌڿȆఘ֗ࡄݪٛ
ঝୌুட͈ٛ
ષקςȜΘȜݪࡄ֗ޗٛ
ࣣ౬˦
૧ࢷڠࡇګΑ΅Ȝࡄݪٛ
ષקഛݪࡄ֗ޗٛ
ࡼஂၑ·شρή
ၑشȜ·σȶܥےȷ
ྥࣞέΠȆηΛΏοϋ

૧֗ޗ͈̹͈͛ྦྷࡇګȆڰا൲੩଼মު͉Ȃ़๊֚౬༹૽֊ฺ࣐̽̀݅ͅྩັ̫̹ͣͦף࿒എْ͈ࠗచયমު̱͂̀ঔ̱̞̳̀͘ȃ
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年度末に退職します。
手続きは何をすればいいですか？
「厚生資金積立金払戻請求書（兼継続団員
申込書）
」を提出してください

厚生資金積立金払戻請求書（兼継続団員申込書）提出期限

平成27年３月26日（木）まで
添付書類として 健康保険証（写し）または運転免許証（写し）をご用意ください
今までに毎月積み立てられた大切な積立金をお返しする書類です。必ずご提出をお願いいたします。
手続き書類とご案内の送付
１月初旬に各所属所につき１部ずつ送付いたしましたので、事務担当者様へお問い合わせください。
また、団員マイページの「Ｗｅｂ申請書」で書類を作成できます。

送金日 平成27年４月30日（木）払戻金額の通知書は４月中旬にお届けします
ご送金までに期間が空きますので、上記日程で確実に受け取れる口座をご指定ください。
。
返済中の貸付金、契約中の生命保険や教職員年金の支払いはどうなりますか？
生命保険・教職員年金について
ȁࠑ౬֥ͅحව̯̞ͦ̈́ાࣣȂ२֔ྵຽ༗ࡏ͉ࡢ૽ե̞͂̈́ͤȂޗ֥ා߄ଷഽ͉ࣽ́͘ͅୟ͙
ၛ̹̤̀ͬ߄ڥ̧̞̹̺̳৾ͤ͘ȃમळ͉२֔ྵ̥ͣႲ၁̦̜̳ͤ͘ȃ
貸付金の残金について
ġȁ࢚߄ୟၛ߄̥ͣୄॳ̱̳͘ȃະ௷̦̲̹ાࣣ͉Ȃప߄ႀࢃ̤֚́گ̧̞̞̹̺̳͘ȃ

継続団員制度

退職後も継続団員として入団できます
普通厚生費・特別厚生費の贈与
人間ドック受診料の補助
団体扱いの保険料・年金掛金
生活資金貸付金の利用 など…
加入資格 ġȤġġ①在団期間が25年以上 ②退職後も新潟県内に在住（退職時に隣接県から通勤勤
務をしていた場合も可）③入団時に規定額以上を積み立てる
積 立 金 ġȤġ入団時に200万円以上Ȫྀ͈ୟၛ̵͉̜ͤͭ͘ȫ
加入期限 ġȤġ満80歳に達した年度末までȁഷಎప౬͉̞̾́͜خ
ġ
୯࿒ාႢȪĸıपȂĸĶपȂĹıपȫ́ప౬̱̹ાࣣ͉քႻ߄ͬ௭ဓ

߅ڎ⍮ࠄߖ

特別厚生費「永年団員祝金」
在団年数に応じて贈与します。
（入団年月日が平成９年度以降の団員は現職時に贈与済みです）

退職を祝う会への招待
招待者／平成26年度末に退職される在団期間25年以上の方 開催時期／平成27年６月
毎年、参加された方々よりご好評を頂く昼餐会です。詳しくは５月に案内を差し上げますので、
お誘い合わせのうえぜひご参加ください。皆様の長年の御功労をおもてなしいたします。

4ġ

ˎˌˍˑȅ
ˍȅ
ˍġ

࢚  ़ ౬ȁࢩ༭ġԲˍ
ˍˌ

お忘れの請求はありませんか？

結婚したとき

子どもが小学校に入学したとき

子どもが生まれたとき

ケガや病気でお休みした・
入院したとき

身内にご不幸が起きたとき

◇ご請求の際は事由発生日をご確認ください（事由発生日は添付書類に基づきます）
事由発生日

請求期限

平成26年４月１日以降

３年

平成26年度から
請求期限の規程が
変わりました

※平成26年３月31日以前に発生した事由の請求期限は２年です。
POINT
就学祝金

「４月１日」が請求事由の発生日です。
平成25年度就学のお子様分は平成27年３月31日までにご請求ください。

病気見舞金

同一の病気・負傷による長期療養で、６ヶ月経過毎に請求する際、いつの期間ま
で請求したか分からない場合は、厚生財団に履歴をお問い合せください。
請求が抜けていた期間は期限内でまとめて請求可能です。

香

げ

料

請求事由の発生日が平成26年３月31日以前の場合は、贈与対象に違いがあります。
親族の範囲や同居・別居の状況が関係します。

人間ドック及びオプション検査の補助申請期限が近付いています
平成26年度受診分申請期限……平成27年３月31日
受診料の補助申請は単年度内に限ります。詳しくは平成26年度の受診料補助要項をご覧ください。

厚生資金積立金払戻請求書や特別厚生費、貸付金の書類作成は

˳́˾૭̦༒၌̳́
Web申請書は、厚生財団のホームページ（http://www.koseizaidan.or.jp）にある
「団員マイページ」にログインしてご利用いただく機能です。
Web申請書でできること
①パソコンから入力して書類の作成ができます。
②あらかじめ金融機関を設定すると、毎回口座を記入する手間を省けます。

〜ご利用の際は〜
作成した書類をプリントアウトして、空欄事項を記入・署名・押印の上、添付書類と併せて
必ずご提出をお願いします。申請画面の入力のみでは請求手続きは完了していません。
○パスワードが分からない・紛失してしまったときは？○
初期パスワードを再設定の上、郵送にて通知いたしますので、厚生財団までご連絡ください。
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給料月額と積立月額の報告をお願いします

毎年この時期に、１月からの給料月額と３月からの積立月額をご報告いただ
いています。各所属に送付した「積立金明細書」に記入をして、所属の厚生財
団係様へご提出ください。

■ 提出期限 ■
厚生財団係様へ
厚生財団到着

平成２７年 ２月 ６日（金）
平成２７ 年 ２月１３日（金）

・年度末退職予定者や産休、休職中（有給）の団員は未記入のままご提出ください。
・休職等で積立金を中止している団員は対象外です。
（明細書未送付）

給料月額について
（基本給＋教職調整額＋調整額）
・給与明細等の「報酬・給料・賃金」欄を参照してください。
・１００円単位（１００円未満切り上げ）でご記入ください。
・給料月額に変更がない団員も記入、提出が必要です。

積立月額について
・１月からの給料月額をもとにした規定額以上の金額をご記入ください。
・規定額は以下の計算式で算出しています。
1
給料月額× ─
＋８００円
100（１００円未満切り上げ）
・規定額を下回るときは、自動的に規定額へ変更させていただきます。
・積立月額の変更を希望しない団員は積立月額欄未記入でかまいません。

ࠑ౬֥Ⴒ၁ٛġٳट༭࣬

ご参加いただきました皆様に感謝申し上げます。

●開催日／会場／参加者数
上越地区ġġ ĺġ Ĵ㈬ȟγ Ξ σ Χ ͼ ζ Ȝ ΠȟĲĸıྴ
中越地区ġġ ĺĲı㈬ȟγΞσΣνȜȜΗΣಿؖȟĵĲĶྴ
下越地区ġġ ĺĲĺ㈮ȟłŏł·ρ;ϋίρΎγΞσ૧ګȟĶĵĲྴ
ฦ
܁ȟġ Ķĺྴ
佐渡地区ġĲıġ ĳ㈭ȟส
総参加者数

１，１８５ 名

ȁौා˕̥ͣȂࡇඤː౷ߊ଼́ĳķාഽȶࠑ౬֥Ⴒ၁ٛȷͬٳट̱̱̹͘ȃ
ȁၑমಿ̥ͣȂ଼ĳĶාഽࠨॳޙٽ༭࣬͞Ȃ़๊֚౬༹૽ͅ֊ฺ࣐̱̹̭̠͂ͅף࿒എমުȂ
़౬২ؚ૧ಃْ͈࡛ࠗ̈́̓ह৾ͤழ̞̭̞ͭ́ͥ͂̾̀ͅ୰ྶ̵̧̯̞̹̺̱̹ͬ̀͘ȃ̯ͣ
ͅȂࣽාഽ͈মުࡉೄ̱͈̥̈́́͜Ȃࠑ౬֥ͅೄ୪ͥͩ۾ȶప౬̧͈ͤ͘ȷ͂Ⴒ၁͈ٛၫ
গ͈ࠐًͬ༭̱࣬Ȃ̮ၑٜ̮͂ފႁ̤̹̱̱̞ͬ͘ܐȃ
ȁြාഽ͈Ⴒ၁ٛ͜ͅٯအ̤ည̵̢̞ࣣ͈̠ͩଵ̮४̞̯̺̩حȃ
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ᣂណ↪⡯ຬߩ⚫
˭ȇġȁ़࢚౬͉́মँ́ࠫ͜ँਿ߄ͬͣ͜
̢̳̥͘ȉ

ȁ଼ĳĸාˍˍັ͈
नဥ́૧̱̞֥̦ͩح
̱̹ͤ͘ȃ
ȁ͂͜ͅ౬֥͈ٯအ͈̤
ႁ഼̠͂̈́ͦͥ͛̀͘͢
̞̳͈ͤ́͘Ȃ̸̠̓Ȃ
̱̩̤̳̱̞ͧ͘͢ܐȃ

˝ȇġȁ͉̞ȃ़࢚౬़๊͉֚́౬༹૽͈͒֊
࣐ͬܥ͈ٛܰͅࡉೄ̱࣐̞ͬȂ࡛ह͉́
মँͅచ̱̀͜ਿ߄ͬ௭ဓ̧̠́ͥ͢ͅ
̞̳̈́̽̀͘ȃ
ȁȁġȁমँ͈ાࣣȂ൚ম৪༷̦൳̲ȶਯྦྷ
ຘȷܱͅश̯̞ͦ̀̀Ȃ൳֚ଲఝ̱́ڰ
̞̀ͥ͂બྶ̧̭̦́ͥ͂ຈါ̳́ȃ͘

今井

典昭

⋙ᩏᴺੱߩ⏕⺞ᩏߦߏදജࠍ

̹Ȃ଼̦ܰĳķාːˍ̥ͣঔ࣐̯
̱̹͈ͦ́͘Ȃݥমဇ͈อ͂̈́ͥম

ȁ۬औࠀ̞ͬࠫͭ́ͥȸ૧ུခࡠୣහ۬औ
༹૽ȹ̦ࣽා͜ˎͅڎਅॼ͈ࣞऔͬঔ̱
̳͘ȃऔచય̹༷͉̦͊ͦͅͅັ̯
̳͈ͦ́͘Ȃ̮ފႁ̤̳̱̞͘ܐȃ

ँ͈ٳই̷̦ͦո̜̭ࣛ́ͥ͂͜ါ
̳͂̈́ͤ͘ȃ

■各種払込金の照会をするには団員マイページ！
新潟県教職員厚生財団
員厚生財団

検索

団員マイページにログイン後 払込残高明細書 をクリック
パスワードをお忘れの場合は厚生財団までご連絡ください。

三井生命からのお知らせ

ུා̱̩̤̞ͧ͜͢ܐ૭̱ષ̬̳͘
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新潟県歴史
シリーズ

̮ ̶

లĸٝ

̷̠̺̈́ͭ૧͈ࡇګႤঃ
̷
̠̈́
̺̈́ͭ૧͈ࡇګႤঃ

៦੫̦ഥ̢̹ྦྷࢃקာ̦ȶೋࠚ̲̦ͭͣ͡୯ȷ̺ͬͭ
ȡྦྷာ͈Ⴄঃȡ

ȫ
չȁਰ
չ
ਰȪࡓ૧ګঌၛ૧ࢷڠګಿȫ

ਫ਼ခࡀͬ৽ಫ̱Ȃാ౷̞̦ಿ̹̞̱̀اܢȃड

北前船で九州から伝えられた「佐渡おけさ」

ષؚ͉გંْ͈ͬݗॐ̱Ȃგં͂൨ແؚ͈৹ࢃ

ȁྦྷာ̷͉͈ാ౷́ͦ͘Ȃ̧̹̀ͦͩظȃၫ૽̦

͈͂ز၄࣐ͬᒐ௮̱̹๚ޭ̞ͤ̈́ͤ͘ैͬ׀Ȃ

ྦྷာ̧̠ͬ͂ظȂ૧̱̞ാ౷ͅྦྷာ͈ਅ̦ূ̥ͦͥȃ

៦੫͞թคͤȆ૽ܐཏ৽̠ͥ͛͢ͅࢩͬ׀ջှ̱

ȁĲķĸĳාȂࢺຸ͉ྃఆଠࡋͅྵ̲Ȃୌ٠ͤ

̹̞̠͂ȃ

࣎Ⴙ̵଼̯̹ͬۖȃ̭͈࣎Ⴙ̹͈̦ͬ̽ཤஜ

ȁ२࣭ൿ̢ͬ̀ק៦੫̦̹̽ظȶ૧༗ࢩఱȷ

́Ȃ৽̈́ࢽܙ౷͉ఱाȽ۾ئȽऎളȽ૧ګȽਈന

͉Ȃષਗ́ߗ̽໓͈̯ࠩͬ͂̽̀͘ȶส࿐୯ȷͅ

ȽਝനȽภ̜ͥ́̓̈́܁ȃ൚শȂ൮͉ྨͬܨཡ

་̳ͥاȃཤ̥̹࢜̽ͅ៦੫͈͉׀૩ͅഥͩ

̪̹͛Ȃௌఓಎͅྦྷာ̹ͬ̽ظȃ͈̓ুྕ͈൮

ͤȂऌͬဝ̯͐ͥೋࠚ२ྙ͈ͬإං̀ȶೋࠚ

͜ఉ̩Ȃࢽܙ౷́အș̈́ྦྷာͬႺ̱̹ȃߧུ͈

̲̦ͭͣ͡୯ȷ̺ͬͭȃࢃק៦੫͉Ȃྦྷာ͈ၘ

ഛ̹́ͦ͘ྦྷာȶݱ૬Χͼμ୯ȷ͉ཤஜ͈

͈ഥൽ̜̹́̽ȃ

൮͂ͅވུ٬ͬཤષ̱Ȃ́ࢃקȶฐॄ̤̫̯ȷ
ȶ̯̫̤ॄȷ
ȶ૧̯̫̤ګȷ̺ͬͭȃऎള́

大正・昭和の「新民謡」はＣＭソング？

͉ȶ࿐̤̫̯ȷ̦ͦ͘Ȃ߄५͈ࣗા́
ͦͩظȂႯ̯ͦ̀ȶऎള̤̫̯ȷ̹͂̈́̽ȃ

ȁఱୃশయոࣛȂ౷༷ুহఘܑ͞ު͈̈́̓ջှͅ

ȁ̹͘ȂฐॄȆ͈ࣞྦྷာȶ̱̬̯ȷ̦ཤஜ͂

ͤ͢Ȃ࣭എͅȶ૧ྦྷာȷ̦ैͣͦͥȃ
ȶإނ൮ȷ

͂͜ͅධ̱ئȂ
ȶ̯̬̱֯ܚȷ͞ȶ֛̯̬̱ܚȷͅ

ȶ̧̻̽ͤ͝୯ȷ̦අͅခྴ̜́ͥȃ૧͉́ࡇګȂ

̹̈́̽ȃ̯ͣͅȂਗ͈෯ঊ̦׀ȂၘႹק

გːාͅȶ׀ȷ̦ै̹ͣͦȃ̭͈͉׀

ࢃͅഥͩͤȂ̷ͦͅ߇ਗ͈Ⴖ̨͈̞ࣣͬ׀

ழࣣ̦ಎ५૨͂ઐाؚຐىഝ͈ΟΎ

ͅັ̫̹͈̦͜ȶࢃקȷ̜́ͥȃ̭̦ͦཤ

ͼϋࡄݪ൚৪Ȇ֔זཅఊͅջှ̱̹

ஜ́ཤ٬ൽ̹̯ͣͦ͜ͅȶࢺओȷ̈́ͥͅȃ

͈˟˩ΕϋΈ̜́ͥȃ
ȶ૧ྦྷာȷ͉τȜΡ͢ͅ

ཤஜ͈൮ਤ͉Ȃྦྷာ͈٬͈ഥൽ̜̹́̽ȃ

ͤຽ̱ݞȂρΐ͈ഩ෨࣭ͤͅͅࢩ̦̹̽ȃ
߃య͈ྦྷာ͈ഥൽ͉ȂτȜΡ͞ρΐ̜́̽
̹ȃ

江戸時代を風靡した越後民謡「新保広大寺」
ȁࢺশయ͈ࡼఱྦྷာ͈ຊ൮̦ྦྷࢃקာȶ૧༗ࢩ

「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン」のもつ意味

ఱȷȃ੨୰̜̦ͥȂಎݿઔͬၠͦͥෛಎਛ
͈ാ౷̞֦̳̞̠ܳͥ͂ͅ୰̦ခႁ̜́ͥȃఱ

ȁཤ٬ൽఱڠ͈ڠ̦༦͈ۭພ́ང̹ͦࣞ́ȶ͢

౷৽͈डષࢩؚ͂ఱ͈ฒ܊გં͈༷̦ಎਛ͈

̯̭̞ऱͤȷۜͅ൲̱Ȃڠˑ૽́ȶ̯̭̞͢ऱ
ͤȷ͂ȶΕȜρϋ୯ȷ͂ͬဏ̵ࣣ̯̀ȶ˵˫˯˝˧˫˥
ΕȜρϋȷͬ౪̵̯̹ȃΞτΫ͞ΥΛΠ́Ȃ૧
ͬࡇګ࣭͛ͅᛩࡔ͈̹̦̽ࢩ̠͈͢ͅغȃ
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