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会員１人につき５００円を補助
(年度に１回。自己負担額５００円以上の場合)

１０月１日～１２月３１日
申請期間 １０月１日～ １月３１日（ただし、予定人数に達し次第締め切ります）
接種期間

※接種日に会員および加入事業所であれば、減少、退会後でも申請できます。

だれが費用を医療機関に支払うかによって、申請方法が異なります。

会員自身が接種費用を
医療機関に支払う場合

事業所が会員の接種費用を負担し、
医療機関へ直接支払う場合

①予防接種を受けます

①会員を対象にした予防接種を実施します

任意の医療機関で予防接種を受けてください。
その際、必要事項が記載された領収書(記載例
参照)を受け取ります。

②補助を申請します
「申請書(会員用)」に必要事項を記入し、領収書

医療機関への支払いは、事業所が直接支払い
ます。
※会員が各自、医療機関で接種し、立替払い
をする場合（領収書が会員個人宛の場合）
は、
「申請書(会員用)」で申請してください。

の（コピー可）を添えて、事業所を通じて提出し

②補助を申請します

てください。
（事業所は、会員から受け取った

「申請書（事業所用）
」に必要事項を記入し、事

申請書の受領代理人欄等に必要事項を記入し、

業所宛の領収書（コピー可）と対象者名簿を

福祉共済窓口に随時提出してください。
）

添えて提出してください。

③補助金を受け取ります

③補助金を受け取ります

事業所の口座へ振り込みます(申請から約２カ月後）。

事業所の口座へ振り込みます（申請から約２カ月後）。

会員の方は事業所を通じて受け取ってください。

【領収書の記載例】
令和４年○○月○○日
西 宮 みや子 様

※コピーでも可。
※インフルエンザ予防接種代であること

領 収 書

の記載が必要です。

￥３，０００円
ただし、インフルエンザ予防接種代として。
○○○医 院

※「申請書（事業所用）
」で申請する場合、
領収書のあて名は事業所名です。

詳しくは福祉共済ＨＰの「インフルエンザ予防接種費用補助制度ご利用の手引き」をご覧ください。
今月号の「福祉共済だより」にも同封しています。

令和４年９月

福祉共済だより

№356

当共済の解約（脱退）手続きと今後の事業内容等について

以下のフローチャートをご確認いただき、当共済の解約（脱退）手続きが必要かどうかご確認ください。
移⾏手続きを済まされましたか︖

移⾏時期は令和５年３⽉31⽇より前ですか︖

解約(脱退)手続きは

【不要】
令和５年３⽉31⽇で
自動退会になります。

これから移⾏手続きをされますか︖

解約(脱退)手続きが

移⾏希望の各団体へ

【必要】

直接ご連絡いただき

移⾏時期や脱退時期が

手続きしてください。

決まりましたら
ご連絡ください。

※ ひょうごファミリーパックへ移⾏を
ご希望の場合には、移⾏支援のため、
福祉共済事務局へお申込みください。

令和５年３⽉31⽇まで当共済に加入しますか︖

今後の事業内容について
令和 4 年 10 ⽉以降、時間外でのチケット受け渡しの廃止や当共済の斡旋事業等の各種事業は縮小する予定ですが、12
⽉の集団健康診断事業、インフルエンザ予防接種費⽤補助事業は、例年通り実施します。

基⾦分配⾦（仮称）について
令和５年度末までは、令和４年度に給付事由の発⽣した給付⾦を基⾦（貯⾦）から支払います。その後、令和 6 年度
に基⾦残⾼を加入事業所へ分配します。令和 6 年夏ごろに対象事業所へ支払いに関する申請書をお送りします。
分配対象者 令和 4 年 9 ⽉まで在籍しており、かつ、福祉共済掛⾦を滞納していない事業所に在籍している会員
分配⾦額

分配対象者ごとに基礎額（1,000 円を予定）と⽐例額（分配対象者の令和 4 年 9 ⽉までの加入期間に応じて加重平均
した⾦額）を合計した⾦額

※基⾦分配⾦は法⼈税法上、
益⾦として課税対象です。
※分配⾦額は申請書へ記載された事業所⼝座へまとめて振り込みを⾏います。

令和 4 年 9 月現在の内容です。今後、基⾦分配時期や内容が変更になる可能性があることをご承知おきください。
詳しくは、同封の書面をご覧ください。福祉共済ホームページでもご覧いただけます。

2 名様にペア招待券
ＦＡＸまたは福祉共済ＨＰの応募フ
ォームで、事業所名･会員番号･郵便
番号･住所･氏名･電話番号･希望賞品
名（
「アンディ・ウォーホル・キョウ
ト」
）および必ず福祉共済に対する
ご意見･ご感想を記入の上、
プレゼン
ト係までご応募ください。当選者の
発表は賞品の発送をもって代えさ
せていただきます。

９月１７日(土)～2023 年２月１２日(日)
[開催時間] 10:00～18:00
(入場は閉館の 30 分前まで)

[休館日] 月曜日(但し祝日の場合は開館）
、
12/28～1/2
料金 （ ）内前売料金
一般 土日祝 2,200 円(2,000 円）
平日 2,000 円(1,800 円）
大学･高校生 1,400 円(1,200 円）
中学･小学生 800 円(600 円）

※共済窓口では前売券等は
取り扱っておりません。

締切
アンディ・ウォーホル《三つのマリリン》1962 年 アンディ・ウォ
ーホル美術館蔵 🄫The Andy Warhol Foundation for the Visual
Arts,Inc./Artists Rights Society(ARS),New York

－２－

９月１９日(月)
スマホ用応募フォーム

令和４年９月
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TOHO シネマズ西宮 OS ほか
全国の TOHO シネマズ

代引き郵便
でお届け

販売価格５００円（通常１,４００円） 有効期限 2023 年２月２８日まで
販売枚数１００枚（会員一人につき４枚まで）
申込方法

福祉共済ホームページから電子申請またはＦＡＸで申込。
ＦＡＸの場合、タイトル「ＴＯＨＯムービーパスポート」
、会員番号、事業所名、氏名、
申込枚数(最大４枚まで）
、ＦＡＸ番号、連絡先電話番号、代引き郵便送付先住所(事業所
宛か自宅宛かを明記)を明記してください。

申込締切

９月１９日(月）

チケット送付

当選者に９月下旬に代引き郵便でお送りします。
（送料、手数料は不要です。
）

スマホ用
応募フォーム

当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

電話にて先着順受付（0798-23-3775）

公演名・日時・席数・会員氏名・事業所名・

会員番号・連絡先 TEL をお伝えください。チケットが届きましたら、連絡しますので、会員証持参の上、福祉
共済窓口にて代金とお引き換えください。締切日以降のキャンセルおよび購入後の払い戻しはできません。

出演者：木村達成・須賀健太・早見あかりほか

１２月３日(土) ①１３:００
②１７:００

１０月１５日(土) ①１２:３０
②１７:３０
募
集／指定席 各８席（先着順）
会員価格／①８,８００円（一般11,000 円)
②８,３００円（一般11,000 円)
※未就学児の入場不可。
※今後のコロナウイルス感染状況により変更の場合あり。

申込締切
９月２０日(火)

募
集／Ｓ席 各１２席（先着順）
会員価格／①７,０００円（一般7,500 円)
②６,５００円（一般7500 円)
※6 歳未満入場不可。

申込締切
９月２０日(火)

第 1 部 11:00～「心中宵庚申」
第 2 部 14:00～「一谷嫰軍記」

三代澤康司のトークとともに、珠玉のピア
ノ協奏曲と、
チャイコフスキー作曲３大バレ
エ音楽を、迫力あるオーケストラ演奏で！

第 3 部 18:00～「壺坂観音霊験記」

「勧進帳」
１１月１３日(日)１部・２部・３部
１１月２０日(日)１部・２部・３部
募
集／一等席 各部４席（先着順）
会員価格／４,４００円（一般 5,500 円）
※未就学児の入場不可。

１１月１９日(土) １５:００
申込締切
９月２０日(火)

募
集／Ｓ席 １２席（先着順）
会員価格／３,５００円（一般4,000 円)
※未就学児の入場不可。

申込締切
９月２０日(火)

販売価格 おとな１,４００円 なくなり次第終了

共済窓口で販売

インターネットまたは自動券売機から座席予約ができます。

TOHO シネマズ西宮OS ほか全国のTOHOシネマズ

FAX または福祉共済ＨＰ応募フォームでご
応募ください。FAX の場合、タイトル「マスク」
、会
員番号、事業所名、氏名、送付先郵便番号、住所（自
宅宛か事業所宛かを明記）FAX 番号、連絡先電話番号
を明記してください。締切後抽選を行い、当選者には
受付終了日から 2 週間程度で穴水
株式会社から直接発送します。当
選者の発表は発送をもってかえさ
せていただきます。 スマホ用応募フォーム
応募方法

大王製紙製ムレ爽快マスク(ふつうサイズ)

1 箱 30 枚入りを２箱セットで１９名様に

締切 ９月１９日(月)

－３－
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応募方法 ハガキ・ＦＡＸまたは福祉共済ＨＰの応募フォームで、答え・事業所名・会員番号・
郵便番号・住所・氏名・電話番号および必ず福祉共済に対するご意見・ご感想をご記入の上（記
入のない場合は無効）ご応募ください。
（正解者の中から抽選で図書カード（１,０００円分）
を３名の方に差し上げます。多数のご応募をお待ちしています。なお、応募は会員お１人に付き
1 通のみ有効です。また、ご意見・ご感想については一部を福祉共済だよりでご紹介する場合が
ありますので、ペンネーム希望の方、掲載を希望されない方はご明記ください。
二重枠の文字を並べ替え四字熟語を作ってください。

ヒント：大体同じ

。
１

２

３

４

５

〈横のカギ〉

６

1.食べ物がよく温まっているようす。― の焼き芋。
７

5.病気や怪我が治ったあとの経過。

８

7.小切手や手形ではなく実際に通用している貨幣を指す俗語。
９

10

10.人に対して威圧的な態度をとるさま。漢字で「居丈高」

11

12.巻貝のようにぐるぐる巻いているもの。 ― 階段。
12

13

14.キューバ発祥のダンス。掃除機の名前にもなっています。

14

15.墨の濃淡を利用して描かれた絵。
15

17.武家の女性の礼服。現代は、婚礼衣装に用いられます。

16

19.家の中で、地面のままのところ。
17

20.鳥類の口のとがった硬い部分。
「― が黄色い。
」

18

〈縦のカギ〉
19

20

2.日光の当たらないところ。
3.囲碁の七大タイトルの一つ。毎日新聞社が主催。
4.とても遠いところ。 「忘却の―」

８月号の答え

6.造本が特別立派な書籍。普通よりデラックス。
8.ことわざ。相手に譲っておくほうが、結局は得策。

７月号応募者数 総数７３通（正解７３通）

9. 透明だったり不透明だったりする建物の開口部。はめ殺しも。

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

11.黒帯の人が持っているもの。
13.身長。低い人から ― の順に並んでください。

応募締切

９月１９日(月)必着

16.追い払うこと。― 艦。
18.紙や布の表面が擦れてできる、細かいささくれのようなもの。

スマホ用
応募フォーム

事前の申し込みで、平日の夜間や土･日･祝にチケットが
受け取れます。福祉共済の業務時間内に電話でお申込を。
申込みは受け取り希望日の1 週間前から受け付けます。
平日９：００～１７：３０に電話でお申し込みください。
※お取り扱いできるのは、事前にお申し込みいただいた内容のみです。
時間外
取扱い時間

月～金曜日 １７：３０～２０：００
土・日・祝
９：００～１７：００

〔８/１現在〕

加入事業所 ８５７社

今月の締切日
来月の締切日

９月５日(月)必着
１０月５日(水)必着

送金手数料､印紙代は依頼者の負担になります。
４９,７９７円未満 送金手数料２０３円
４９,７９７円以上 送金手数料４１７円＋印紙代２００円
※お申込みから到着まで５～６日かかります。時間の余裕を持
って、お申込ください。
※配達時にご不在の場合は、局留扱いになります。

会員数 ８,４８０人

各種手続き・申請書の提出をお忘れなく。
会員異動届は毎月５日締切です。

現金と引き換えのチケットを郵送ご希望の方は、代金
引換郵便でお送りします。電話でお申込みください。

会員の追加(入社)や減少(退社)は、会員異動届で毎
月の締切日必着で提出してください。提出が遅れる
と、無駄な掛け金を納めたり、会員としての利益を
受けられなくなりますのでご注意ください。
※どうしても締切日までに提出が無理な場合は先に
ＦＡＸをご送信のうえ、後日原本をご提出下さい。

変更届(事業所の住所･代表者の変更など）は速やかにお届けください。
－４－

