
30,000円結 婚 祝 金

子１人につき10,000円

出 産 見 舞 金

子１人につき10,000円中学校卒業祝金

本人・配偶者10,000円

小学校入学祝金

病 気 見 舞 金

一家屋につき100,000円災 害 見 舞 金

弔 慰 金 本人300,000円　配偶者100,000円　
その他の被扶養者20,000円　

療養期間30日以上90日以下　10,000円　
91日以上　20,000円

30,000円
（50歳になる年度まで祝金給付がない会員）会員特別給付金

掛金累計の8割（退職時）退 職 返 還 金

生活

結婚・奨学

マイカー・物品購入

住宅

 貸付上限額 200万円

 貸付上限額 300万円

貸付上限額 2,000万円 

・「保証料（保証人）」や
　「手数料」等の費用はかかりません。
・必要書類は、本会ホームページよりダウンロードください。
・毎月の返済合計額が給与月額の3割を超える貸付はできません。
・借換は、返済回数３６回以上で可能です。
 詳細はお問合せください

月2回貸付手続き簡単

給付事業 ＊人生の節目に各種祝金等を給付　
＊事由の発生後3年以内に請求ください 貸付事業 ＊低金利での各種貸付を実施

（変動利率）

年 利

1.26%1.26%

20,000円
（今年度該当：平成8年4月～平成9年3月に結婚された会員）銀 婚 祝 金

各種事業に参加いただけます。

現職の先生方を対象とした事業を行っております。現職の先生方を対象とした事業を行っております。

加入

現職中 退職後

厚生会事業案内厚生会事業案内厚生会事業案内

ご来店は不要
お電話、ＦＡＸ、メールにて

お申し込みＯＫ！！

一般財団法人 富山県教職員厚生会

URL:http://www.toyamakyoko.jp   E-mail:jimukyoku@toyamakyoko.jp

宿泊代金の10%を補助
※宿泊代金が1万円以下の場合は一律1,000円補助

但し、航空券、JR券のみの購入の場合、送料（実費）を負担いただきます。

コンビニ振込みがとても便利です。

各旅行会社の企画する国内・海外パック商品の旅行代金の4%を補助（最高3万円）
※東武トップツアーズと取引がある会社の商品に限ります。
•東武トップツアーズ　•JTB　•日本旅行　•ANA　•JAL　•ニュージャパントラベル　•読売旅行　など
（阪急交通社は除く）

事業カレンダー
★印の事業は会員と家族対象です。5月5月

8日㈯ ★いちご狩りとランチを楽しむ集い
（退職厚生部現職会員対象）　中止
〈氷見ファーム中田〉

28日㈯ ★ぶどう狩りとパフェを楽しむ集い
（退職厚生部現職職員会員対象）
〈やまふじぶどう園〉

6月6月
26日㈯

7月7月

31日㈯

28日㈬

21日㈯

10月10月

11月11月
30日㈯

21日㈭　 
～24日㈰

12月12月
4日㈯

令和4年

下旬

木彫刻教室　中止
〈教育記念館〉

6日㈯ ★親子パンづくり教室
〈総合カレッジSEO富山校〉

★地引き網を楽しむ集い
〈富山市　常願寺川河口〉

豊かな人生を拓く集い
〈高岡文化ホール〉

29日㈭

30日㈮

セカンドライフを考える集い〈高志会館〉
ライフプランセミナー
〈高志会館〉

★親子パンづくり教室
〈総合カレッジSEO富山校〉

豊かな人生を拓く集い
〈高志会館〉

豊かな人生を拓く集い
〈高志会館〉

7日㈯ ステンドグラス教室〈教育記念館〉

8月8月
4日㈬ ヘルスアップ事業

（～20日の内5日間開催）

健康セミナー
〈高志会館〉

20日㈬ 教育関係合同慰霊祭
〈とやま自遊館〉

教美展
〈県民会館〉

★マジック＆バルーンアート教室
〈高志会館〉

2月2月
退職手続き等個別相談会
（～3月上旬）

幹事さん
　 必見

！！
早く申し込んで
おいてヨカッタ！
早く申し込んで
おいてヨカッタ！ 職員旅行、歓送会職員旅行、歓送会職員旅行、歓送会

知って得する！会員サービス事業 厚生会旅行指定店・東武トップツアーズ㈱富山支店に
申込をした場合に限ります。

①会員と家族の宿泊補助

②会員と家族のパッケージツアー利用補助

③職員旅行、忘年会、新年会等のグループ旅行も補助があります。

④企画旅行参加会員補助旅行代金の2割（3万円限度）を補助

⑤旅行クーポン券の無料送付

⑥旅行代金等の振込手数料は無料

ご自宅、勤務先など
ご希望の送付先を
お知らせください。

●カフェテリア券のご利用は３月末までのご旅行に限ります。
●乗車券のみのご依頼はお受けできません。
●カフェテリア券でご購入いただきましたJR券はみどりの窓口での払い戻しは出来ません。
　弊社にてカフェテリア券で払い戻しをさせていただきます。

〒930-0029　富山県富山市本町9番10号（大同生命富山ビル7F）
営業時間／平日9:30～17:30　休業日／土曜・日曜・祝日・年末・年始

東武トップツアーズ株式会社富山支店 TEL
FAX

076－444－2345
076－441－6790

《E-mailアドレス》TOYAMA9@tobutoptours.co.jp

一般事業部一般事業部一般事業部

一般財団法人富山県教職員厚生会

福利厚生事業
●カルチャー教室　•木彫刻教室　•ステンドグラス教室　
●健康・余暇活動促進事業 ●公演鑑賞補助事業  
●旅行補助事業 
●特別企画旅行補助（対象：会員と家族） ●会報わかば 
●家族で楽しむ集い（対象：会員と家族）
　•地引き網を楽しむ集い　•親子パンづくり教室　•マジック＆バルーンアート教室

●富山県教育関係合同慰霊祭 ●物故会員供物 
●生涯生活設計セミナー ●ヘルスアップ事業 
●健康セミナー ●家庭常備薬等の斡旋
●健康食品等の斡旋 生涯生活設計セミナー 健康セミナー

地引き網を楽しむ集い

親子パンづくり教室

木彫刻教室

ステンドグラス教室

カフェテリア券

退職時に掛金累計の

80%
退職返還金として
お返しします。

掛金
給料月額の

1%

公益目的事業 ●富山県教職員美術展　　　　　　 ●奨学資金交付事業

掛　金

相
談
事
業

•開 設 日／毎月第2水曜日　13：00～16：00

•開設場所／教育記念館

•開設日程

•相 談 員／ 佐伯康博顧問弁護士 TEL：076-425-1775　

 北井徹顧問公認会計士 TEL：076-433-5835

※開設日の変更が有りましたら、会報「わかば」等でご案内します。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
　各事業が中止又は延期になる場合がございます。
　予めご了承ください。

2021年 
４月７日㈬　５月19日㈬　６月９日㈬　７月14日㈬
８月４日㈬　９月８日㈬　10月13日㈬　11月10日㈬
12月８日㈬

2022年 
１月12日㈬　２月９日㈬　３月９日㈬

令和3年度令和3年度

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会員の皆様の健康と安全を考慮し、各事業が
中止及び延期になる場合がございます。

厚生会は、教職員等の会員と家族の皆様の生活の安定と福祉の増進を図るための相互扶助組織です。



現職中の死亡及び遺されたお子様のための備えに…現職中の死亡及び遺されたお子様のための備えに…

保障内容

①加入者弔慰金 500万円
②配偶者弔慰金 50万円
③遺児年金 （遺児1人につき）月額2.5万円
④傷害見舞金 身体障害の程度により給付
⑤脱退金 毎年精算して算出した額の累計額

【5口加入の場合】

特別弔慰金

◎1口1,000円で5口まで加入できます。

5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年～加入

1,200万円

120万円110万円100万円90万円80万円70万円60万円50万円

1,100万円
1,000万円

900万円
800万円

700万円
600万円

500万円

掛金変わ
らず5年毎に

増える保
障

加入者弔慰金

弔慰金の推移
（5口加入例）

配偶者弔慰金

（本会独自の相互扶助制度）

15年保証期間付終身年金
年金月額 約44,110円
年金受取期間 一生涯
保証期間（15年間）の年金受取累計額 約793万円

15年確定年金
年金月額 約65,440円
年金受取期間 15年間
15年間の年金受取累計額 約1,177万円

5年前あつ10年確定年金
前期年金月額 約125,680円
後期年金月額 約62,840円
年金受取期間 10年間
10年間の年金受取累計額 約1,131万円

年金コース

一時金 約1,086万円
一時金コース

加入
（30歳）

お払込満了
（60歳）

掛金お払込期間
（満30年）

お
払
込
満
了
時
積
立
金

（
積
立
金
1
0
8
６
万
円
）

（しくみ図はイメージを表したものです。）

積立金
（脱退一時金）

お払込掛金累計

退
職
時
自
由
選
択（
積
立
金
約
5
7
2
万
円
）

10年保証期間付終身年金
基本年金月額 （男性） 約24,100円 （女性） 約21,000円
年金受取期間    一生涯
保証期間（10年間）の年金受取累計額
 （男性） 約289万円 （女性） 約252万円

10年確定年金
基本年金月額 約50,300円
年金受取期間 10年間
10年間の年金受取累計額 約603万円

15年確定年金
基本年金月額 約34,600円
年金受取期間 15年間
15年間の年金受取累計額 約622万円

5年確定年金
基本年金月額 約97,500円
年金受取期間 5年間
5年間の年金受取累計額 約585万円

一時金 約572万円
一時金コース

35歳加入 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳

現職中（掛金払込期間）

退
職
時
積
立
金

45歳

掛金
200万円

50歳 55歳 60歳

退
職
時
積
立
金

●加入年齢 35歳
●掛　　金 月　払 10,000円 10口
 一時払（45歳時） 200万円 2,000口
●払込満了年齢 60歳
●払込満了時積立金 5,720,000円

加
入
例

（しくみ図はイメージを表したものです。）

月払 1万円

一時払 200万円

60歳時退職のとき
　

約232万円
（掛金累計　200万円）

脱退一時金

脱退一時金

掛金累計

60歳時脱退のとき
脱退一時金
約340万円

（掛金累計　300万円）

脱退一時金

加
入
例

●加入年齢 30歳（男性）
●掛　　金 月　払 10,000円 10口
 半年払 100,000円 100口
●払込満了年齢 60歳
●払込満了時積立金 10,860,000 円

●病気もケガも一生涯保障
●入院保障は5日未満の入院でも5日分
を保障さらに入院一時金特約でもっと
手厚く！

●入院前後の通院保障がますます充実！

●がんの手術・放射
線・抗がん剤治療
を手厚く保障

●がん治療の多様化
と長期化にも対応

●幅広くまとめて保障

保険事業（引受保険会社：アフラック）

（引受保険会社：富国生命）いきいき年金

（引受保険会社：第一生命・明治安田生命）ドリーム年金・終身弔慰金プラン

退職厚生部退職厚生部退職厚生部 現職中から退職後まで終身にわたる医療補助金を給付しております。現職中から退職後まで終身にわたる医療補助金を給付しております。

【その他　現職会員事業】

●給付事業
　医療補助金／弔慰金／
　退会一時金／退職給付金

●福利事業
　新加入者記念品／
　年金運動／
　会員プレミアム事業

【その他　退職会員事業】

●給付事業
　医療補助金／長寿祝品／弔慰金／災害見舞金／退会金

●福利事業
　健康診断助成／旅行補助事業

●旧友事業
支部活動／会報発行／会員手帳／新会員歓迎補助／
健康・余暇活動促進事業／金婚祝賀会／慶寿会／
パークゴルフ大会（年１回）／公演鑑賞補助事業

【現職会員の医療補助金計算】
ひと月の１診療明細あたりの自己負担額から１０，０００円を控
除したものを給付。（限度額１０，０００円、１００円未満切捨）

例：1診療明細で15,000円負担した場合

【退職会員の医療補助金計算】
会員、配偶者、それぞれのひと月の自己負担額から６，０００円
を控除し、６割を乗じたものを給付。（限度額２５，０００円、１００
円未満切捨）

例：ひと月に支払いをした医療費（配偶者分）
　○○病院 内　科 ４，０００円 
　○○病院 耳鼻科 ３，５００円
　○○病院 内　科 ３，０００円 
　△△医院 内　科 ２，５００円
　○○病院 内　科 ５，０００円 
　◎◎薬局  ５，８００円

　　　合　計①  23，8００円
　　　控除額②  －６，０００円
　　　① － ② 17，8００円 ×６割→10，６００円給付

会員の医療補助金 会員 と 配偶者 の医療補助金
〇加入 偶数月の各1日
〇月払掛金は毎月給与から控除　1口1,000円で1口～999口限度
〇一時払掛金（８月・２月）で積立金の増額が可能　1口1,000円で50口～9,990口限度
〇年末調整時の保険料控除 税適（Ａ）コース 個人年金保険料控除
 自由（Ｂ）コース 一般生命保険料控除

〇加入 偶数月の各1日
〇月払掛金は毎月給与から控除　1口1,000円で1口～200口限度
〇半年（賞与）払で積立金の増額が可能　1口1,000円で5口～1,000口限度
〇年末調整時の保険料控除　一般生命保険料控除

R3.4.1現在

予定利率

1.25%1.25%

R3.4.1現在

予定利率

1.30%1.30%

会員プレミアム事業…
現職中、退職厚生部に加入い
ただいている会員だけが参
加可能

今年度は
・いちご狩りとランチを楽し
む集い　（中止）
・ぶどう狩りとパフェを楽し
む集い

10,000円 15,000円

公的年金の補完に…（個人年金）公的年金の補完に…（個人年金）

１5，０００円に対して5，０００円給付

終身

３6歳 退　職

現 職 中現 職 中 退 職 後退 職 後

掛　金

加入

給料月額の0.5%



現職中の死亡及び遺されたお子様のための備えに…現職中の死亡及び遺されたお子様のための備えに…

保障内容

①加入者弔慰金 500万円
②配偶者弔慰金 50万円
③遺児年金 （遺児1人につき）月額2.5万円
④傷害見舞金 身体障害の程度により給付
⑤脱退金 毎年精算して算出した額の累計額

【5口加入の場合】

特別弔慰金

◎1口1,000円で5口まで加入できます。

5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年～加入

1,200万円

120万円110万円100万円90万円80万円70万円60万円50万円

1,100万円
1,000万円

900万円
800万円

700万円
600万円

500万円

掛金変わ
らず5年毎に

増える保
障

加入者弔慰金

弔慰金の推移
（5口加入例）

配偶者弔慰金

（本会独自の相互扶助制度）

15年保証期間付終身年金
年金月額 約44,110円
年金受取期間 一生涯
保証期間（15年間）の年金受取累計額 約793万円

15年確定年金
年金月額 約65,440円
年金受取期間 15年間
15年間の年金受取累計額 約1,177万円

5年前あつ10年確定年金
前期年金月額 約125,680円
後期年金月額 約62,840円
年金受取期間 10年間
10年間の年金受取累計額 約1,131万円

年金コース

一時金 約1,086万円
一時金コース

加入
（30歳）

お払込満了
（60歳）

掛金お払込期間
（満30年）

お
払
込
満
了
時
積
立
金

（
積
立
金
1
0
8
６
万
円
）

（しくみ図はイメージを表したものです。）

積立金
（脱退一時金）

お払込掛金累計

退
職
時
自
由
選
択（
積
立
金
約
5
7
2
万
円
）

10年保証期間付終身年金
基本年金月額 （男性） 約24,100円 （女性） 約21,000円
年金受取期間    一生涯
保証期間（10年間）の年金受取累計額
 （男性） 約289万円 （女性） 約252万円

10年確定年金
基本年金月額 約50,300円
年金受取期間 10年間
10年間の年金受取累計額 約603万円

15年確定年金
基本年金月額 約34,600円
年金受取期間 15年間
15年間の年金受取累計額 約622万円

5年確定年金
基本年金月額 約97,500円
年金受取期間 5年間
5年間の年金受取累計額 約585万円

一時金 約572万円
一時金コース

35歳加入 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳

現職中（掛金払込期間）

退
職
時
積
立
金

45歳

掛金
200万円

50歳 55歳 60歳

退
職
時
積
立
金

●加入年齢 35歳
●掛　　金 月　払 10,000円 10口
 一時払（45歳時） 200万円 2,000口
●払込満了年齢 60歳
●払込満了時積立金 5,720,000円

加
入
例

（しくみ図はイメージを表したものです。）

月払 1万円

一時払 200万円

60歳時退職のとき
　

約232万円
（掛金累計　200万円）

脱退一時金

脱退一時金

掛金累計

60歳時脱退のとき
脱退一時金
約340万円

（掛金累計　300万円）

脱退一時金

加
入
例

●加入年齢 30歳（男性）
●掛　　金 月　払 10,000円 10口
 半年払 100,000円 100口
●払込満了年齢 60歳
●払込満了時積立金 10,860,000 円

●病気もケガも一生涯保障
●入院保障は5日未満の入院でも5日分
を保障さらに入院一時金特約でもっと
手厚く！

●入院前後の通院保障がますます充実！

●がんの手術・放射
線・抗がん剤治療
を手厚く保障

●がん治療の多様化
と長期化にも対応

●幅広くまとめて保障

保険事業（引受保険会社：アフラック）

（引受保険会社：富国生命）いきいき年金

（引受保険会社：第一生命・明治安田生命）ドリーム年金・終身弔慰金プラン

退職厚生部退職厚生部退職厚生部 現職中から退職後まで終身にわたる医療補助金を給付しております。現職中から退職後まで終身にわたる医療補助金を給付しております。

【その他　現職会員事業】

●給付事業
　医療補助金／弔慰金／
　退会一時金／退職給付金

●福利事業
　新加入者記念品／
　年金運動／
　会員プレミアム事業

【その他　退職会員事業】

●給付事業
　医療補助金／長寿祝品／弔慰金／災害見舞金／退会金

●福利事業
　健康診断助成／旅行補助事業

●旧友事業
支部活動／会報発行／会員手帳／新会員歓迎補助／
健康・余暇活動促進事業／金婚祝賀会／慶寿会／
パークゴルフ大会（年１回）／公演鑑賞補助事業

【現職会員の医療補助金計算】
ひと月の１診療明細あたりの自己負担額から１０，０００円を控
除したものを給付。（限度額１０，０００円、１００円未満切捨）

例：1診療明細で15,000円負担した場合

【退職会員の医療補助金計算】
会員、配偶者、それぞれのひと月の自己負担額から６，０００円
を控除し、６割を乗じたものを給付。（限度額２５，０００円、１００
円未満切捨）

例：ひと月に支払いをした医療費（配偶者分）
　○○病院 内　科 ４，０００円 
　○○病院 耳鼻科 ３，５００円
　○○病院 内　科 ３，０００円 
　△△医院 内　科 ２，５００円
　○○病院 内　科 ５，０００円 
　◎◎薬局  ５，８００円

　　　合　計①  23，8００円
　　　控除額②  －６，０００円
　　　① － ② 17，8００円 ×６割→10，６００円給付

会員の医療補助金 会員 と 配偶者 の医療補助金
〇加入 偶数月の各1日
〇月払掛金は毎月給与から控除　1口1,000円で1口～999口限度
〇一時払掛金（８月・２月）で積立金の増額が可能　1口1,000円で50口～9,990口限度
〇年末調整時の保険料控除 税適（Ａ）コース 個人年金保険料控除
 自由（Ｂ）コース 一般生命保険料控除

〇加入 偶数月の各1日
〇月払掛金は毎月給与から控除　1口1,000円で1口～200口限度
〇半年（賞与）払で積立金の増額が可能　1口1,000円で5口～1,000口限度
〇年末調整時の保険料控除　一般生命保険料控除

R3.4.1現在

予定利率

1.25%1.25%

R3.4.1現在

予定利率

1.30%1.30%

会員プレミアム事業…
現職中、退職厚生部に加入い
ただいている会員だけが参
加可能

今年度は
・いちご狩りとランチを楽し
む集い　（中止）
・ぶどう狩りとパフェを楽し
む集い

10,000円 15,000円

公的年金の補完に…（個人年金）公的年金の補完に…（個人年金）

１5，０００円に対して5，０００円給付

終身

３6歳 退　職

現 職 中現 職 中 退 職 後退 職 後

掛　金

加入

給料月額の0.5%



30,000円結 婚 祝 金

子１人につき10,000円

出 産 見 舞 金

子１人につき10,000円中学校卒業祝金

本人・配偶者10,000円

小学校入学祝金

病 気 見 舞 金

一家屋につき100,000円災 害 見 舞 金

弔 慰 金 本人300,000円　配偶者100,000円　
その他の被扶養者20,000円　

療養期間30日以上90日以下　10,000円　
91日以上　20,000円

30,000円
（50歳になる年度まで祝金給付がない会員）会員特別給付金

掛金累計の8割（退職時）退 職 返 還 金

生活

結婚・奨学

マイカー・物品購入

住宅

 貸付上限額 200万円

 貸付上限額 300万円

貸付上限額 2,000万円 

・「保証料（保証人）」や
　「手数料」等の費用はかかりません。
・必要書類は、本会ホームページよりダウンロードください。
・毎月の返済合計額が給与月額の3割を超える貸付はできません。
・借換は、返済回数３６回以上で可能です。
 詳細はお問合せください

月2回貸付手続き簡単

給付事業 ＊人生の節目に各種祝金等を給付　
＊事由の発生後3年以内に請求ください 貸付事業 ＊低金利での各種貸付を実施

（変動利率）

年 利

1.26%1.26%

20,000円
（今年度該当：平成8年4月～平成9年3月に結婚された会員）銀 婚 祝 金

各種事業に参加いただけます。

現職の先生方を対象とした事業を行っております。現職の先生方を対象とした事業を行っております。

加入

現職中 退職後

厚生会事業案内厚生会事業案内厚生会事業案内

ご来店は不要
お電話、ＦＡＸ、メールにて

お申し込みＯＫ！！

一般財団法人 富山県教職員厚生会

URL:http://www.toyamakyoko.jp   E-mail:jimukyoku@toyamakyoko.jp

宿泊代金の10%を補助
※宿泊代金が1万円以下の場合は一律1,000円補助

但し、航空券、JR券のみの購入の場合、送料（実費）を負担いただきます。

コンビニ振込みがとても便利です。

各旅行会社の企画する国内・海外パック商品の旅行代金の4%を補助（最高3万円）
※東武トップツアーズと取引がある会社の商品に限ります。
•東武トップツアーズ　•JTB　•日本旅行　•ANA　•JAL　•ニュージャパントラベル　•読売旅行　など
（阪急交通社は除く）

事業カレンダー
★印の事業は会員と家族対象です。5月5月

8日㈯ ★いちご狩りとランチを楽しむ集い
（退職厚生部現職会員対象）　中止
〈氷見ファーム中田〉

28日㈯ ★ぶどう狩りとパフェを楽しむ集い
（退職厚生部現職職員会員対象）
〈やまふじぶどう園〉

6月6月
26日㈯

7月7月

31日㈯

28日㈬

21日㈯

10月10月

11月11月
30日㈯

21日㈭　 
～24日㈰

12月12月
4日㈯

令和4年

下旬

木彫刻教室　中止
〈教育記念館〉

6日㈯ ★親子パンづくり教室
〈総合カレッジSEO富山校〉

★地引き網を楽しむ集い
〈富山市　常願寺川河口〉

豊かな人生を拓く集い
〈高岡文化ホール〉

29日㈭

30日㈮

セカンドライフを考える集い〈高志会館〉
ライフプランセミナー
〈高志会館〉

★親子パンづくり教室
〈総合カレッジSEO富山校〉

豊かな人生を拓く集い
〈高志会館〉

豊かな人生を拓く集い
〈高志会館〉

7日㈯ ステンドグラス教室〈教育記念館〉

8月8月
4日㈬ ヘルスアップ事業

（～20日の内5日間開催）

健康セミナー
〈高志会館〉

20日㈬ 教育関係合同慰霊祭
〈とやま自遊館〉

教美展
〈県民会館〉

★マジック＆バルーンアート教室
〈高志会館〉

2月2月
退職手続き等個別相談会
（～3月上旬）

幹事さん
　 必見

！！
早く申し込んで
おいてヨカッタ！
早く申し込んで
おいてヨカッタ！ 職員旅行、歓送会職員旅行、歓送会職員旅行、歓送会

知って得する！会員サービス事業 厚生会旅行指定店・東武トップツアーズ㈱富山支店に
申込をした場合に限ります。

①会員と家族の宿泊補助

②会員と家族のパッケージツアー利用補助

③職員旅行、忘年会、新年会等のグループ旅行も補助があります。

④企画旅行参加会員補助旅行代金の2割（3万円限度）を補助

⑤旅行クーポン券の無料送付

⑥旅行代金等の振込手数料は無料

ご自宅、勤務先など
ご希望の送付先を
お知らせください。

●カフェテリア券のご利用は３月末までのご旅行に限ります。
●乗車券のみのご依頼はお受けできません。
●カフェテリア券でご購入いただきましたJR券はみどりの窓口での払い戻しは出来ません。
　弊社にてカフェテリア券で払い戻しをさせていただきます。

〒930-0029　富山県富山市本町9番10号（大同生命富山ビル7F）
営業時間／平日9:30～17:30　休業日／土曜・日曜・祝日・年末・年始

東武トップツアーズ株式会社富山支店 TEL
FAX

076－444－2345
076－441－6790

《E-mailアドレス》TOYAMA9@tobutoptours.co.jp

一般事業部一般事業部一般事業部

一般財団法人富山県教職員厚生会

福利厚生事業
●カルチャー教室　•木彫刻教室　•ステンドグラス教室　
●健康・余暇活動促進事業 ●公演鑑賞補助事業  
●旅行補助事業 
●特別企画旅行補助（対象：会員と家族） ●会報わかば 
●家族で楽しむ集い（対象：会員と家族）
　•地引き網を楽しむ集い　•親子パンづくり教室　•マジック＆バルーンアート教室

●富山県教育関係合同慰霊祭 ●物故会員供物 
●生涯生活設計セミナー ●ヘルスアップ事業 
●健康セミナー ●家庭常備薬等の斡旋
●健康食品等の斡旋 生涯生活設計セミナー 健康セミナー

地引き網を楽しむ集い

親子パンづくり教室

木彫刻教室

ステンドグラス教室

カフェテリア券

退職時に掛金累計の

80%
退職返還金として
お返しします。

掛金
給料月額の

1%

公益目的事業 ●富山県教職員美術展　　　　　　 ●奨学資金交付事業

掛　金

相
談
事
業

•開 設 日／毎月第2水曜日　13：00～16：00

•開設場所／教育記念館

•開設日程

•相 談 員／ 佐伯康博顧問弁護士 TEL：076-425-1775　

 北井徹顧問公認会計士 TEL：076-433-5835

※開設日の変更が有りましたら、会報「わかば」等でご案内します。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
　各事業が中止又は延期になる場合がございます。
　予めご了承ください。

2021年 
４月７日㈬　５月19日㈬　６月９日㈬　７月14日㈬
８月４日㈬　９月８日㈬　10月13日㈬　11月10日㈬
12月８日㈬

2022年 
１月12日㈬　２月９日㈬　３月９日㈬

令和3年度令和3年度

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会員の皆様の健康と安全を考慮し、各事業が
中止及び延期になる場合がございます。

厚生会は、教職員等の会員と家族の皆様の生活の安定と福祉の増進を図るための相互扶助組織です。


