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回覧

※担当者様、
このニュースを職場の皆さんに回覧していただきますようお願いいたします。

富山ガラス工房 ! クリスマスガラスオーナメント
制作体験教室 参加者募集

親子で手作り X‘mas ケーキ
「くまチャンサンタさんとチョコパフェ」
一日教室 参加者募集

12月13日（日） 8：55集合

9：00開始後、デザイン考案に20分、作成に30分。順番に
作成し、11：50には終了予定
富山ガラス工房（富山市西金屋85）
第2工房「ガラススタジアム」
講師：富山ガラス工房講師

12月12日（土）
【A】10：00～12：00
【B】13：00～15：00
富山市民プラザ2F
「ホームメイドクッキング富山校」

20名 ※最少催行人数
会員及び家族 1,500円

【大人1名、小人（5歳〜小学生）1名】×各10組
1組2,800円（一般料金は4,950円）

（一般料金は3,100円 ※材料費、保険料含む。）

その他一般
3,100円
申込期間●11月2日（月）〜11月9日（月）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月11日(水)
中にFA Xでお知らせします。

※1組で1台を作ります。※持ち帰り用箱付き。※1人ずつチョコ
トライフル付き。※小人1名を追加の場合は、1,500円の追加料
金で「子くま」のケーキ1台とチョコトライフルが付きます。
今回はチョコトライフルもお持ち帰りいただきます。

申込期間●11月２日(月)〜11月11日(水)
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月16日(月)
中にFAXでお知らせします。

【内容】ガラス作家が制作をサポートし、初めての方でも楽しく制作できます。
※サイズ、アイテム、デザインは指導作家と相談しながら決めていただきます。
マスクの着用、長ズボン、スニーカー等、動きやすい服装で参加下さい。

チューリップテレビ開局30周年記念

【内容】「くまチャンサンタ（直径16㎝）」スポンジとクリーム、ダブルチョコ
レート味の可愛いくまチャンサンタ（チョコレートケーキ）を作りましょう。
「チョコパフェ」スポンジ、アイス、チョコクリームにチョコレートソースをかけ
て召し上がれ。親子で楽しく可愛いくまチャンを作りましょう!
※マスクを着用し参加していただきます。

特別展ミイラ「永遠の命」を求めて
チケットあっせん

2021年1月15日（金）～3月26日（金）
富山県民会館 美術館
一般・大学生 1,100円
（一般前売1,400円、当日200円高）300枚
小・中・高校生 500円
（一般前売 800円、当日200円高）100枚

ミュージカル『パレード』富山公演
チケットあっせん
２月【Ａ】20日(土) 17：30開演
【Ｂ】21日(日) 13：00開演
オーバード･ホール
全席指定12,600円※送料込。
（一般料金は13,500円※送料別） 各30枚

※会員1人につき合計4枚まで。

申込期間●12月7日（月）〜1月14日（木）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。

※会員１人につき２枚まで。※未就学児入場不可。
※感染対策予防を鑑み、当日座席の移動をお願いする場合もあり
ますので予めご了承下さい。

ミイラには多くの人々を惹きつける力があり、その根源にあるものは、遠い昔に亡
くなった人の「姿」がそのまま残っていることに対する驚きではないでしょうか?ま
た、昨今の科学技術の進歩によって、
ミイラから引き出すことの出来る情報も飛躍
的に多くなり、学問的な関心も高まっています。本展は自然にミイラとなったもの
から、人工的につくられたミイラまで、南米、
エジプト、
ヨーロッパ、
オセアニア、
日本
からミイラ43体を副葬品も交えて展示。最新科学によって明らかになったミイラ
の実像、
ミイラの文化的・学術的価値、そして人類が持つ多様な死生観と身体感を
紹介する、
これまでにないミイラを科学する展覧会です。

申込期間●11月16日（月）〜11月20日（金）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月27日（金）
中にFA Xでお知らせします。

家庭常備薬の斡旋について
サポートニュース 237 号に、
「家庭常備薬の斡旋について」を同封してありますので、どうぞお申し込みください。
申込方法●申込用紙に必要事項を記入の上、10月30日（金）までに、

サポートとやまへFAXでお申し込みください。

※今回の申込用紙の記入欄に、事業所番号を記入する枠が表示されていませんが、事業所番号と会員番号を記入の上、お申し込みください。
※申込用紙は、必要枚数をコピーしてご利用ください。申し込み用紙1枚毎にお一人分ずつお申込みいただいた場合、
お一人分ずつが小袋で小分けにされた状態で届きますので、到着時に分ける手間が省けて便利です。
※ 1 8 ページの申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送・または サポートとやま窓口で申し込んでください。≪ホームページ上のお問い合わせフォームか
らも申し込み可。詳しくは HP をご覧ください。≫申込期間終了後、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

①

図書カード

KFC カード

期間限定特別割引
「図書カード」の割引あっせん

期間限定特別割引
ケンタッキーフライドチキン
3,000 円券の割引あっせん

全国の書店やその他で利用できる
プリペイドカードです。

全国の店舗で利用できるプリペイドカードです。

1枚2,500円

1枚2,500円

500枚

250枚

（一般料金3,000円【3,000円ぶん】のところ）

（一般料金3,000円【3,000円ぶん】のところ）

※会員1名につき1枚まで。
申込期間●11月4日(水)〜11月11日(水)
申込方法●※1参照 なお、今回はお申込みいただいた
会員全員に、11月16日（月）中にお支払方法等を
FAXでお知らせします。

※会員1名につき1枚まで。
※お釣りは出ません。
申込期間●10月26日(月)〜11月4日(水)
申込方法●※1参照 なお、今回はお申込みいただいた
会員全員に、11月13日（金）中にお支払方法等を
FAXでお知らせします。

スキー

【白馬岩岳スキー場】

“おすすめ”期間限定！リフト前売り券

【白馬栂池高原スキー場】

≪前売1日券大人（中学生以上）
3,400円（通常4,600円）≫→2,600円
≪前売1日券小人（小学生）
2,300円（通常2,800円）≫→1,600円

“おすすめ”期間限定！リフト前売り券
≪前売1日券大人（中学生以上）
4,000円（通常5,500円）≫→3,200円

（シーズン中いつでも利用できます） ※会員1人につき4枚まで。

申込期間●11月19日
（木）
～12月10日
（木）、 サポート
とやま窓口で販売します。

≪前売1日券小人（小学生）
2,400円（通常3,300円）≫→1,700円

【妙高高原 杉ノ原スキー場】

≪前売1日券大人（中学生以上）
4,800円（ランチ券1,000円分付き）
（通常6,500円）≫→3,800円

“おすすめ”期間限定！リフト前売り券
≪前売 1 日券大人 （中学生以上）
3,400円（通常4,800円）≫→3,000円
≪前売 5 時間券大人 （中学生以上）
3,000円（通常4,200円）≫→2,600円

≪前売1日券小人（小学生）
3,200円（ランチ券1,000円分付き）
（通常4,300円）≫→2,300円

※シーズン中いつでも利用できます。 （参考 ： 小学生以下は全日無料）

（シーズン中いつでも利用できます）※会員 1 人につき 4 枚まで。

※会員１人につき４枚まで。
申込期間●11月19日
（木）
～12月25日
（金）、 サポート
とやま窓口で販売します。

申込期間●11月19日
（木）
～12月10日
（木）、 サポート
とやま窓口で販売します。

コンサート
東京ゲゲゲイ歌劇団 Vol.Ⅳ
キテレツメンタルワールド チケットあっせん
2021年2月3日（水） 18：30開演
オーバードホール
全席指定7,000円※送料込。（一般料金は7,500円※送料別）
30枚 ※会員1人につき2枚まで。

※3歳未満は大人1人につき1人まで膝上無料（座席が必要な場合は有料）
※感染対策予防を鑑み、当日座席の移動をお願いする場合もありますので予めご了承下さい。
※2020年5月31日（日）の延期公演となります。

申込期間●10月30日（金）～11月6日（金）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月10日(火)中にFA Xでお知らせします。
※ 1 8 ページの申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送・または サポートとやま窓口で申し込んでください。≪ホームページ上のお問い合わせフォームか
らも申し込み可。詳しくは HP をご覧ください。≫申込期間終了後、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

②

映

画

映画鑑賞チケットの割引斡旋
利用できる施設

斡旋金額

J MAX THEATER とやま

（ユウタウン総曲輪 内）

TOHO シネマズファボーレ富山
TOHO シネマズ高岡
他

利用限度枚数

大人 1,200 円（一般 1,900 円）

※会員１人につき年度
内計 4 枚まで

大人 1,200 円（一般 1,900 円）

※会員１人につき年度
内計 6 枚まで

※10月16日現在のTOHOシネマズ映画鑑賞チケットの有効期限は、2021年3月末日です。

申込方法●

サポートとやま窓口で販売します。

※J MAX THEATERとやまは5枚目からは1,400円で、TOHOシネマズは7枚目からは1,400円で何枚でも購入できます。
※一時的に在庫切れが生じる場合があるので、事前にお電話でお確かめください。
※購入済みチケットの利用期限の延長については、 サポートとやまへお問い合わせください。

入浴施設
入浴施設のチケット割引斡旋
施設名
満天の湯［4/1
改定］
【１１/２改定】
楽今日館

斡旋金額

ＮＥＷ

ゆ～とりあ越中
ファボーレの湯

太閤山天然温泉「太閤の湯」
源泉かけ流し 天然温泉 海王
天然温泉 湯来楽（ゆらら）
陽だまりの湯
らくち～の（朝日）
呉羽の湯・福岡の湯・有磯の湯・となみのゆ
呉羽ハイツ
ホテル森の風立山［4/1 改定］
越のゆ富山店
あいらぶ湯（滑川）
アルプスの湯（上市）

申込方法●

【入館料】中学生以上
５２０円
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【岩盤浴料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【岩盤温熱専用館内着料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入浴料】中学生以上
【入館料】共通券大人
【入浴のみ】大人
【入浴のみ】大人
【入浴料】中学生以上
【入浴料】中学生以上
【入浴料】中学生以上

560円(一般750円)
440円(一般620円)
500円(一般650円)
680円(一般880円)
400円(一般470円)
630円(一般850円)
590円(一般700円)
540円(一般870円)
380円(一般670円)
460円(一般650円)
500円(一般630円)
360円
520円(一般660円)
610円(一般900円)
540円(一般620円)
430円(一般620円)
490円(一般610円)

※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期間 1 年
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ

サポートとやま窓口で販売します。

※会員1人につき年度内各20枚まで。※一時的に在庫切れが生じる場合があるので、事前にお電話でお確かめください。

ジェフグルメカード

トイカード（こども商品券）

おもちゃやベビー・子供服などの
購入に利用できる「こども商品券」
（全国約 5,500 店で利用可能）
の割引あっせん

全国約 3 万 5 千店で利用できる
共通お食事券
「ジェフグルメカード」割引あっせん
全国のファミリーレストラン、ファーストフード店など
で利用できる便利なお食事券です。

全国のデパートやおもちゃ・玩具専門店などで利用
できる便利な商品券です。

1セット4,500円

1セット4,500円

（一般料金5,000円【5,000円ぶん】のところ）
※会員1名につき年度内1セットまで。※有効期限ナシ。

（一般料金5,000円【5,000円ぶん】のところ）
※会員1名につき年度内1セットまで。※お釣りは出ません。

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。

※一時的に品切れが発生し、次の入荷までお時間をいた
だく場合がありますので、ご利
用の際には、あらかじめお電話
←利用できるお
で在庫確認のうえ、お申し込み
店はこちらから
ください。

※一時的に品切れが発生し、次の入荷までお時間をいた
だく場合がありますので、ご
利用の際には、あらかじめお
←利用できるお
電話で在庫確認のうえ、お申
店はこちらから
し込みください。

③

スポーツ・レジャー
指定保養宿泊施設の利用助成（補助金額1,000円）
申込方法●①各施設へ直接、電話予約してください。その際、 サポートとやま会員であることを申し添えてください。
②予約後、 サポートとやまにお電話いただければ申請に必要な書類をお送りいたします。
③ サポートとやまへ申請書を提出していただいた後、
『 保養施設利用券』等を発行します。
利用方法●宿泊または日帰り当日、施設フロントへ『保養施設利用券』等を提出していただきます。

富山労働者福祉事業協会（労福協）の保養施設利用補助券の補助金額変更のお知らせ
申込方法●2021年3月末の宿泊利用分まで、補助金額が600円から2000円に変更になりました。
利用方法● サポートとやまの指定保養宿泊施設の利用（宿泊）助成申請時にお問い合わせください。

大好評!!湯快リゾートご宿泊券 あっせん
■【その①】 ご予約の上、湯快リゾート
（ホテル・旅館）
を宿泊利用する際に、施設フロントで サポートとやまの会員証を提示
すると、会員を含む中学生以上の同伴者全員、1泊2食基本料金に対して500円の割引が受けられます。※ご利用の施設がある各

エリアの予約センターの専用電話番号からご予約いただいた場合、
または湯快リゾートホームページからweb予約をした場合に限ります。予約
センターの電話番号については、湯快リゾートのホームページをご覧ください。

■【その②】 【その①】に加えて、湯快リゾート（ホテル・旅館）の宿泊代金の支払いに利用できる宿泊券（5,000円ぶ
ん）を、会員1名につき、年度内1枚まで4,200円で購入できます。2枚目からは、4,700円で最大9枚まで購入できます。
※【その①】と【その②】の併用可。
（NEW：4月1日から額面変更）

申込方法●【その②】

サポートとやま窓口で販売します。

“キャンプ・バーベキューに !!” ケビン・コテージ・ログハウスの利用補助
施設名および予約先電話番号

グリーンパーク吉峰コテージ

483-2828

杉ヶ平キャンプ場コテージ

利賀国際キャンプ場コテージ

0763-68-2556

富山県立山山麓家族旅行村貸別荘ケビン 481-1748

富山市割山森林公園天湖森

485-2777

とやま古洞の森ケビン

434-0777

森のコテージ 木・ＭＡＭＡ

457-2131

東福寺野自然公園ＳＬハウス

474-1141

イオックスヴァルトコテージ

0763-55-1969

施設の種類

利用形態

補助金額

6 人棟利用の場合
（※または 8 人棟）

宿 泊

4,000 円

日帰り

2,000 円

施設の種類

4 人棟利用の場合

458-1352

利用形態

補助金額

宿 泊

3,000 円

日帰り

2,000 円

申込方法●①各施設へ直接、電話予約してください。その際、 サポートとやま会員であることを申し添えてください。
②予約後、 サポートとやまに電話・FAX・メールをいただければ申請に必要な書類をお送りいたします。
利用方法●施設利用当日、施設窓口へ『ケビン等利用補助券』を提出していただきます。
※会員 1 人につき年度内 1 回のみ利用できます。

ゴルフ練習場プリペ―ドカードあっせん
オーシャンゴルフ

10,500円(一般料金11,000円) ※11,500円分

キンダイゴルフガーデン

9,500円(一般料金10,000円) ※10,500円分

富山インターゴルフアカデミー

9,500円(一般料金10,000円) ※11,500円分

南ゴルフクラブ

9,500円(一般料金10,000円) ※10,100円分

シティゴルフ

9,500円(一般料金11,000円) ※11,500円分

申込方法●

サポートとやま窓口で
販売します。
※一時的に在庫切れが生じる場合が
あるので、事前にお電話でお確かめ
ください。
※会員 1 人につき年度内計 2 枚まで。

会員証提示による あるぺん村 らくらく♪「立山室堂直行バス」乗車料金割引
（中止のお知らせ）
2020年は、会員証提示による乗車料金割引（10%引き）が中止になりました。
④

市営テニスコート回数券の割引あっせん

「富山市総合体育館・市民プール」
共通プリペイドカード
（2200 円分）
の
割引あっせん

斡旋料金● 11 枚綴り 2,800 円（一般 4,400 円）
庭球場（南総合公園・馬場記念公園・石坂・五艘・蜷川・呉
羽・星井町・布瀬南公園・西番・城東ふれあい公園・東富山
運動広場・大山テニスコート）

1,300円（一般2,000円）
申込方法●

申込方法●

サポートとやま窓口で販売します。
※会員 1 名につき年度内 1 綴まで。

サポートとやま窓口で販売します。

※会員1人につき年度内2枚。

クリスマスケーキ購入補助
クリスマスケーキ購入補助券

下記の指定店でクリスマスケーキを購入する際に利用できる補助券を発行します。

300枚 ※会員1名につき1枚まで。
斡旋金額●下記参照

※クリスマスケーキ以外には利用できません。

申込期間●11月16日（月）〜11月25日（水）
店

申込方法●※1参照 なお、12月4日(金)中に補助券を発送します。
利用方法●下記のいずれかのお店で、12月15日（火）までに電
話予約していただきます。お受け取り当日、お支払いの際に補助
券を提出してください。

名（50 音順）

洋菓子工房 TANAKA（富山市婦中町ねむの木）
菓子工房ティン・カーベル ( 富山市下冨居 )
和の心 ぷちロール ( 富山市根塚町 )
ボンボン洋菓子舗（富山市堀川町）
パティスリー ミレジム ( 富山市婦中町速星 )
リブラン各店

内

容

各種、Xmasケーキが500円引きになります。
※一部のお店では、対象となる商品の種類が限定されます。また、
一部の商品は、購入できる数が限定されます。詳細は、補助券に記
載してあります。
※左記のいずれか１店で利用できる共通券となっており、補助券を
受け取った後、利用店を決めることができます。

グルメ
ANA クラウンプラザホテル富山「カフェ・イン・ザ・パーク」 チケットあっせん
「カフェ・イン・ザ・パーク」で利用できるお食事チケット3,000円券
2,500円（一般料金3,000円）

有効期間●10月～12月25日
※営業時間 【平日・（日）・祝日】 11：30～18：00（LO）
【（金）・（土）・祝前日】11：30～21：00（LO）
※会員1人につき4枚まで。

「雲海」で利用できるお食事ケット3,000円券
（ランチにもディナーにも利用できます。）
2,500円（一般料金3,000円）

有効期間●10月～12月13日 ※（月）・（火）は除く。
※営業時間 【ランチ】 11：30～14：00（LO）
【ディナー】17：00～21：00（LO）
●予約の上、ご利用ください。
申込期間●10月20日
（火）
～12月11日
（金）
まで
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。 ※予定枚数に達し次第締め切らせていただきます。

ホテル日航金沢

ランチバイキング チケットあっせん

ホテル日航金沢２階 ザ・ガーデンハウス
中学生以上 土日祝 2,500円（一般料金3,000円 ※税サ込)
平 日 2,200円（一般料金2,600円 ※税サ込）
※会員1人につき3枚まで。
有効期間●10月～12月20日（日） ※営業時間11：30〜14：00（予約の上、ご利用ください。）
申込期間●10月20日
（火）
～12月11日
（金）
まで
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。 ※予定枚数に達し次第締め切らせていただきます。
※ 1 8 ページの申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送・または サポートとやま窓口で申し込んでください。≪ホームページ上のお問い合わせフォームか
らも申し込み可。詳しくは HP をご覧ください。≫申込期間終了後、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

⑤

美術館・博物館
富山県美術館観覧 チケットあっせん

富山県水墨美術館観覧 チケットあっせん

申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順

申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順

※会員1人につき2枚まで。※コレクション展も観覧できます。
展覧会名

開催期間

富野由悠季の世界

※会員1人につき2枚まで。※常設展も観覧できます。

観覧料 ( 大人のみ )

展覧会名

開催期間

墨は流すもの
－ 丸木位里の宇宙 －

11/28（土）
大人 900円
〜1/24（日） （一般当日1,400円）

観覧料 ( 大人のみ )

11/13（金）
大人 500円
〜12/27（日） （一般当日900円）

「原爆の図」で知られる丸木位里は、すでに戦前から水墨を用いた実験
的な制作に果敢に取り組んできた画家でした。本展では、初期から晩年
までの代表作により、「墨」 の表現の深遠な可能性を追求し続けた画業
を紹介します。

アニメーション映画監督、脚本家、作詞家とし
て様々な作品に係わった富野由悠季（1941年
神奈川県生まれ）の、半世紀以上にわたる仕事
を回顧する展覧会です。本展は、全国6会場の
美術館により企画・開催され、各館ごとに
キャッチコピーを決めています。富山展の
キャッチコピーは「ガンダム、立山を臨む。富
山県美術館」。「アニメーションは映画だ」と
いう思いを軸に展開されてきた作品と制作のあ
ゆみを、6つの章で紹介します。少年時代の創 ©© 手塚プロダクション・東北新社
東北新社 © サンライズ © 創通・
© サンライズ・バンダ
作、TVアニメーションの演出家としてデビュー サンライズ
イビジュアル・バンダイチャンネ
ル ©SUNRISE・BV・WOWOW ©
を果たした手塚プロダクションの『鉄腕アト オフィス アイ
ム』など初期作品から、昨年40周年を迎えた代表作『機動戦士ガン
ダム』シリーズや近年の監督作品まで、直筆の絵コンテ、仕事を共に
してきたクリエイターたちのデザイン画など、充実した資料を通し
て、その仕事の全容に迫ります。富山県美術館、初のアニメーション
映画の企画展。富野監督の世界を堪能できる、映像インスタレーショ
ンなど見どころが満載です。また、展覧会オリジナルグッズに加え、
富山会場のオリジナルグッズも販売予定です。

申込期間●11月6日（金）〜12月4日（金）

ミュゼふくおかカメラ館 チケットあっせん
申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順

※会員1人につき2枚まで。※コレクション展も観覧できます。
展覧会名

開催期間

観覧料 ( 大人のみ )

ミュゼふくおかカメラ館開館20周年

日本スポーツ写真協会報道写真展 10/3（土）
大人 550円
〜11/15
（日） （一般当日800円）
スポーツに魅せられて
ーアスリートたちを応援してー

野球、バスケットボール、ラグビー、モータース
ポーツ、そしてオリン ピック。世界は数多くのス
ポーツで繋がっています。スポーツの持つ一瞬一
瞬のドラマをカメラ を通して切り取った作品展を
開催します。アスリートの研ぎ澄まされた精神と
高鳴る鼓動、 脳裏を駆け巡る様々な想いをご覧下
さい。今回は朝乃山関や八村塁選手など富山を代表
するアスリートの勇姿を展示。

申込期間●10月26日（月）〜11月27日（金）

申込期間●10月21日（水）〜11月10日（火）

動物園・水族館
「のとじま水族館」
「いしかわ動物園」
「魚津水族館」
「うみがたり」特別入館 チケットあっせん
利用できる施設

のとじま水族館
いしかわ動物園
魚津水族館
上越市立水族博物館
うみがたり
申込方法●

予告

斡 旋 金 額
高校生以上
1,450円 (一般料金1,890円)
3歳〜中学生
250円 (一般料金 510円)
高校生以上
500円 (一般料金 840円)
3歳〜中学生
100円 (一般料金 410円)
高校生以上
450円 (一般料金1,000円)
小中学生
200円 (一般料金 500円)
18歳以上
1,400円 (一般料金1,800円）
小・中学生
500円 (一般料金 900円）
シニア65歳以上 1,100円 (一般料金1,500円）

利用限度枚数

※会員 1 人に
つき年度内
各 4 枚まで。

有効期限
有効期間
令和3年3月31日
まで。
有効期限なし

有効期間
令和3年3月31日
まで。

サポートとやま窓口で販売します。※ 一時的に在庫切れが生じる場合があるので、事前にお電話でお確かめください。

～以下の詳細については、次号の

サポートニュースでお知らせします。～

●スキーリフト券の各種割引利用【立山山麓スキー場】【牛岳温泉スキー場】
●素敵なレストランを貸し切ってお食事会

⑥

その他
人間ドックなどの診断補助について
受診内容

補助額（円）

一泊人間ドック及び日帰り人間ドック 【Ａ】自己負担額が 20,000 円以上
（PET、脳ドックを含む）
【Ｂ】自己負担額が 10,000 円以上 20,000 円未満。
協会けんぽ一般健診などの生活習慣病
予防検診など

3,000 円
1,500 円

【Ｃ】オプションで検査項目を追加し、自己負担額が 10,000 円以上

1,500 円

※一般健診（7,169円）とオプション検査料金（腹部エコー、肝炎ウィルス他）の合計額が10,000円を超えた場合

【Ｄ】年度内に 35・40・45・50・55・60 歳を迎える方が受診した場合

診日および受診者氏名が記載された領収書または請求書を
添付し、 サポートとやま事務局へ申請してください。
２ サポートとやま事務局で提出書類を確認した後、
指定された口座に補助金を振り込みます。

対象●富山県健康増進センター、富山市医師会、富山
赤十字病院、その他の公立・私立病院など、人間ドッ
ク等を実施している医療機関で受診したものが対象。
手続方法●
１ サポートとやま会員が、人間ドック等を受診後、『人
間ドック等診断補助金申請書』に必要事項を記入の上、受

融資あっせん利子補給について
北陸労働金庫と提携、右記の資金融資のあっせんをし、
利子補給を行います。
※ 1 市町村の実施する未組織勤労者保証料補給制度も利用できます。
※ 2 事業資金に利用するものは不可。
※ 3 保証機関の保証料が必要。（保証料がかかります）

1,000 円

※上記の受診内容の中で、年度内いずれか 1 つの受診に対する補助
に限らせていただきます。
※受診後、6 ヵ月以内に申請がないときは、補助は受けられません。

種類
〃

借入限度額

利率

利子補給限度額 返済

700万円

7,000円 10年

フリーローン「く・ら・ら」

1,000万円

10,000円 10年

1,500万円 労働金庫の
1,500万円 定めによる

10,000円 20年

1,500万円

10,000円 20年

7,000万円

10,000円 35年

無担保 自動車ローン「くるま自慢」
〃

リフォームローン

〃

教育ローン

〃

無担保住宅ローン

有担保 住宅ローン

10,000円 20年

借入資格●同一事業所に 1 年以上勤務し、引き続き勤務する会員。※ ただし、事業主を除きます。
利子補給●これらの融資を受けた会員に対して、利子相当分の一部 ( 借入額 100 万円につき 1,000 円 ) を助成しています。
申込方法●最寄の北陸労働金庫窓口で、 サポートとやま会員であることを伝えた上で、融資の相談・お申し込みをしてください。

中小企業退職金共済制度について
新規に中小企業退職金制度に加入される際、 サポートとやまから１事業所につき9,000円を助成。
さらに、制度に加入する人数に応じて、１人につき1,500円を助成します。

※国と市からの助成と併用もできます。 ※必ず サポートとやまにある【専用申込書】をご利用ください。

⑦

給付金の申請はお忘れなく

給付金は、会員の皆さんの申請により給付されるものです。
（申請期間は事由発生の日から3年以内）
。
【給付金の振込先の記入について】給付金の申請書に振込先金融機関を記入される場合は、通帳をご確認の上、正確に記入してく
ださい。記入に誤りがあった場合は、
ご入金手続きが遅れることがありますので、
ご協力をお願いします。
『保険金請求書 兼 証明書＜一括用＞
【複写可】』が必要な場合は、ホームページの各種様式集からダウンロード・印刷して利用できます。
申請方法●
「給付金申請の手引き」
をご覧ください。 ※添付書類は、切り取らずにコピーした用紙をそのまま提出してください。
種 類

結婚祝金
金婚祝金
銀婚祝金
成人祝金
還暦祝金
出産祝金
小学校入学祝金
中学校入学祝金
勤続 10 年祝金
勤続 15 年祝金
勤続 20 年祝金
勤続 30 年祝金
傷病休業保険金（旧：休業見舞）
死亡弔慰金
死亡保険金
後遺障害保険金

（旧：重度障害見舞）

給付事由

給付金額

会員 65 歳未満
会員 65 歳以上
会員 65 歳未満が疾病により重度障害の状態になった
会員 65 歳以上が疾病により重度障害の状態になった
会員が不慮の事故により重度障害及び後遺障害の状態になった

50,000 円
25,000 円
50,000 円
25,000 円
2,000 円～ 50,000 円

会員の結婚
会員の結婚 50 周年
会員の結婚 25 周年
会員が 20 歳になった
会員が 60 歳になった
会員又は配偶者の出産
会員の子が小学校に入学
会員の子が中学校に入学
現事業所勤続期間満 10 年
現事業所勤続期間満 15 年
現事業所勤続期間満 20 年
現事業所勤続期間満 30 年
休業 14 日以上
配偶者
子供
親（実・義・養・継父母）

10,000 円
10,000 円
10,000 円
10,000 円
10,000 円
10,000 円
10,000 円
10,000 円
5,000 円
5,000 円
10,000 円
20,000 円
5,000 円
25,000 円
20,000 円
10,000 円

※死亡保険金・後遺障害保険金の申請の際は様式が異なります。上サポートとやまへお電話等で連絡下さい。

サポートとやま事務局からのお知らせ
日中、

サポートとやま窓口へお越しいただくことが出来ない方のために、次のとおり、窓口業

窓口業務の時間延長について 務の時間を延長します。■延長時間 毎週木曜日 18：30時まで
会員異動の
手続きはお早めに !!

会員の追加加入・脱会などは、会費との関係もありますので、発生した月の月末までに≪異動報告書≫をポストへ投
函してください。翌月からの加入・脱会となります。
※≪異動報告書≫は、2 枚複写（新様式）になりました。1 枚目は受付印を押印の上、返却しますので、2 枚とも提出してください。

「保険金請求書」「人間ドック診断補助金申請書」や「ケビン・コテージ・ログハウ
ス利用補助申請書」
「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」などはホー
ムページの各種様式集からダウンロード・印刷して利用できます。

サポートとやまホームページの各種様式
集からダウンロード・印刷し利用できるもの

今回は10・11月とさせていただき、次号

新規加入事業所紹介
〈敬称略〉〈順不同〉

事業所名

サポートニュース№238は12月に発行する予定です。

道路プラン建設

協組）富山のれん会

あいあい㈱

ALLURE hair&este

● 申込用紙 ●※事業所名 ･ 電話 ･FAX 番号が記入のない場合は、無効となります。 【窓口・ＦＡＸで受付⇒ＦＡＸで連絡】
事業所名
※ご希望の項目のタイトルを○で囲んでください。

TEL（

）

−

FAX（

）

−

ＦＡＸ→ 076 − 493 − 1359

①クリスマスガラスオーナメント制作体験 ②親子で手作り X‘mas ケーキ 参加申込書
参加者氏名

性別

年齢

番号①～②

②の場合

会員 or 家族

A・B

会員 ・ 家族 ・ その他

A・B

会員 ・ 家族 ・ その他

①ミュージカル パレード ②東京ゲゲゲイ ③クリスマスケーキ購入補助券 チケット申込書
会員氏名

会員氏名

番号①～③

①の日時

A・B

枚数

会員氏名

枚

①図書カード ②KFCプリペイドカード
番号①～②

枚数

チケット申込書

会員氏名

枚

番号①～③

①の日時

A・B

番号①～②

枚数

枚

枚数

枚
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