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～～「共済だより」は家族みんなで活用しましょう‼～～

（一財）室蘭市勤労者共済センターはFMびゅ～を応援しています！
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INFORMATION

お知らせコーナー

（一財）室蘭市勤労者共済センターホームページアドレス

URL：http://www.murokyosai.or.jp

★３月は共済センターの年度末決算です！
●会費の自動引落日は ３月 14 日（月）です。
決算ですので未納の無いよう、預金残高のご確認をお願いいたします。

会費の口座振替日のお知らせ
年 月
4年 3月
4月

年 月 日
4年 3月 14日
4月 12日

3・4月分の会費振替日は上記のとおりです。振替
日まで預金残高のご確認をお願いします。会費が
未納ですと給付金や各種サービスを受けることが
できなくなる場合があります。
※口座振替日は毎月12日、但し1月と5月は14日
※振替日が金融機関の休業日（土・日・祝）のときは翌営業日。

会 員 状 況
事業所数

613社

令和4年2月1日現在

会員数

4,499人

退職などにより退会予定者がいらっしゃる場合は異動届を退
会月内（その月の月末が休日の場合は前業務日まで）に必ず
提出してください。（電話でのお届けも受付いたします）

事 務 局 か ら の お 願 い
●慶弔給付金の請求期間は給付事由が発生した日から3年以内です。
●高速バス券（札幌⇔室蘭・大谷地⇔室蘭・新千歳空港⇔室蘭）は共済センター事務局で販売しており
ますが、これらの利用資格は「会員及び同居家族」のみです！
購入される際は窓口で必ず

会員証を提示

してお買い求めください。

※バス券の払戻や交換等は、原則として受け付けませんのでご了承ください。

加入事業所範囲

加入事業所範囲は室蘭地域（室蘭市・登別市・伊達市）です！

★室蘭地域の中小企業の事業主と従業員（パートタイム従業員含む）であればすべての方が加入できます‼
※登別市・伊達市でお知り合いの事業所がございましたら是非ご紹介ください‼
未加入事業所の加入

促進にご協力下さい。

●お知り合いの未加入事業所をご紹介ください。
●共 済センター事務局（☎42-3670）へご連絡くだされば、担当者が訪問し、ご説明のうえ加
入手続きをさせていただきます。
●ご紹介いただきました事業所が3ヶ月以内にご加入された場合、その事業所の加入人数により
（2人～10人で5,000円、11人～40人で10,000円、41人以上で15,000円）の謝礼品を紹介者
に進呈いたします。

映画ご鑑賞券の取り扱い
■共済センター事務局窓口で下記チケットを取り扱っております！共済センター会員は下記共済料金で購入
できます。 購入を希望される会員は会員証を提示してお買い求め下さい。
■チケットの購入は、１会員（一般・ジュニア）４枚までといたします。

スガイディノス映画ご鑑賞券
区

分

料

金

共済料金

一

般

1,300円

1,000円

800円

500円

ジュニア（中学生以下）

■３Ｄ作品ご鑑賞のお客様へ■
３Ｄ作品ご鑑賞の際は、表示金額に
プラス３００円を劇場窓口にてお支払
い頂いております。

下記映画館でご利用になれます。
・ディノスシネマズ室蘭

・ディノスシネマズ旭川

・ディノスシネマズ苫小牧

・サツゲキ

※現在取り扱っている券の有効期間は3月31日ですが、その後は7月31日までの券を入荷予定です。
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パックツアー募集 （栗林トラベル・サポート）
｢栗林トラベル・サポート｣（中島町2丁目24番1号 栗林中島ビル2Ｆ☎41-0077）へ予約した後、共済センター（☎
42-3670）へお申し込みください。｢利用助成証｣ をお送りいたしますので、栗林トラベル・サポートで料金支払い等
の手続きをしてください。なお､ 助成受付は3/30（ホテル限定）
・3/8（毒薬と老嬢）までに限ります。

申込方法

特別企画

栗林トラベル・サポート ＳＥＶＥＮ ＴＯＵＲ

～ご利用条件～

ホテル限定宿泊プラン

●２名様以上１室利用
●１泊２食付諸税、サービス料込
●３月31日まで

※新型コロナウイルス影響等により、内容が変更となる場合がございます。

●募集人員／各ホテル合計で50名

利用資格

（定員になり次第締め切ります。）

助成受付締切

祝いの宿

3月30日までに限ります!

登別グランドホテル

ご集合場所（乗降場所）
室蘭駅前広場バス停付近
母恋駅前バス停付近
輪西駅前バス停付近
東室蘭駅東口バス停付近
仲通バス停（本庄医院向かい側）付近

登別万世閣 （和室）

全館禁煙
宿 泊 日
5名1室
4名1室
3名1室
2名1室
3月1日～3月31日
7,300円 7,800円 8,300円 8,800円
3月5･12･18･21･26日 8,300円 8,800円 9,300円 9,800円
3月19･20日
10,800円 11,300円 11,800円 12,300円
●添寝幼児入館料：1,100円 0歳～2歳（布団食事無） ※ホテルフロントにてお支払ください。
●夕・朝食：バイキング
特典：お一人様1本 ミネラルウォーター付
全館禁煙
洞爺湖万世閣 ホテルレイクサイドテラス
宿 泊 日
4～5名1室
2～3名1室
3月1日～3月31日
9,100円 10,200円
土曜日
10,200円 11,300円
3月19･20日
12,400円 13,500円
●添寝幼児入館料：1,100円 0歳～2歳（布団食事無） ※ホテルフロントにてお支払ください。
●夕・朝食：バイキング
※館・お部屋タイプの指定はできません。
特典：１部屋に１個 温泉まんじゅう付
●子供料金等については栗林トラベル・サポートへお問い合わせください。
※掲載料金はお一人様ご利用料金です。

掲載料金より一律2,000円助成いたします。

※但し、幼児代金については助成の対象外となります。
※料金詳細につきましては、栗林トラベル・サポートへお問い合わせください。

栗林トラベル・サポート

出発時間
8時20分
8時25分
8時35分
8時44分
8時50分

№
6
7
8
9
10

ご集合場所（乗降場所）
JRアパート前バス停付近
若草2丁目バス停付近
富岸2丁目バス停付近
幌別駅西口バス停付近
登別バス停（コープさっぽろ前）付近

出発時間
9時00分
9時05分
9時10分
9時25分
9時40分

※乗降場所のバス停：路線バスの運行上､ バス停付近での乗降となります｡ 多少のご移動をお
願いする場合がございますので予めご了承ください｡

★添乗員同行
利用
資格

助成受付締切 ３月８日（火）まで
⃝お一人様ご旅行代金
旅行代金

24,800円

共済料金

14,000円

大人・小人（小学生以下）同額

1

4月9日
（土）
ＳＥＶＥＮ　 ＴＯＵＲ

室蘭・登別発着

※同居家族の助成は、会員と一緒に利用する場合に該当いたします。
同居家族だけでご利用の場合は、助成の対象になりません。

ブロードウェイとウエストエンドで3年超ロングランの大ヒット作!
久本雅美×藤原紀香 初タッグ！
最強のコンビで贈るブラック･コメディの最高傑作!!

『毒薬と老嬢』

作品についてのご案内

ジョセフ･ケッセルリング＝作
黒田絵美子＝訳 錦織一清＝演出

※注意事項

・全席指定です。
・座席番号は事前確約できません。
・未就学児は入場不可となります。
・入 場の際は、スタッフの指示に
従い感染症対策にご理解とご協
力をお願いいたします。
・コ ロナウイルス感染拡大により
公演が中止となった場合はツ
アー催行中止となります。

・昼 食は ｢不思議の国のアリス｣ の世界観
を満喫できる「アンドスウィーツ!スウィー
ツ!ビュッフェ !アリス」
。可愛いスイーツ
やお食事メニューが盛りだくさん♬

・札幌市内で約2時間のフリータイム♪
お買物やお食事などご自由にお楽しみくだ
さい。

行

出発日

会員及び同居家族

⃝募 集 人 員／10名限定（定員になり次第締切ります｡）
※最少催行人員：20名
⃝利用バス会社／道南バス
⃝食事／昼食1回

日次

※助成申込は掲載月号1回に限ります。
※1会員最大年間10名まで

｢不思議の国のアリス｣ の世界を堪能！
久本雅美

出演
藤原紀香
『毒薬と老嬢』鑑賞&『アンド スウィーツ!スウィーツ!ビュッフェ!アリス』ランチビュッフェ♪

⃝バス乗降場所・出発時刻ご案内
№
1
2
3
4
5

※同居家族の助成は、会員と一緒に利用する場合に該当いたします。
同居家族だけでご利用の場合は、助成の対象になりません。

★助成は1会員5名まで★

宿 泊 日
4～5名1室（和室）3名1室（和室）2名1室（和室）スタンダードツイン
2名1室（洋室）
3月1日～3月31日 10,800円 11,800円 14,300円 12,800円
土曜日､3月20日
12,800円 13,800円 16,800円 14,800円
●添寝幼児入館料：2,200円 2歳～未就学（布団食事無） ※ホテルフロントにてお支払ください。
●夕・朝食：バイキング コンフォートツイン 2名1室（洋室）はスタンダードツインより1,500円UP
特典：夕食時お酒
（お銚子）または ソフトドリンク１本付
ホテルゆもと登別 （和室スタンダード）
宿 泊 日
4名以上1室
3名1室
2名1室
3月1日～3月31日
9,600円 10,100円 10,600円
土曜日
11,800円 12,300円 12,800円
●添寝幼児入館料：1,650円 2歳～未就学（布団食事無） ※ホテルフロントにてお支払ください。
夕食：お部屋（ゆもと膳） 朝食：レストラン（和定食） ※設定除外日：3/19･20
第一滝本館 （西館和室） 全館禁煙
宿 泊 日
5名1室
4名1室
3名1室
2名1室
3月1日～3月31日 10,200円 10,750円 11,850円 14,050円
土曜日、3月20日
12,950円 13,500円 14,600円 16,800円
スーペリア南館 3月1日～3月31日 11,300円 12,400円 14,600円
和室または洋室
土曜日、3月20日
14,050円 15,150円 17,350円
●添寝幼児入館料：3,850円 3歳～未就学（布団無食事付） ※ホテルフロントにてお支払ください。
●夕・朝食：バイキング ※バイキングの対応を中止する場合がございますので予めご了承ください。
ク
ブラッ の
ィ
コメデ 作！
最高傑

会員及び同居家族

程

●入場観光

◎下車観光

＝バス ･･･徒歩

＝
＝
室蘭駅前広場バス停（8:20）＝（各指定乗降場所）＝登別バス停（9:40）＝〈高速利用〉
＝昼食『アンドスウィーツ!スウィーツ!ビュッフェ !アリス』（11:30～12:30）･････ ◎札幌市内フリータイム（約2時間）
･････ 会場へは各自移動（開場14:45） ●道新ホール『毒薬と老嬢』（出演：久本雅美･藤原紀香他）開演15:30（休憩15分）終演18:15頃
終演後、アフタートーク鑑賞＝夕食（各自にて）＝〈高速利用〉＝登別バス停（21:40頃）＝
（各指定乗降場所）＝室蘭駅前広場バス停（23:00頃）

食事
朝－
昼○
夕－

＊現地見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。 ※『毒薬と老嬢』は全席指定となります。お申込グループ単位でのお席がご用意出来ない場合がございますので予めご了承ください。
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３月は共済センターの年度末決算です！
★会費の指定金融機関口座からの自動引落日は

３月14日（月）です！

決算ですので未納の無いよう、預金残高のご確認をお願いいたします。
●会費が未納ですと、給付金やチケット購入、各種助成などのサービスを受けることができなくなる場合があ
りますのでご注意ください。

小学校･中学校入学祝金給付のお知らせ！
●令和4年4月に小学校･中学校に入学されるお子様がいらっしゃる会員の方は、
小学校入学祝金（10,000円）・中学校入学祝金（10,000円）に該当いたしますのでご請求ください。
請求方法

・該当者につきましては、

４月以降に事務局から事業所にお知らせと請求書を送付いたします。

・入学祝金の事由確定はお子様の就学日ですので、

入学式終了後に請求書を提出してください。

受給資格

令和4年4月1日入会済みの会員が対象です。

ご夫婦とも会員の場合はそれぞれ請求することができます。

小学校入学祝金に該当

生年月日

平成27年4月2日～平成28年4月1日

中学校入学祝金に該当

生年月日

平成21年4月2日～平成22年4月1日

給付の申請忘れはありませんか？
▲

慶弔給付金（祝金、傷病見舞金、死亡弔慰金等）の請求期間は、給付事由が発生した日から３年以内です。
お忘れの方は早めにご請求ください。
※「共済金請求書兼証明書」は、当共済センターホームページの［ 各種様式ダウンロード］にあります。

★加入･退会･変更の手続きについて
追加加入

退

会

事業所で新規または中途採用などで従業員を追加加入する場合は、
「会員異動届」
「会員
カード」を事務局に提出してください。
●加入日 加入が承認された翌月の1日
●加入金 200円（加入月に1人）
●会 費 600円（月額1人）
会員が退職、死亡、その他の理由で退会する場合は、
「会員異動届」に「会員証」を添
えて事務局に提出してください。
●退会日 会員異動届を受理した月末
※退職予定者がいる場合は異動届を退会月内(その月の月末が休日の場合は前業務日まで)に必ず提出して
ください。手続きが遅れ翌月に提出されますと、会費が発生してしまいますのでご注意ください。

変

更

次の事項のいずれかに変更が生じた場合は、次の書類を事務局まで、速やかに提出して
ください。
･事業所の移転や名称変更、会費振替金融機関の口座等･･･預金口座振替依頼書
※預金口座振替依頼書（2枚複写）は事務局へご連絡ください。

･会員の住所、同居家族の変更等･･･会員異動届
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巡回健診車による健康診断のお知らせ
令和４年度も船員保険北海道健康管理センターが室蘭地区での巡回健診を実施いたします。旧室蘭船員保険
診療所で受診されたことのある方は、前回データ等が引き継がれ経年的な健康管理にお役立ていただけるとと
もに、今までと同様の健診内容が巡回健診車でも受診が可能です。
受診資格

健診当日満35歳以上の会員

申込方法

受診ご希望の事業所は、船員保険北海道健康管理センターへ健診申込の連絡をしてください。受
診日等が決定しましたら、共済センターへお申込みください。｢利用助成証｣ をお送りいたします
ので、健診当日は､ ｢利用助成証｣ を持参のうえ受診してください。

巡回健診車について

胸部 ･ 胃部レントゲン撮影装置を搭載した健診車にて､ ｢限られた時間に素早く対
応して欲しい｣ という事業所のご要望にお応えいたします｡ また､ 検査内容は施
設で受診される場合と変わりありません｡

職場や事業所で健診会場（会議室等）を有し、健診車駐車
場所の確保ができ生活習慣病予防健診対象者が 30 名以上の
場合は、
事業所にて健康診断の実施が可能です。この場合は、
別途、日程調整させていただきます。

職場や事業所以外の場合は、公共施設を借りて会
場健診を実施しています。少人数事業所の皆さん
へ受診をお勧めいたします。

会場健診スケジュール
●健診実施月 令和４年４月・６月・７月・９月・11 月・12 月に数回
●健 診 会 場 室蘭市市民会館等の公共施設
※詳細につきましては後日、申込いただいた事業所へお知らせいたします。
※会場、配車の都合により、実施月が変更になる場合があります。

お申込み・お問い合わせ

医 療 機 関 名 称 船員保険北海道健康管理センター
住所・電話番号 〒060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目１番地
マルイト札幌ビル4Ｆ
☎011-218-1655 健診業務課

「全福ワンコイン労災 ･ 傷害共済」のご案内
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「ＪＯＹＦＩＴ室蘭モルエ中島」のご利用について
●前年（令和３年４月１日）より、「ＪＯＹＦＩＴ室蘭モルエ中島」が法人会員料金でご利用可能となっており、多
くの方にご利用いただいております。
会員とご家族も対象となりますのでご利用希望の会員等はご連絡ください。

利用料金

入会金：550円

申込方法

共済センター事務局（☎42-3670）へお申込みください。
「JOYFIT法人会員証明書」を送
「JOYFIT法人会員証明書
」を送

入会方法

「JOYFIT法人会員証明書
JOYFIT法人会員証明書」と「
」と「本人確認書類
本人確認書類（保険証等）
（保険証等）
」をお持ち頂き、JOYFITへご来
」をお持ち頂き、JOYFITへご来

利用施設

「JOYFIT室蘭モルエ中島」

月会費：6,578円

登録事務手数料：無料



付いたします。

館して登録手続きをしてください。
室蘭市中島本町１丁目９番18号



☎0143-47-2677

「キッズパーク年間パスポート」利用助成申込
●今年も「キッズパーク年間パスポート」の助成を実施いたします！ 年間パスポート購入者にはお子様1人2,000
円の助成金をお支払いいたします。

利用資格

会員のみ

募集人員

25人 ※募集人員を超えた場合は抽選となります。

利用助成

助成額：2,000円 ※助成対象は１会員お子様１人までとします。

応募方法

共済センター「ＦＡＸ４２－３７１５」まで下記を記入のうえご応募ください。
・事業所名
・会員氏名
・利用希望のお子様の氏名
・住所（当選証の送付先）※郵便番号も記入してください。

その他

※FAXが無い方は共済センター事務局へ郵送または窓口持参も可。
（土･日･祝は不可）

応募期間

３月３日（木）～３月３１日（木）まで
「キッズパーク」 室蘭市生涯学習センターきらん内

利用施設

室蘭市中島町２丁目22番１号



請求方法

■当選者へ「当選証」と「請求書」を送付いたします。

■当選者は購入した「年間パスポート」と「当選証」
「請求書」を持参して共済センター

窓口へご請求ください。
共済センター窓口で助成金をお支払いいたします。

お問合せ

☎0143－42－3670（室蘭市勤労者共済センター）室蘭市東町4丁目29番1号

事 業

所

名

会 員

氏

名

利 用 希 望 の
お子様の氏名

住
所 〒
（当選証送付先）
※応募の書式は自由です。こちらに記入されて送信しても可。
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「2022 新春プレゼント」は大好評でした !!
●共済だより１月号の「2022新春プレゼント」の応募総数は “568名”‼今までで最高の応募人数を更新しま
した。

当選者の声
■壮瞥産のゆめぴりか。初めて食べましたがとても美味しかった。おすすめしたいお米です。
■
「おめでとうございます！」
の文字にびっくりしました。
ふっくら、
もちもちでとっても美味しくいただきました。
（米５㎏）
■まさか当選するとは思ってもいませんでした！ちょっと贅沢に独り寿司行ってきます！
■和さび食事券、メチャクチャうれしーー！！楽しい企画また待ってますね！（和さび食事券）
■初めての応募でしたが当選してよかったです。2月は子供の誕生日なのでよろこんでます。
■わかさいものお菓子もちょいすの寿司も大好きなのでとても嬉しいです。会社の人におすそ分けしたいと思います。
（わかさいも商品券）
■芳醇な匂いが鼻孔をくすぐり、今一度名前を確認し、名前の謂われが解るような気がした。
（色おとこ）

( 一財 ) 室蘭市勤労者共済センター会員は

「ライフサポート倶楽部」を利用いただけます。

●当共済センターは「ライフサポート倶楽部」に加入しており、宿泊･レジャーからショッピング等多彩なサー
ビスをご利用いただけます。宿泊施設は一部助成も実施しておりますが、宿泊以外のサービスも是非ご利用
ください。

～～会員登録(初めての方) ～～
・｢室蘭市勤労者共済センターホームページ｣ トップページ下の
・会員専用ホームページ（MENBER'S NAVI）へログイン

をクリック

・｢会員ログインボックス｣ へ入力
0299L146+8桁の会員番号（共済
センターの会員番号）計16桁入力
初回は会員番号の下8桁（共済セン
ターの会員番号）を入力
2回目以降は､ ご自身で設定された
パスワードを入力
ログインボタンをクリック。会員
情報登録が完了後、サービスをご
利用いただけます。

◎
「くらし」
－生活サービス－ショッピングの一例◎

①
②

①メニューカテゴリーより「くらし」を選択
②くらしメニューから「ショッピング」を選択
③ショッピングメニューから選択

③

※メニュー例：2022年2月現在の内容です。最新情報は会員専用サイトをご確認ください。

幅広いサービスメニューがございますので、まずはアクセスしてお気に入りのサービスを見つけてご利用ください。
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（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称：全福センター)会員の皆さまへ

ご自身・ご家族の安心をサポート! 選べる補償

2022年度版

全福ネット入院あんしん保険( )
医療
・
がん
・
介護

〈団体契約ならではのメリット〉 保険料が割安

約28％の割引(※)が
適用されます。

※団体割引20％
損害率による割引10％

団体保険契約期間2022年6月1日午後4時～2023年6月1日午後4時まで
加入年齢：満5歳～満89歳（2022年6月1日時点の満年齢） 加入年齢が引き上げ

〈医療補償〉★健康状態告知事項が緩和され、ご加入しやすくなりました。
40歳の例

保険料
例
H３タイプ

補償内容

になりました

“ 6,230円 ” 月換算で 約519円！
年間保険料
日額 3,000円
1.5、3、12万円
日額 2,000円
最高 200万円まで

病気・ケガで1日以上入院されたとき
病気・ケガにより手術を受けられたとき（手術の種類に応じてお支払い）
退院後通院されたとき
所定の先進医療を受けられたとき（実額払）

日額 5,000円タイプ、10,000円タイプもあります

加入年齢：満5歳～満89歳（2022年6月1日時点の満年齢） 加入年齢が引き上げ 今年度より約28％の割引が適用されます。

〈がん補償〉新規加入時の待機期間なし！

40歳の例

保険料
例
GN1タイプ

になりました

（昨年までは20％割引）

“ 5,100円 ” 月換算で 約425円！
年間保険料
一時金 50万円
日額 5,000円
5、10、20万円

補償内容 がんと診断確定されたとき
がんにより入院されたとき
（一部抜粋） がんにより手術されたとき（手術の種類に応じてお支払い）

一時金100万円タイプ、抗がん剤治療補償特約付きタイプもあります

介護保険制度対象外の
39歳以下でも対象

〈介護補償〉加入年齢：満5歳～満84歳（2022年6月1日時点の満年齢）
例
DG1タイプ

60歳の例

保険料

補償内容

“ 1,650円 ”
年間保険料

介護補償保険金額

一時金

100万円 ※

※公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた
場合、または東京海上日動所定の要介護状態（要介護3
用）
と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合

一時金 200万円タイプ、300万円タイプもあります

WEB申し込みで簡単 !
お申込み・詳細についてはこちらから！

いつでも

かんたん

平日夜間、
休日も
お手続きOK!

お見積もりに必要な
情報を入力するだけ!

WEB 募集システム

e-CHOICE

〈イーチョイス〉

2022年3月1日より全福センターホームページ内からアクセスできます！
！
（ https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=26231 ）全福センターHP▶

募集期間

新規募集期間 2022年3月1日～4月30日
募集期間が終了した後も、
中途で毎月加入することができます。

①会員本人だけでなく、
ご家族も加入できます。
②医師の診査は不要
健康状態の告知のみでご加入できます。
③東京海上日動の各種サービスもご利用いただけます。

④法人を加入者
（被保険者を役員・従業員）
とすることも可能です。
（尚、
法人で加入される場合はインターネットでの加入はできま
せん。
詳細はフリーダイヤルでお尋ねください。
）

• このご案内は団体総合生活保険（医療補償・がん補償・介護補償）の概要について説明したものです。ご加入にあたっては、必ず「お手続きサイト」掲載の[重要事項説明書]をよくお読みください。詳細に
ついてご不明な点は下記募集代理店または引受保険会社にお問い合わせください。この保険契約は全福センターを保険契約者とし、全福センターの会員等を被保険者とする団体総合生活保険（医療
補償基本特約、がん補償基本特約、介護補償基本特約）団体契約です。

お問い合わせ先
【募集代理店】

「全福ネット入院あんしん保険相談デスク」
（株）全福サポートサービス

フリーダイヤル：０１２０－０５５－５１２ （土日祝日年末年始を除く 10：0０～１6：００）
引受保険会社：
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