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「高架下の立葵」（船橋市花輪 IC）/ 船橋市 誠自動車(株) 芦田幸男氏撮影 令和３年度写真コンテスト準特選作品

JULY
目次
●日本年金機構からのお知らせ●

●千葉県社会保険協会からのお知らせ●

▪短時間労働者の適用拡大の見直しについて …………2

▪優待利用できる契約施設をご紹介します

▪被保険者資格の勤務期間要件の取扱い変更について ……3

▪蓮沼ウォーターガーデン割引券のご案内
▪会員事業主の皆様へお願い

……………… 6
…………… 7

………………………… 8

●協会けんぽ千葉支部からのお知らせ●
▪健診で「要治療」「要精密検査」と判定された方は早期の受診を！ … 4
▪ご存じですか？柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方 …… 5
▪風しん抗体検査を受けましょう …………………………… 5

割引券(補助券)ご利用に際してのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、各施設では様々な
対策がとられています。当協会が配付しております割引券(補助
券)をご利用の際には、各施設のホームページ等にて最新情報を必
ずご確認くださいますようお願い申し上げます。

千葉県社会保険協会のホームページ ➡ https://shaho-chiba.jp
スマホ対応してます
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千葉県社会保険協会 からのお知らせ
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２５０以上！

出張に！

※当協会関係機関(全国社会保険協会連合会)契約

以下の施設を優待でご利用いただくには「施設利用会員証」が必要です。詳細は当協会 HP でご確認ください。

●高輪・品川プリンスホテルグループ ４施設
グランドプリンスホテル高輪

グランドプリンスホテル新高輪

ザ・プリンスさくらタワー東京

品川プリンスホテル

東京都港区高輪３－１３－１

東京都港区高輪３－１３－１

東京都港区高輪３－１３－１

東京都港区高輪４－１０－３０

【優待内容】別途「コーポレート料金のご案内」により正規料金の最大 75％引き。その他宿泊特典としてレストラン利
用割引等あり。※「コーポレート料金のご案内」は、「施設利用会員証」の発行に併せてお知らせします。

●全国のプリンスホテル、スキー場、ゴルフ場等 ８４施設
【優待内容】専用 Web サイトに優待プランを掲載。※ﾕｰｻﾞｰ名･ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは、「施設利用会員証」の発行に併せてお知らせします。

●ダイワロイヤルホテル ２５施設
【優待内容】専用 Web サイトに優待プランを掲載。※契約先ｺｰﾄﾞ･ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは、「施設利用会員証」の発行に併せてお知らせします。

●ホテル法華クラブグループ １８施設
【優待内容】全国社会保険協会 HP（http://www.zensharen.jp/shisetu_yuutai.html）または当協会 HP でご確認ください。

●ＨＭＩホテルグループ ４２施設
【優待内容】専用 Web サイトに優待プランを掲載。※企業 ID･企業ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ は、「施設利用会員証」の発行に併せてお知らせします。
優待プランは、一般プラン料金の 3～15% 引き。(一部対象外商品あり)

●かんぽの宿 ２９施設
かんぽの宿 一関
岩手県一関市

(本館)
℡ 0191-29-2131

かんぽの宿 大洗
茨城県東茨城郡大洗町

静岡県熱海市

℡ 0299-67-5611

かんぽの宿 塩原
栃木県那須塩原市

℡ 0557-83-6111

(別館)

℡ 029-267-3191

かんぽの宿 潮来
茨城県潮来市

かんぽの宿 熱海

℡ 0557-83-6111

和歌山県田辺市
兵庫県神戸市北区

かんぽの宿 赤穂

静岡県伊東市

兵庫県赤穂市

℡ 0557-51-4400

静岡県焼津市

℡ 054-627-0661

兵庫県淡路市

かんぽの宿 知多美浜

かんぽの宿 光

栃木県さくら市

愛知県知多郡美浜町

山口県光市

かんぽの宿 寄居
埼玉県大里郡寄居町

かんぽの宿 旭
干葉県旭市

℡ 0428-23-1171

かんぽの宿 福井
福井県福井市

滋賀県彦根市
大阪府富田林市

香川県観音寺市
高知県吾川郡いの町

℡ 0833-78-1515
℡ 0875-27-6161
℡ 088-892-1580

かんぽの宿 北九州
℡ 0721-33-0700

福岡県北九州市若松区

かんぽの宿 大和平群

かんぽの宿 柳川

奈良県生駒郡平群町

福岡県柳川市

奈良県奈良市

℡ 0799-82-1073

かんぽの宿 伊野
℡ 0749-22-8090

℡ 0745-45-0351

かんぽの宿 奈良
℡ O776-36-5793

℡ 0791-43-7501

かんぽの宿 観音寺
℡ 0599-25-4101

かんぽの宿 富田林
℡ 04-7092-1231

かんぽの宿 青梅
東京都青梅市

三重県鳥羽市

かんぽの宿 彦根
℡ 0479-63-2161

かんぽの宿 鴨川
干葉県鴨川市

℡ 0569-87-1511

かんぽの宿 鳥羽
℡ 048-581-1165

℡ 078-904-0951

かんぽの宿 淡路島

かんぽの宿 栃木喜連川温泉
℡ 028-686-2822

℡ 0739-24-2900

かんぽの宿 有馬

ＪＰリゾート 伊豆高原
かんぽの宿 焼津
℡ 0287-32-2845

かんぽの宿 紀伊田辺

℡ 093-741-1335
℡ 0944-72-6295

かんぽの宿 阿蘇
℡ 0742-33-2351

熊本県阿蘇市

℡ 0967-22-1122

【優待内容】１名１泊につき５００円割引(未就学児の優待はありません)
※かんぽの宿公式 HP で案内している一泊夕･朝(昼)食付きプランのみに適用。割引除外プランあり。また、
施設により割引除外日があります。除外日の詳細は直接施設にお問い合わせください。
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●湯快リゾート ３０施設
山代温泉 彩朝楽

あわら温泉 青雲閣

南紀白浜温泉 白浜彩朝楽〈プレミアム〉

石川県加賀市山代温泉

福井県あわら市

和歌山県西牟婁郡白浜町

粟津温泉 あわづグランドホテル

黒部・宇奈月温泉 宇奈月グランドホテル

湯村温泉 三好屋

石川県小松市粟津町

富山県黒部市宇奈月温泉

兵庫県美方郡

粟津温泉 湯快わんわんリゾート粟津

下呂温泉 下呂彩朝楽 本館

湯原温泉 輝乃湯

石川県小松市粟津町

岐阜県下呂市

岡山県真庭市

山中温泉 山中グランドホテル

下呂温泉 下呂彩朝楽 別館

皆生温泉 かいけ彩朝楽

石川県加賀市山中温泉上野町

岐阜県下呂市

鳥取県米子市

山中温泉 花・彩朝楽〈女性専用館〉

恵那峡温泉 恵那峡国際ホテル

三朝温泉 斉木別館〈会席〉

石川県加賀市山中温泉こおろぎ町

岐阜県恵那市

鳥取県東伯郡三朝町

片山津温泉 湯快わんわんリゾート片山津

伊勢・志摩 鳥羽彩朝楽〈プレミアム〉

道後温泉 道後彩朝楽

石川県加賀市片山津温泉

三重県鳥羽市

愛媛県松山市道後

片山津温泉 NEW MARUYA ホテル

伊勢・志摩 志摩彩朝楽

嬉野温泉 嬉野館

石川県加賀市片山津温泉

三重県志摩市

佐賀県嬉野市嬉野町

和倉温泉 金波荘

南紀勝浦温泉 越之湯〈プレミアム〉

平戸千里ヶ浜温泉 ホテル蘭風

石川県七尾市和倉町

和歌山県東牟婁郡

長崎県平戸市

山中温泉 よしのや依緑園〈会席〉

南紀白浜温泉 ホテル千畳〈プレミアム〉

雲仙温泉 雲仙東洋館

石川県加賀市山中温泉南町

和歌山県西牟婁郡白浜町

長崎県雲仙市

片山津温泉 矢田屋松濤園〈会席〉

南紀白浜温泉 白浜御苑〈プレミアム〉

別府鉄輪温泉 ホテル風月〈プレミアム〉

石川県加賀市片山津温泉

和歌山県西牟婁郡白浜町

大分県別府市

【優待内容】１人あたり宿泊料金から一律 500 円引き(大人料金のみ)。ただし、除外日があります。
※湯快リゾート株式会社公式 HP で案内している宿泊プラン（１泊２食付のみ）に適用。
ただし、割引プランは除く。具体的な除外プランは、直接施設に問い合わせて下さい。
※他の優待券との併用はできません。 ※地域版 GoTo 地域観光事業支援との併用可

●クア･アンド･ホテルグループ ４施設
石和健康ランド

信州健康ランド

駿河健康ランド

甲府プリンスホテル朝日館

山梨県笛吹市 ℡ 055-263-7111

長野県塩尻市

静岡県静岡市

山梨県甲府市

℡ 0263-57-8111

℡ 054-369-6111

℡ 055-253-0111

【優待内容】直接施設にお問合せ下さい。

●船員保険会（SEMPOS の宿） ４施設
鳴子やすらぎ荘

サンポートみさき

箱根嶺南荘

やいづマリンパレス

宮城県大崎市鳴子温泉 ℡ 0229-87-2121 神奈川県三浦市 ℡ 046-882-2900 神奈川県足柄下郡箱根町 ℡ 0460-82-2898 静岡県焼津市 ℡ 054-629-1011

【優待内容】一般料金から、一泊につき通常 1,000 円引、土曜日・祝前日は 500 円引き。
（小人及び乳幼児にかかる割引
額は上記の半額）船員保険会の公式 HP で案内している一泊夕・朝食付きプランにのみ適用します。
※年末年始、ゴールデンウィーク、お盆及びシルバーウィークの期間は対象外。対象外期間の詳細は、直接施設にお問い合わせ下さい。

船員保険会(SEMPOS の宿)については千葉県社会保険協会の宿泊助成と併用できます！

●その他（宿泊施設・日帰り施設） １９施設
八戸パークホテル

ニューグリーンピア津南

ホテル琵琶レイクオーツカ

山の湯

青森県八戸市 ℡ 0178-43-1111 新潟県中魚沼郡 ℡ 025-765-4611 滋賀県大津市 ℡ 077-596-1711 新潟県南魚沼郡 ℡ 025-784-2246

グランドサンピア八戸

ホテル神の湯温泉

奈良パークホテル

駒子の湯

青森県八戸市 ℡ 0178-23-5151 山梨県甲斐市 ℡ 0551-28-5000 奈良県奈良市 ℡ 0742-44-5255 新潟県南魚沼郡 ℡ 025-785-7660

ホテルニューキャッスル

湯多利の里伊那華

信貴山観光ホテル

岩の湯

青森県弘前市 ℡ 0172-36-1211 長野県下伊那郡 ℡ 0265-43-2611 奈良県生駒郡 ℡ 0745-72-4801 新潟県南魚沼郡 ℡ 025-787-2787

いわき藤間温泉ホテル浬

お宿山翠

福島県いわき市 ℡ 0246-39-2670 長野県下伊那郡 ℡ 0265-43-2811

じょんのび村萬歳楽

ホテルいじか荘

↓ここから日帰り施設↓
弥彦・桜井郷温泉さくらの湯

街道の湯
新潟県南魚沼郡 ℡ 025-788-9229

宿場の湯

新潟県柏崎市 ℡ 0257-41-2222 三重県鳥羽市 ℡ 0599-32-5326 新潟県西蒲原郡 ℡ 0256-94-1126 新潟県南魚沼郡 ℡ 025-789-5855

【優待内容】施設によって異なります。
全国社会保険協会 HP(http://www.zensharen.jp/shisetu_yuutai.html)または当協会 HP でご確認ください。
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山武市蓮沼の「蓮沼ウォーターガーデン」の入園割引券を当協会会員事業所の被保険者様と被扶養者様に
配付しています。ご活用ください。

営業期間

令和 4 年 7 月 9 日（土）～9 月 19 日（月･祝）
※7/11(月)～15(金)、7/19(火)～22(金)、9 月の平日は休園

営業時間

午前 9 時～午後５時（最終入園は午後３時まで）
※悪天候時は休園となる場合もありますので、お出かけ前に施設に直接お問い合わせください。
蓮沼ウォーターガーデン

☎0475-86-3171

HP→ http://watergarden.hasunuma.co.jp/

新型コロナウイルス感染予防と拡大防止策として入場制限を実施しての営業となります。
ご利用の際は、「アソビュー」の日付指定電子チケットを事前にご取得ください。詳細は↑のＨＰでご確認ください
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

～蓮沼ウォーターガーデン入園割引券～
種

一般料金※

利用者負担※

1,900 円

1,350 円

高校生

1,100 円

750 円

中学生

450 円

200 円

小学生

400 円

160 円

幼

200 円

80 円

大

別

人（18 歳以上）

児（4 歳～未就学児）

※今年度から料金改定され、中学生と小学生は区分が分かれました。
※現地窓口にて年齢確認が可能な身分証明書をご提示いただく場合
がございます。ご了承ください。

申込方法

下記申込書に必要事項を記入し返信用封筒(送付先明記および 94 円切手貼付)を必ずご同封のうえ
下記申込先まで郵送にてお申込みください。
※注１：原則 １事業所 各券 15 枚 までとさせていただきます。
※注２：割引券がなくなり次第、配付終了とさせていただきます。ご了承ください。
※注３：割引券は、会員事業所従業員(健康保険被保険者)とそのご家族(被扶養者)様のご使用に限定させていただいております。

申込資格

当協会会員事業所の健康保険被保険者と被扶養者

申

〒260-0001 千葉市中央区都町 3-18-13

込

先

(一財)千葉県社会保険協会 割引券係

※コピーしてお申込みください

蓮沼ウォーターガーデン割引券申込書
人

枚

事業所記号

高校生

枚

事業所名

中学生

枚

小学生

枚

幼

枚

大

種別
※ 枚数に
ご注意ください

所 在 地

T

児

E

L

事業所番号

〒
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会員事業主の皆様へお願い

事業所名称、所在地等を変更されたときは
下記様式により FAX(043-233-3973)にてご連絡くださいますようお願いいたします。
また、当協会ホームページの「各種申請」→「会員情報変更」からのご連絡も可能です。

※協会記入欄（ご記入の必要はありません）

会員情報変更届
変更年月日

年

月

日

事 業所 名
所

在

地

※下記欄については、変更事項のあった個所のみご記入ください。
変更事項

変

更

前

変

更

後

記号
事業所
番号
フ リ ガ ナ

事業所名
〒

所

在

〒

地

電話番号
被保険者数
※ご不明な点は (一財)千葉県社会保険協会（℡０４３－２３３－３９７１）へお問い合わせください。
ご記入いただいた情報は、事務処理のみに使用し他用はいたしません。

協会費納入ありがとうございます
令和 4 年度社会保険協会費の納入にご協力いただきありがとうございました。
なお、納入がお済みでない会員事業主様におかれましては、会費の納入にご協力いただ
きますようお願い申し上げます。
払込書が見当たらない場合は再交付いたしますので、当協会までご連絡ください。

一般財団法人 千葉県社会保険協会（電話：043-233-3971）
記事提供／日本年金機構 ・ 全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部
編集・発行／一般財団法人千葉県社会保険協会

〒260-0001 千葉市中央区都町 3-18-13 ☎043-233-3971(代表) ホームページ https://shaho-chiba.jp

