
1,000円以上  → 補助 400円
600円以上1,000円未満 → 補助 300円

取扱
料金

お問い合わせ　京都府教職員互助組合  文化福祉部  TEL:075-771-6188  FAX:075-771-6180
HPは http://www.kyokyogo.or.jp

京都　互助組合

̶2021年度版̶ 京都府教職員互助組合

４月からスタート！ネットで便利に購入できます

チケット受取＆支払いは……
●「学校代表者」宛の封筒でまとめて学校へ送付します。
● 年間取扱いチケットは、月曜日までの申込分⇒水曜日に
　 発送（週１回）します。
　 ※祝祭日、長期休業期間は除く。
　 ※余裕を持ってお早めにお申し込みください。
　 ※お急ぎの場合は在庫確認の連絡のうえ事務局へお越しください。
● 互助組合控除金として引き去ります。控除が
　 できない方には振込用紙を送付します。

チケット・ガイド 年間取扱いチケットのご案内
年間取扱い施設 取扱料金　▶　斡旋料金

東宝系パスポートチケット ＴＯＨＯシネマズ二条

SMTシネマチケット
ACチケット（ネット購入もできます）

ＭＯＶＩＸ京都

イオンシネマ（桂川・久御山・高の原）

京都シネマ期間有効券 京都シネマ（ＣＯＣＯＮ烏丸内）

Ｔ・ジョイ京都 Ｔ・ジョイ京都（イオンモールKYOTO内）

年間取扱い映画 京都の通用劇場
1,400円　▶ 1,000円

1,300円　 ▶     900円

1,300円　▶      900円

   990円　▶      690円

1,500円　▶　1,100円

取扱料金  ▶ 斡旋料金

ニフレル

ガーデンミュージアム
比叡

一　　　般 1,260円 ▶ 860円
シルバー（65歳以上） 910円 ▶ 610円
小 学 生 700円 ▶ 400円
4 歳 以 上 　  210円 ▶ 210円

一　　　般 1,700円 ▶ 1,300円
小 中 学 生 900円 ▶ 600円
3 歳 以 上 　 500円 ▶ 500円

一　　　般 1,000円 ▶ 600円
小 学 生 500円 ▶ 500円

一　　　般 1,080円 ▶ 680円

購入枚数について……　
● 本人・家族が1回に利用される枚数をお申込みください。
● 準組合員の方は全チケット補助について年度1枚のみです。
　 以降は取扱料金での価格になります。

学校代表者を通じて連絡します。詳細はブロックの案内
文書をご覧ください。
※準組合員の補助は年度1枚のみです。
　以降は取扱料金での価格になります。

HPから簡単に申込みが出来ます。（電話不可）

※映画チケットは一般券のみの取扱いとなります。

上記以外のチケット申込に関しては、最新の互助組合報をご覧ください。
申込方法

斡旋料金（補助）について

その他のチケットについて

ローチケbiz+（エンタメ特化型福利厚生）
ローソンチケット専用サイトからコンサートや演劇等のチケットを手数料無料（一部除く）で
購入できます。またお得な旅行、物販などのサービスもあります。

閉館後2時間貸切！運転シミュレータ体験、学芸員の解説や互助組合のクイズラリーで楽しもう！

コンサート、スポーツ、演劇、ステージ、クラシック、
イベント、アート、レジャー、映画、参加型スポーツなど

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
パークチケット割引券のご案内

ミュージアムぐるっとパス・関西2021
関西地区のミュージアム４９館の
パス・ブック（入場証）とガイドブック（案内書）
の２冊セット！

組合員とその家族（同居および生計をともにする）
準組合員（本人のみ）

利  用
対象者

2021年度ピックアップ事業 組合員利用促進事業、組合員交流事業
2021年5月1日現在

学校名・学校コード・氏名・個人コード
公演名・日時・券種・希望枚数

HPからは……

郵送・FAXは……
必要事項を明記の上、お申込ください。

トップページ「現職組合員の方はこちら」
　　　　　⬇

　　　　　「チケット・ガイド申込」

京都鉄道博物館 ※枚数に限りがありますので完売となる場合があります。
　一般券以外の券は現地窓口等でお買い求めください。

 2,000円 ▶ 1,600円
比叡山ドライブウェイ往復通行券付入園券

年間取扱い施設 取扱料金　▶　斡旋料金

神戸どうぶつ王国

琵琶湖クルージング
チケット

一　　　般 2,100円 ▶ 1,700円
小 学 生 1,050円 ▶ 650円

一　　　般 3,160円 ▶ 2,760円
大 学 生 2,140円 ▶ 1,740円
小 中 高 生 530円 ▶ 530円

※一般一人につき未就学児一人無料。二人目以降は
　小学生料金
※乗船券のみの価格です。

※未就学児無料、学生は要証明

（利用開始から年度内）

4か月間有効     880円 ▶  580円
取扱料金 斡旋料金

京都鉄道博物館提供

写真提供NIFREL

大　国際美術館

写真は大　国際美術館の
展示作品を撮影したものです

申込手順・予約・受取
などの詳細は4月学校
送付文書に同封のチラ
シをご覧ください。

※詳細は互助ホームページ「ACシネマチケット（ネット購入）の
　ご案内」または4月学校送付文書に同封のチラシをご覧ください。

◀詳細はこちら

▲詳細はこちら

▲登録はこちら

取扱
ジャンル

登録
方法

申込者
全員に
配布！！

予告

現職の方

準組合員の方

チケット購入時の手数料が無料（一部除く）

会員専用の割引価格が多数

入手困難なチケットを用意

お得な旅行、レンタカー、物販サービス

ローソンチケット利用補助券500円分×8枚が使える！

 ・購入チケット1枚につき1枚利用可。1枚500円未満は利用不可。
 ・1枚500円×8枚を全組合員に送付。準組合員は1人1枚500円
・譲渡転売は固く禁じています。また紛失しても再発行はしません。

・他の割引・優待等との併用はできません。
・チケット代金はネット上でクレジット決済となります。
・第三者へのチケット転売、掲載内容の漏えいを禁止します。
・決済完了後のキャンセルはできません。

1.右のQRコードから「ユーザー登録」ページへ、または互助組合ホームページの「現職組合員のページ」・「ユーザー登録」
　からもできます。
2. 必要事項を入力し、登録を完了してください。（学校コード・個人コードが必要となります）。
3.登録後に自動返信メールで「登録内容」とネットサービスの「利用方法」をお知らせします。企業コード・パスワード 
　等を確認のうえ、「ローチケbiz+」「ACチケット」の各サイトで会員登録していただき、ご購入ください。
※組合員のみ登録可能です。※事業申込時にも参加申込と併せて登録をお願いします。（家族は登録不可）

京都鉄道博物館ナイトミュージアム
鉄道博物館を貸切！家族で自由に見学しよう！

家族でおでかけ！１デイ・パスをお得にゲット

8月1日（日）17:30～19：30（受付17:00～）実施日

500名定 員

組合員とその家族・準組合員参加
資格

300名予定定員

京都鉄道博物館場所

大　　人　 500円
高校生以下　無料
※貸切前の営業時間の入館も可能。
　ただし17:00閉館後は一旦退場し　
　17:30に再入館が必要です。
※多数申込の場合抽選
※加入5年以内割引対象外

申込締切日　6月15日（火）
申込方法等、詳しくは互助組合報５月号参照

申込方法等、詳しくは互助組合報５月号参照

4月1日～2022年 3月31日補助券
利用期間

※決済名義は組合員本人限定

◀その他
　サービスに
　ついては
　こちら

ACチケット（イオンシネマ）

上記サービスの利用の前には「互助組合事業ユーザー登録」が必要です

イオンシネマ組合員専用販売サイトで、全国のイオンシネマで使えるACチケットをネットから割引
価格で購入できます。その場で席予約もできて便利。京都の共通劇場は「桂川・久御山・高の原」です。

組合員とその家族（同居および生計をともにする）・準組合員（本人のみ）

組合員1人あたり年度20枚まで（準組合員は1枚限り）購入制限枚数

ネットで２４時間いつでも購入可（クレジット決済）

チケット不要！（コードでいつでも席予約）

有 効
期 限

▲購入はこちら

「互助組合事業ユーザー登録制度」 で、「住所」や「メールアドレス」 「電話番号」 を登録していただくと 「ローチケbiz+」 
「ACチケット」の企業コード・パスワード等を登録メールアドレスにお知らせします。また、Eメールでの参加要項の受取
り、宅配事業や自宅参加型事業（動画配信）などの利便性の向上につながります。

運転シミュレータ体験
鉄道ジオラマ
SL転車台回転
学芸員による解説

互助組合イベント「クイズラリー」

第１回 申込締切日　6月17日（木）
第２回募集は10月以降にお知らせします。

大　人　　　　5,800～7,200円（通常7,300～8,700円）
中高生（17歳以下）4,600～5,800円（通常6,100～7,300円）
小学生以下（4～11歳）2,800～3,700円（通常4,300～5,200円）
※３歳以下無料。※１人１回の購入につき１枚利用可。各種個人向けパークチケットに利用可（一部除く）
※加入5年以内割引対象外

「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」
　から　※2021年5月現在

購入方法

組合員とその家族以外の利用は禁止です。第三者へ有償無償問わず利用券を譲渡（インター
ネットオークションへの出品行為を含む）した場合、代金を全額弁償していただきます。その他

セレブレー
ションホテル
宿泊割引

コーポレートプログラム対象者限定の宿泊割引が受けられます！
※各自でお申し込みください。
プランパスワード：DCHDCP2021 （半角英数）
（宿泊期間:2022年3月31日迄　予約期間:2022年3月30日20：59迄）

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム詳細は

ＵＳＪ グループ・スタジオ・パス斡旋

東京ディズニーランド＆シーのパークチケットが、通常料金から1,500円割引で購入できます。

京都鉄道博物館提供

専用サイト
利用資格者

専用サイト
利用資格者

組合員本人

クレジット決済月を含む6ヵ月
※決済名義は組合員本人限定組合員本人

9００円で購入できます！チケット１枚
通常1,800円⇒

 ※第1回目に4枚申込された方は2回目募集の対象外。

※展覧会は一般券のみ対象です

チケット価格

互助組合報４月号～１月号チケット・ガイドに掲載している 
展覧会・コンサート・演劇などの
チケットは、ブロックの補助があります。

ローソンチケット利用補助券とは、予約チケットの
店頭支払（現金払い）の際に利用できる500円券です。

利 用
対象者

利用券到着 ～2022年 3月31日（木）
（７月学校送付文書に同封）

利用
期間

3,000枚 ※年度１人4枚まで利用可
※準組合員は１枚

募集
枚数

利用
期間

全２回募集（5月・10月）募集
時期

実施日が決定次第、互助組合報・ＨＰ等でご案内します ※申込多数の場合抽選
実施
予定

組合員とその家族・準組合員利用
資格

組合員とその家族・準組合員利用
資格

※障がい者手帳等をお持ちの方は、各施設の割引等をご確認のうえ、ご購入ください。



2021年度　事業一覧
京都府教職員互助組合

事業の申込方法など詳細は
互助組合報をみてね！

対象
事業

割引
内容

加入５年
以内割引
対象事業

京都府教職員互助組合 文化福祉部お問い合わせ

※事業の最新情報、ご案内（参加要項、動画配信など）はこちらからご確認ください ▶
※各事業は感染防止対策を講じたうえ実施します。

文化公演 互助組合創立70周年記念企画
「新妻聖子＆サラ・オレイン スペシャルコンサート」

11月27日(土)京都府中丹文化会館
11月28日(日)

公益事業

京都市京セラ美術館（京都市美術館本館）
出品作品の募集は互助組合報10月号で行います。

新しく組合員になられた方に互助組合の事業を知っていただくため、
加入から５年に達する年度まで、互助組合事業に参加すると割引が
受けられます。

健康管理セミナー 
介護講座 

ライフプランセミナー
(20～30歳代生涯生活設計型)
(55歳以上退職準備型)  互助組合が実施する文化・体育・レクリエーション事業、公益事業
公立学校共済組合京都支部と共催で実施しています。（参加費無料）

１事業年度につき１回2,000円を限度に参加費から割り引きます。
（宿泊を伴う事業は１事業年度につき１回4,000円を限度に割引）

このマークが目印！

京都府教職員互助組合の事業は「組合員とその家族・準組合員」の方に
ご参加いただけます。（事業により参加対象者に変更がある場合があります）
※詳細については各事業の募集記事・案内文書をご覧ください。

※公益事業は加入初年度１回限り　※ブロック事業、チケット・ガイドは対象外　
※準組合員・再任用組合員は対象外

第47回  京都教職員美術展 

2022年 2月15日(火)～20日(日)
ロームシアター京都（メインホール）

※未就学児入場不可　※募集は互助組合報9月号で行います。2,500円（全席指定）

8月2日(月)・9日(月)
8月4日(水)・6日(金)

8月19日(木)・8月20日(金)
11月6日(土)・13日(土)・20日(土)

　組合員とその家族を対
象とした他の事業と区別
し、京都府の教育文化の
振興を目的に、広く一般
府民を対象に公益事業を
実施しています。

新加入
割引事業

厚 生 事 業Pick
 Up!!

互助組合事業のLINE公式アカウントができ
ました！事業等の最新情報をお届けします。

◀登録は
　こちら
　から！TEL:075-771-6188   FAX :075-771-6180

事業名 日程 場所 内容 互助組合報
募 集 時 期

組 合 員 利 用
促 進 事 業

組合員交流事業

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム

利用券配券～
3/31（木）

東京ディズニーランド
東京ディズニーシー

東京ディズニーリゾートの入園券を割引価格で購入できる利用券を配布
します。(第1回:  募集  互助組合報5月号　配券  7月中旬／
第2回:  募集 １0月学校送付文書　配券 12月中旬)

５月号

ハ イ キ ン グ 蓬莱山ハイキング 5/29(土) 蓬莱山（滋賀県） 雄大な自然の魅力を体験し、家族や組合員間の交流を深めます。 4月号

組合員交流事業

文化・芸術鑑賞会

自 然 観 察 会

潮干狩りチケット斡旋 5月～8月 御殿場浜（三重県津市）

7/3(土)または8/7(土)

7月～8月

7月～2月

7月～9月

7月～9月

自宅へ配送

家族のふれあいとリフレッシュを目的に潮干狩り体験、休憩所などが
利用できる利用券を斡旋します。

厚 生 事 業

厚 生 事 業
メンタルヘルス事業

京都府縦断
ウォーキングチャレンジ
こころが軽くなる
片付けのススメ

5/1(土)～
5/31(月)

個人参加 毎日の歩数を計測し、地図上の通過点を経てゴールを目指します。
通過点と歩数を申請すると賞品ゲットのチャンスあり！

モノの量と心の状態は大きく影響することを学び、片付けの基本的な考え方
や仕組みを知ることで、心が軽くなる快適な暮らしを学びます。

厳選食材をキットにして希望日に自宅へ配送。作り方の説明書や動画を見な
がら、自宅で簡単な調理と盛り付けを学びます。キッズメニューが新登場！

４月号

４月号

４月号

6・10月号

厚 生 事 業 子育て支援セミナー
親子ふれあい広場(小規模)

おうちで楽しむ
「オーブン陶芸（瀬戸焼）セット」

6/13(日)
8/22(日)
10/24(日)

宮津市福祉・教育総合プラザ
京都テルサ スポーツホール
ルビノ京都堀川

6/19(土)
6/26(土)

宮津市中央公民館
ルビノ京都堀川・動画配信

育休中、子育て中の互助組合・共済組合の給付事業や職場復帰、
働き方についての相談会・交流会を実施。親子で楽しめるイベントや
ヨガなども行います。（参加費無料・公立学校共済組合京都支部と共催）

5月号

料 理 教 室 手打ちうどん体験 自宅へ配送 小麦粉、塩、打ち粉、麺棒、うどんつゆも付いている、さぬきうどんの手打ちキットを自宅へ送ります。 5月号

4・5・
7・9月号

6月号

6月号

5月号

6月号

６月号予定

未定

7月号

7月号

7月号

7月号

7月号

将棋大会　個人戦

自宅へ配送 家庭のオーブンや電子レンジのオーブン機能で陶器を焼くことができる
「オーブン粘土」と陶芸を楽しむための道具のセットを送付します。

ニジゲンノモリ
レジャーチケット斡旋

演劇・音楽鑑賞

手作りあんこ体験

ニジゲンノモリ（兵庫県淡路市） ニジゲンノモリの屋外アトラクション体験のチケットを斡旋します。

研 修 旅 行 指定研修旅行補助金
「東北自然探勝の旅」

アウトドア教室 グランピング体験

東北（青森県・岩手県・宮城県・
　　　秋田県・山形県・福島県）

期間内に指定の旅行会社を通じて1泊以上の旅行を手配し、モデルコース
にある名勝・史跡など1ヶ所以上を訪れて研修すると補助金を交付します。

9月

組合員交流事業

宅配キット フレンチ&キッズお家で親睦事業

親子工芸教室

京都鉄道博物館貸切
ナイトミュージアム 8/1(日)

8/22(日)

京都鉄道博物館 閉館後の館内を2時間貸切！家族単位で自由に見学します。運転シミュ
レータや鉄道ジオラマ、学芸員による解説などを見学・体験できます。

実施が決定次第、互助組合報やホームページでご案内します。

家族単位でBBQや焚火、自然を楽しめるグランピング体験をします。

各地の歴史や文化財を、現地ガイドの案内でめぐる日帰りツアー。
今年度は観光列車に乗り丹後の散策を行います。

ネイチャーガイドの案内で自然を観察し、ハイキングをします。

炊きたての美味しいあんこが楽しめるキットをご自宅へ送ります。

無差別、級位者、初級・初心者ごとに対戦。スイス方式５回戦の個人戦です。

互助組合創立70周年記念企画
囲碁愛好家のつどい

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
グループ・スタジオ・パス斡旋

京都教育文化センター

ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン

京都教育文化センター

るり渓温泉ＧＲＡＸ（南丹市）

自宅へ配送

日本棋院所属のプロ棋士3名を招いての指導対局他。棋士1名と
参加者3名の多面打を実施します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの入場券を斡旋。
実施が決定次第、互助組合報やホームページでご案内します。

料 理 教 室

組 合 員 利 用
促 進 事 業

健康づくり教室

厚 生 事 業
健康づくり教室

10/9(土)～
10/10(日)

9/20(月・祝)

9月号料 理 教 室 手作り味噌教室
国産大豆・無添加の米麹・赤穂の塩を使い、昔ながらの手ごね製法で、
教室または自宅で味噌作りを体験します。自宅参加では味噌作りセット
が自宅に届きます。作り方動画もあるので安心です。

京都教育文化センター

自宅へ配送

教室参加   11/6(土)
自宅参加 11/14(日)
自宅参加 11/20(土)

11/6(土)
11/13(土)

11/1(月)～11/30(火)

10/16(土)歴 史 散 歩
観光列車乗車・丹後の文化散策
「天橋立とちりめん街道」

観光列車「あかまつ号」乗車・
与謝野町・宮津市・舞鶴市

生杉ブナ原生林を観察

ウォーキングレッスン
「ダイエットウォーキングレッスン」

ウォーキングチャレンジ

10/23(土)
10/30(土)

生杉ブナ原生林・
芦生（高島市・右京区）

舞鶴勤労者福祉センター
ルビノ京都堀川

チーム参加・個人参加

未定 未定

未定

文 化 教 室 9月号

12月号

10月号お家で親睦事業 フレンチお節 こだわりの食材をフランス料理の手法で、お重に詰めたお節です。
すぐにお召し上がりいただける状態で大晦日に冷蔵でお届けします。

職場で活かせる、正しい姿勢と効果的な歩き方で無理のない安全な
ダイエットを促します。（参加費無料・公立学校共済組合京都支部と共催）

毎日の歩数を計測し、地図上の通過点を経てゴールを目指します。互助組合へ
通過点と歩数を申請すると賞品ゲットのチャンスあり！

自宅へ配送12/31(金)

11月号料 理 教 室 手作りチョコレート体験 生のカカオ豆から家庭にある道具でチョコレートを作ります。自宅へ配送2022年1月

フラワーアレンジメント教室
11/27(土)
12/4(土)

京都教育文化センター
綾部市中央公民館
自宅へ配送も可

クリスマスのハーフリースを作ります。

ス ノ ー
フェスティバル

スキー・スノーボード教室＆フリー
リフト券斡旋

2/27(日)
2月～3月

講習会・フリー：神鍋高原（兵庫県）
リフト券斡旋：神鍋高原（兵庫県）
　　　　　　　　箱館山（滋賀県）

神鍋高原で「日帰りスキー・スノーボード」の教室プランかフリー滑走を
実施します。神鍋高原と箱館山の「リフト券」を斡旋します。

12月号

12月号～
1月号

前進座観劇会

グルージュエル教室

2022年

京都劇場（ＪＲ京都駅）
新春に前進座による歌舞伎や演劇の観劇会を実施しています。
今年度の演目は、山田洋次 脚本・監修「『殿様の恋』（仮題）
裏長屋騒動記 其の二」です。

囲碁大会（個人戦）

2/5(土)
2/6(日)

市民交流プラザふくちやま
京都教育文化センター
自宅参加も可

グル―（粘土質土台）をベースにスワロフスキーやパール素材を
はめ込んだ素敵なブローチを作ります。文 化 教 室

3/13(日) 京都教育文化センター 「個人戦」は自由申込みで名人戦、段位戦、初級・初心者戦などレベル
ごとに対戦します。※団体戦及び入門教室は開催しません。

10月号研 修 旅 行 指定研修旅行補助金
「屋久島探勝の旅」 12月～3月 屋久島（鹿児島県） 期間内に指定の旅行会社を通じて1泊以上の旅行を手配し、モデルコース

にある名勝・史跡など1ヶ所以上を訪れ研修すると補助金を交付します。

10・11月号

9・10月号

2022年
　１/8(土)～ 
　 １/１7(月)※予定


