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職 場 で 、家 庭 で 、コ コ ロ と カ ラ ダ に 良 い こ と を 始 め ま し ょ う！

SHAHO
TOYAMA

一般財団法人
富山県社会保険協会
https://www.shaho-toyama.or.jp/

リンクスマイルは、健康を通じてみなさまの明るい笑顔をつなげていきます。

今年
も、健

康になる
情報やヒントをたくさんお届けします。

会員事業所
限定の

お得な情報！

講師の謝金や教材は

無料です!
非会員15,000円～

健康講習会年1回

DVDの貸出

テーマ講師

保健師

臨床心理士等

色育インストラクター
輝く色研究家

出張講座 職場における健康づくり

無料

講習会に参加して、生活習慣病や病気の
早期発見に役立ててください。

職場の研修、会議などにご利用ください。

場　　所 : 皆さまの事務所またはご希望の場所
時　　間 : 1時間～1時間30分（休日要相談）お気軽にご

相談ください
対 象 者 : 事業主・被保険者のみ
講　　師 : 社会保険協会の公認講師
実施人数 : 8名以上（他事業所との合同参加も可能です）
受 講 料 :  無料

夏の熱中症・冬のヒートショックに気をつ
けよう（42分）
ちょちょいのちょいトレ2.0毎日筋活部 
筋肉を育ててメタボを予防しよう（60分）
トータル・ヘルスプロモーションのため
の健康サポート体操（60分）
元気な職場をつくるメンタルヘルス5
自分でできるストレス・コントロール（25分）
元気な職場をつくるメンタルヘルス6
ストレス・コーピングによるセルフケア
（26分）

元気な職場をつくるメンタルヘルス7
ストレスチェックを活用したセルフケア 
（25分）
元気な職場をつくるメンタルヘルス7
部下が休職する前にできること （25分）
はじめてのウォーキング&ジョギング
（30分）
若々しい体をキープ！ エクササイズ&
ダイエット！ （32分）
Good-byeストレス （28分）
正しく知れば怖くないがんのお話（25分）

その他職種別のお悩み・ご要望にも応じます。

健康は、心とからだの両方のバランスが大事です。
まずは体験してみましょう。
場　　所 : 皆さまの事務所又はご希望の場所
時　　間 : お昼休みまたは就業後（約1時間）（休日要相談）
対 象 者 : 事業主・被保険者のみ
講　　師 : 社会保険協会の公認講師
実施人数 : 8名以上（他事業所との合同参加も可能です）
受 講 料 : 無料 但し、1事業所につき2,000円（初回のみ）

傷害保険料等の一部負担金を申し受けます。

●脳活性化運動
●正しく学ぶラジオ体操
●簡単ヨーガ
●腰痛・肩こり予防体操
●ストレス解消体操
●ストレッチ

●姿勢改善
●健康になるための歩き方
●アロマストレッチ
●リンパセルフマッサージ
●メタボ改善
●5分で健康

講座の一例

いろいく

「社会保険とやま」
社会保険の制度、協会事業の案内
※バックナンバーは当協会ホームページからご覧いただけます。

「LinkSmile」
社会保険協会の事業案内
「社会保険事務手続きの本」
社会保険制度の資料
「健康づくりリーフレット」
職場への出張講座、事務講習会に配布

健康体操

広報

事業所人数
1人～99人 年1回
100人以上 年2回

受講
回数

❶
❷
❸
❹
❺

❻

❼
❽
❾
10
11

がんの早期発見と予防、禁煙と健康、
熱中症対策、生活習慣病予防について

●メンタルセルフケア
●血流アップ健康法（60分）
●座りっぱなし症候群の予防と
　改善法

●メンタルセルフケア
●あなたを輝かせる色の見つけ方
●似合う洋服の見つけ方
●第一印象UP術
●自分の心との寄り添い方
●色育で育てたい力
　（集中力・想像力・コミュニケーション力）

メンタルヘルス、ストレス解消法

健康運動
指導士 NEW



利用期間 下記企画展開催期間中
協会・施設補助 200～600円／1人

事務所規模は
被保険者の人数です

各種補助券のご利用方法について
●利用対象者は、協会会員事業所の事業主、
被保険者、被扶養者に限ります。

●お申し込みの用紙は、最後のページにあり
ます。補助券は1人1枚必要となります。
※ボウリングの補助券に限り1枚で5名まで利用できます。

各補助券共通事業所規模上限枚数（被保険者数）

［切手料金について］ 上記事業所上限枚数の切手料金をご参照ください。複数の補助券を
 お申し込みの場合は、上記合算枚数の切手料金をご参照ください。

事業所規模 上限枚数 切手料金
1～9人

10～29人
30～49人
50～99人

100～199人
200～299人
300～399人
400～499人
500～749人
750人以上

1,000人以上

10枚
20枚
30枚
40枚
50枚
80枚

100枚
150枚
200枚
250枚
300枚

84円
84円
94円
94円
94円

140円
140円
205円
250円
250円
250円

事業所規模 上限枚数
1～29人

30～99人
100～299人
300～499人
500～699人
700～829人

830～1,499人
1,500～3,499人

3,500人以上

3枚
8枚

16枚
24枚
30枚
36枚
44枚
52枚
60枚

※合算枚数 切手料金
110～120枚
121～180枚
181～320枚
321～660枚

661～1,360枚

140円
205円
250円
400円
600円

各種補助券

利用期間 通年（宿泊に限ります）
協会・施設補助 1,000円/1人
対象施設 「ひみのはな」「つるぎ恋月」

※施設に宿泊のご予約後
　お申し込みください。

事業所の事業主、被保険者・被扶養者の皆さんでご利用ください

利用期間 7月上旬～8月下旬
協会・施設補助 200円～500円/1人
対象施設
海の家 「岩瀬浜☆栄楽荘」「千里浜☆山田屋」
プール 「太閤山ランド」「ミラージュランド」

利用期間 6月上旬～11月中旬（宿泊に限ります）
協会補助 1,000円/1人
対象施設
「雷鳥荘」「一の越山荘」「スゴ乗越小屋」
「高天原山荘」「太郎平小屋」「薬師沢小屋」
「剣山荘」「立山室堂山荘」
「ロッジくろよん」「みくりが池温泉」
※施設に宿泊のご予約後お申し込みください。

利用期間 通年
施設補助 お1人様2ゲーム以上の
 ご利用で1ゲーム無料
対象施設 「立山グランドボウル」
 「富山地鉄ゴールデンボウル」
 「ノースランドボウル呉羽」
 「ノースランドボウル黒部」
 「高岡スカイボウル」

利用期間 7月～10月
詳細は富山地方鉄道夏山バスの
ホームページ（室堂線）をご確認ください
協会補助
2,000円／1人
（中学生以上)
対象バス 
富山地鉄 夏山バス ※往復に限ります。

利用期間 通年
対象施設 「湯快リゾート」 
「センポスの宿」 「法華クラブ」
「品川・高輪プリンスホテル」
「プリンスホテルご優待プラン」
「かんぽの宿」
「ダイワロイヤルホテル」
「HMIホテルグループ」
申込方法 協会ホームページでご案内

黒部峡谷トロッコ電車

利用期間　5月～11月
協会補助　1,000円／1人（中学生以上)
対象電車　黒部峡谷トロッコ電車
※宇奈月～欅平の往復に限ります。

要予約

大人のみ

要予約

要予約

同伴者
どなたでも
OK！

本券1枚で
5名まで
有効です

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

優待施設
利用会員券の発行

利用期間 2020年6月1日～
 2021年3月31日まで
協会補助 パークチケット購入の際に
 1人1枚につき2,000円補助
対　　象 被保険者・被扶養配偶者
※5月20日より申し込み受付・配布開始。
申込方法 協会ホームページでご案内

欅平まで往復
3,960円→2,960円

利用期間
2020年10月～2021年2月末
協会補助
300円／1人（下記：各施設の利用可能エリア）

冬季温水プール・
トレーニング補助券

利用期間 2020年12月中旬～2021年2月末
協会・施設補助 300円～800円/1人
対象施設

スキーリフト補助券

美術館「企画展」
観覧補助券

富山県美術館
●森村泰昌のあそぶ美術史

─ほんきであそぶとせかいはかわる─
●西洋絵画400年の旅

─珠玉の東京富士美術館コレクション展─
●国際工芸アワードとやま2020
●富野由悠季の世界
●TADのベスト版 コレクション+（プラス）

─あなたならどう見る?─
●石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか
●START☆みんなのミュージアム 2021

高岡市美術館
●高岡市美術館創立70周年記念プレ企画展
　賜 コレクションのたのしみ
●歌川広重  二つの東海道五拾三次
●傘寿記念 大澤光民の世界

─人間国宝としての歩み─
※開催期間など変更となる場合がございますので、
　事前にご確認ください。

富山県水墨美術館
●発見！ 画人たちと富山　墨の作品から
●〈画壇の三筆〉
　熊谷守一・高村光太郎・中川一政の世界展
●日本画家・横山操展─その画業と知られざる顔─
●近代琳派 神坂雷佳展─美をたのしみ、美を創造る─
●墨は流すもの─丸木位里の宇宙─
●ひらけ墨画ワールド 子どもたちとともに
　尾長良範 筆あとから

富山市ガラス美術館
●ミクロコスモス展
●イヴァナ・シュラムコヴァ展
●インタラクション展
●高橋禎彦展（仮称）
●クリスティ・レイ展（仮称）

ミュゼふくおかカメラ館

●プール ●浴室 ●トレーニングジム
とやま健康パーク

●プール ●浴室 ●トレーニングジム
エアーズ本館

●プール ●浴室 ●トレーニングジム
らくち～の

●プール ●浴室 ●トレーニングジム
常願寺ハイツ

●ダイナミックゾーン
タラソピア

●プール  ●浴室
桜ヶ池クアガーデン

対象施設

●宮澤 正明  写真展「伊勢神話への旅」
●星野 佑佳  写真展「絶景恋愛」
●岩合 光昭  写真展「ねこづくし」
●スポーツに魅せられて

─日本スポーツ写真協会報道写真展─
●富士フイルムフォトコンテスト 入賞作品展
　Xシリーズ 写真展

要予約

社会保険協会の事業は、
会員のみなさまの賛助会費によって

運営されています。

事務担当者講習会

日程など詳しくは、
広報誌「社会保険と
やま」に同封のパン
フレット及び協会
ホームページを通
じてご案内します。

開催日 10月17日㈯
会　場 富山県総合体育センター
参加者負担金 1,000円/会員（1チーム）、
 3,000円/非会員（1チーム）

詳細は8月発行「社会保険とやま」に掲載します

イベントの案内

やっていて楽しい♡誰でも気軽にできるビー
チボール大会に参加しませんか？

利用期間
下呂温泉［12月末まで］ ぎふ長良川［通年］
協会・施設補助
500円／1人
対象施設
「社会保険とやま」4月号に記載。
「下呂・ぎふ長良川温泉旅館協同組合」
のホームページで検索。

下呂・ぎふ長良川
宿泊施設

小学生以上の同伴者どなたでもOK!

他の割引券
と併用可能

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」、
黒部峡谷トロッコ電車、山の家、
室堂バス補助券 上限枚数

利用期間 通年
協会・施設補助 200～1,000円（2,200円（税込）以上のプリペイドカード購入の場合）
対象施設 「古沢ゴルフクラブ」「ゴルフ練習場 アンテロープ」

利用期間 6月～11月（施設によって時間指定がありますのでご確認のうえご利用ください）

協会・施設補助 300円～500円／1人（中学生以上）
対象施設 「雷鳥荘」「みくりが池温泉」「立山国際ホテル」

牛岳温泉スキー場
●1日券　●5時間券
●ナイター券

あわすのスキー場
●1日券　●半日券

立山山麓スキー場
（極楽坂エリア・らいちょうエリア）
●1日券　●4時間券
●ナイター券

イオックスアローザ
スキー場

●1日券　●4時間券
●ナイター券

NEW 大人のみ

大人のみ


