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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

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！

利用期間 下記企画展開催期間中
対　　象 事業主、被保険者・被扶養者
協会・施設補助 200～600円／1人

富山県美術館
●富山県美術館開館5周年記念 蜷川実花展
●富山県美術館開館5周年記念
　宮城県美術館所蔵 絵本原画の世界2022
●富山県美術館開館5周年記念
　ミロ展 －日本を夢見て－
●富山県美術館開館5周年記念
　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－
●富山県美術館開館5周年記念 デザインスコープ
●富山県美術館開館5周年記念 生誕120年 棟方志功展

高岡市美術館
●アニメーション美術の創造者  新・山本二三展
～天空の城ラピュタ、火垂るの墓、もののけ姫、時をかける少女～
●第61回  日本伝統工芸富山展
●リアル（写実）のゆくえ 現代の作家たち
　生きること、写すこと
●バンクシーって誰？展

富山県水墨美術館
●美をつなぐ─田渕俊夫と日本画の世界
　メナード美術館所蔵作品による
●白洲次郎生誕120周年記念特別展
　白洲次郎・白洲正子―武相荘折々のくらし
●コレクター福富太郎の眼
　昭和のキャバレー王が愛した絵画
●生誕150年　山元春挙展
●南画×近代 大正～昭和初期を中心として
●対決！ くらべて見よう、これとコレ

富山市ガラス美術館
●カースティ・レイ ： 静けさの地平
●New Glass Now
●フィンランド・グラスアート  輝きと彩りのモダンデザイン
●アナザーワールド（仮）

ミュゼふくおかカメラ館
●竹内敏信  写真展「日本の桜」
●松龍&RitsukoMatsushitaふたり展
　“私たちはずっと宇宙にいます。”
●吉野信  写真展「野生の輝き」
●風景写真祭2022「美しい風景写真100人展」
●富士フイルム フォトコンテスト入選作品展
　Xシリーズ写真展
●ワンダーフォト写真展

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 スキーリフト補助券

利用期間 2022年6月1日～
 2023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1,000円補助
 〈1年度1回のみ〉
対　　象 事業主、被保険者・被扶養配偶者
 （お子様対象外）
※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

利用期間 5月～11月
協会補助 1,000円／1人（中学生以上)
 〈1年度1回のみ〉
対　　象 事業主、被保険者・被扶養者
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。

利用期間
2022年12月中旬～2023年2月末
協会・施設補助
300円～800円/1人
対　　象
事業主、被保険者・被扶養者
対象施設

大人のみ要予約

欅平まで往復 3,960円→2,960円

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

富山市ファミリーパーク補助券
利用期間
通年（休園期間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／1人
対　　象
事業主、被保険者・被扶養者
（高校生以上）※中学生以下無料

バッティングセンター利用補助券
利用期間 通年
協会補助 2,000円以上のプリペイドカード1枚に対して200円の補助
対　　象 事業主、被保険者・被扶養者
対象施設 スーパーバッティング ビッグエッグ
 ベースボールハウスＭＶＰ山室店
 ベースボールハウスＭＶＰ有沢店
 ベースボールハウス スタジアム
 新川ベースボールパークバッチコイ

美術館「企画展」観覧補助券

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



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黒部」
 「高岡スカイボウル」

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。

山の家補助券 要予約
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〈1年度1回のみ〉
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」

宿泊施設利用補助券 要予約
利用期間
通年（宿泊に限ります）
協会・施設補助
1,000円/1人〈1年度1回のみ〉
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。

下呂・ぎふ長良川宿泊施設
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」6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。

ゴルフ練習場共通利用補助券
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」

冬季温水プール・トレーニング補助券
利用期間 2022年10月～2023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）
対象施設

本券1枚で
5名まで
有効です

ボウリング補助券
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 「ミラージュランド」
※施設によって変更の場合がありますのでご確認の上ご利用ください。

海の家・プール補助券

※施設に宿泊のご予約後お申し込みください。

優待施設利用会員券の発行
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

山の温泉利用補助券
協会・施設補助
300円～500円／1人（中学生以上）
対象施設
「雷鳥荘」（6月～11月） 「みくりが池温泉」（6月～11月）
「立山国際ホテル」（6月～R43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。

大人のみ

同伴者どなた
でもOK！

●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

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

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。

●上限枚数は各補助券それぞれの枚数とな
ります。

事業所規模 上限枚数 切手料金

各種補助券出張講座
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

各補助券共通事業所規模上限枚数
（被保険者数）

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

※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
210円
250円
390円
580円

84円
84円
94円
94円
94円
140円
140円
210円
250円
250円
250円

事業所規模 上限枚数

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

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

［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。

事務担当者講習会

開催日 10月1日㈯
会　場 富山県総合体育センター
対　象 事業主、被保険者・被扶養者配偶者
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

ビーチボール大会

Webセミナー
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
会ホームページに掲載。

●社会保険の適用と健康保険の
給付について
●健康セミナー

テーマ講師
臨床心理士等

色育シニアインストラクター
　パーソナルカラー
 アナリスト

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

●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

メンタルヘルス、ストレス解消法

健康運動
指導士

無料 職場の研修、会議などに
ご利用ください。

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。

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。

❶ 夏の熱中症・冬のヒートショックに気をつけよう（42分）
❷ 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）
❸ 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）
❹ 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）
❺ 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）

❻ 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）
❼ 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）
❽ はじめてのウォーキング&ジョギング（30分）
❾ 若々しい体をキープ！ エクササイズ&ダイエット！（32分）
10Good-byeストレス （28分）
11正しく知れば怖くないがんのお話（25分）

DVDの貸出

健康体操

健康講習会

広報
「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

年1回

●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）

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

●脳活性化運動
●正しく学ぶラジオ体操
●やさしいヨーガ
●腰痛・肩こり予防運動
●ストレス解消体操
●健康ストレッチ

●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

事業所人数 1人～99人 年1回
 100人以上 年2回受講回数

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。

その他職種別のお悩み・ご要望にも応じます。

講師の謝金や教材は

無料です!
非会員15,000円～

職場における健康づくり

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。


