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社会保険

小原の四季桜と紅葉（豊田市）

職場内で回覧しましょう

（隔月発行）

2020年11月

《
今
月
の
主
な
内
容
》

●11月は「ねんきん月間」、11月30日（いいみらい）は「年金の日」です！

●年金委員制度のご案内

●年末の傷病手当金・出産手当金のご提出はお早めに

●コラム　～日本の健康・世界の健康～

●「スキーリフト」「アイススケート滑走料」「いちご狩り」　各補助券発行のご案内

●「社会保険事務講習会」開催のお知らせ

　事業所の名称や所在地を変更されました際には、「事業所名称・所在地等変更届」を
愛知県社会保険協会へご提出くださいますようお願いいたします。
　なお、届書の様式は愛知県社会保険協会のホームページに掲載しております。〔　 〕
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日本年金機構からのお知らせ

　「ねんきん月間」は、国民の皆様に公的年金制度を身近に感じていただき、公的年金制度に対する理解を深めていた
だくことを目的としています。
　また、「年金の日」は、国民お一人お一人に「ねんきんネット」等を活用してご自身の年金記録や公的年金の受給見
込み額を確認していただき、老後の生活設計に思いを巡らしていただくことを目的にしています。

　今年度の取組については、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、感染拡大防止対策（「３密」を避ける、非
対面の形式で行う等）を徹底したうえで行います。
※感染症拡大の状況等により、活動が一部変更となる場合があることをご了承ください。

◆日本年金機構ホームページ上に「ねんきん月間ページ」を設置
◆公的年金制度とのかかわりについて「わたしと年金」をテーマにしたエッセイの受賞作品の公表（日本年金機構ホー
ムページ）
◆大学・高校などの教育機関や事業所等での「年金セミナー」や「年金制度説明会」の開催
　※要請があり、かつ十分な感染拡大防止対策を講じていることが確認できる場合のみ
◆年金委員（※）功労者表彰式の開催（関係者のみ）
　（※）「年金委員」については３ページ①をご覧ください。

●国民年金保険料を納めないまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというと
きの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、必ず国民年金保険料を納めましょ
う。
●ご本人の申請手続きによって国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
※国民年金保険料納付の免除または猶予制度の利用を希望される方は、お近くの年金事務所またはお住まいの市（区）
役所または町村役場（国民年金担当窓口）までお問い合わせください。

　「ねんきんネット」は、お客様がインターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認でき
るサービスです。24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を
確認することができます。

◆ご自身の国民年金の記録やお勤めになられた会社の履歴、標準報酬月額、賞与額が確認で
きます。

◆働きながら年金を受給した場合や、受給を早めたり遅らせたりした場合など様々な条件に
合わせた試算ができます。

◆電子版「ねんきん定期便」や年金支払いに関する通知書を確認できます。
◆国民年金保険料控除証明書や公的年金の源泉徴収票などの再発行申請ができます。

　また、11月30日は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認
し、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく「年金の日」です。
　この機会に、年金記録の確認や年金見込額を試算できる「ねん
きんネット」をご利用ください。
（「ねんきんネット」のご利用登録は、日本年金機構ホームページ
より可能です。）

　日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発
活動を展開します。
　また、平成26年から新たに11月30日（いいみらい）が「年金の日」と制定されました。

【主な活動内容】

この機会に、公的年金制度の意義やしくみについて理解を深めていただきますようお願いします。この機会に、公的年金制度の意義やしくみについて理解を深めていただきますようお願いします。この機会に、公的年金制度の意義やしくみについて理解を深めていただきますようお願いします。

●「新しい生活様式」の実践に役立つサービスですのでぜひご活用ください●

◆「ねんきんネット」でできること◆

パソコンやスマートフォンで

11月は11月は です！です！、11月30日（いいみらい）は、11月30日（いいみらい）は「ねんきん月間」「ねんきん月間」 「年金の日」「年金の日」

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分（月曜日のみ午後7時00分まで）
第2土曜日：午前9時30分～午後4時00分
※祝日（第2土曜日は除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

050 から始まる電話でおかけになる場合は
03-6700-1144

ねんきんネット

ねんきんネット

詳しくは「ねんきんネット」で検索

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

ねんきんクマ
「ねんきんネット」マスコット

1．ご自身の記録の確認
2．将来受け取る年金見込額の確認

3．電子版「ねんきん定期便」の閲覧
4．各種通知書の再交付申請

5．年金支払いに関する通知書の確認
6．納付等可能月数と金額の確認

ねんきんネット
とは？

受付時間https://www.nenkin.go.jp/n_net/
お問い合わせはお問い合わせは

「ねんきん月間」と「年金の日」の趣旨は？

「ねんきん月間」や「年金の日」の活動内容は？
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この機会に、公的年金制度の意義やしくみについて理解を深めていただきますようお願いします。

11月は です！、11月30日（いいみらい）は「ねんきん月間」 「年金の日」

お問い合わせは

　年金委員は、年金制度について広く国民の皆さまに知っていただくとともに、制度への理解と信頼を深めて
いただくため、会社や地域においての普及・啓発活動を行っていただくために設置されました。

2 年金委員制度の概要

　年金委員は、『職域型』の場合は会社の事業主、『地域型』の場合は市町村や団体からの推薦を受け、日本年
金機構から厚生労働省へ推薦します。

　職域型年金委員の推薦にあたっては、原則として推薦時点において、現に厚生年金保険に関する事務の担当
者あるいは過去に担当していたことがあるなど、一定期間の経験があり年金制度について知識のある者とされ
ています。

3 年金委員になるには

　職域型年金委員の推薦方法は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、「年金委員推薦書（職域型）」を管轄
の年金事務所へ提出いただくこととなります。
※様式は、日本年金機構ホームページ「年金委員通信」からダウンロードできます。

Ｑ．年金委員に報酬は支払われますか？
Ａ．報酬は支払われません。ただし、活動を行うための交通費などの経費については支払われます。
Ｑ．年金委員の研修はありますか？
Ａ．各都道府県で定期的に研修会を実施しており、年金制度や新たな制度改正事項といった情報を直接日本

年金機構から得ることができます。そのため、他の従業員に対して公的年金に関する必要な情報提供を
行うことができます。

　　また、研修会を通じ、他の事業所との交流が持てるといった意見もありました。
　　さらに、長年にわたる活動の功績は、厚生労働大臣からの表彰の対象となります。

4 推薦の方法

年金委員制度のご案内

　年金委員とは、政府が管掌する厚生年金保険および国民年金に関する適用・給付・保険料などについて、会
社や地域において啓発、相談、助言などの活動を行う民間協力員です。
　年金委員は、活動により『職域型』と『地域型』の２つに区分されます。『職域型』は主に厚生年金保険の適
用事業所内で、『地域型』は自治会などの地域において活動していただきます。

　年金制度に関する仕組みや各種届出手続き方法など、他の従業員が知りたい年金の情報や知識を有する従
業員が職場内にいることは、とても心強いものです。
　『職域型』年金委員は、こうした期待に応えるための職場と年金事務所を結ぶパイプ役となります。

1 年金委員とは

ssssssssssssssssssssssssssssssssssss

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

会社の事業主（従 業 員）

市　　町　　村
日本年金機構
（年金事務所）

厚生労働省
（地方厚生（支）局）（地域住民）

団　　　　体（所 属 員）

推薦

推薦 推薦

推薦

制度の趣旨をご理解いただき、ぜひ年金委員の推薦をお願いします。
※お問い合わせは、管轄の年金事務所までご連絡をお願いします。

推薦のながれ
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協会けんぽからのお知らせ

提出する前に再確認！

傷病手当金の記入誤り・記入漏れに要注意

口座情報に間違いはないですか？
ゆうちょ銀行の場合、支店名
は３桁の漢数字になります。

「振込先指定口座」の欄

（口座名義が被保険者でない場合）
受取代理人の欄の記入・押印は
ありますか？

「受取代理人の欄」

1ページ目

傷病手当金傷病手当金傷病手当金
出産手当金出産手当金出産手当金

のご提出はお早めに年末の

受付日から 10営業日以内でお支払いしています。
申請の不備や内容の詳細確認により、お支払いが遅れる場合があります。

年内にお支払いできる目安は12月11日（金）受付分まで
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記載の内容は、協会けんぽの加入者様向けのものです。
健康保険組合の加入者様は内容が異なる場合があります。
協会けんぽの紙面（4,5ページ）についてのお問い合わせはこちら

TEL : 052－856－1490（代表）
●受付時間　午前８：30～午後５：15（土日祝日・年末年始を除く）

〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階

メールマガジンにご登録ください。

３ステップで簡単登録！

健康保険、健康づくりに関する最新情報を
お届けします。

アドレスなど入力、
確認ボタンを
クリック

新規登録を
クリック

ご登録画面へ
アクセス 手続きは

郵送でお願い
 します

協会けんぽ愛知　メルマガ

年末年始休業の
お知らせ

12月29日（火）から1月3日（日）まで休業させていただきます。
1月4日（月）より通常営業いたします。

傷病名は記入されていますか？
医師の証明を参考に、傷病手当
金の給付を受けようとする傷病
名と初診日を記入してください。

「傷病名」・「初診日」欄

医師の証明日が記入されていま
すか？
（例）労務不能と認めた期間が
　　令和2年11月1日から
　　令和2年11月30日の場合
　➡ 令和2年11月30日以降に
　　 証明をもらってください。

「医師の証明（日）」欄

仕事の内容は記入されていますか？
「経理担当事務」 「プログラ
マー」「自動車組み立て」など
具体的に記入してください。

「あなたの仕事の内容」欄

日付・日数がもれなく記入され
ていますか？

2ページ目

4ページ目

2 0 2 1 1 0 1
2 0 2 1 1 3 0 3 0

2 0 2 1 2 0 2

「労務不能と認めた期間」欄

傷病手当金傷病手当金
出産手当金出産手当金
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社会保険協会からのお知らせ

　「集団免疫」は、感染症対策の専門分野において重
要な概念である。新型コロナウイルスによる一連の
ニュースを通じ、社会一般にも知られるようになっ
た。集団免疫とは、ある感染症の病原体に対する「免
疫力」をもつ人が国や地域など特定の集団で一定の
割合を越え、その人たちが「壁」となり感染症の広
がりを防ぐ状態だ。｢一定の割合｣は、その特定の感染
症の「基本再生産数R0」という、一人の感染者から
平均何人に移すかの指標（感染力）で決められる。
理論的に、(%)＝ (1-1/R0)×100という計算式が用
いられ、新型コロナウイルスの場合は、R0＝2～3と
推計されたため、｢一定の割合｣は60～70％と言われ
ている。
　｢集団免疫｣の達成は、自然感染による免疫力の獲
得とワクチンの接種という二つの手段がある。3月
12日、ワクチンなしの集団免疫と思われる戦略を掲
げたイギリスのジョンソン首相は、大規模な感染で
死亡者の増加が予想されると述べつつ、国民が徐々
に免疫をつけることにより収束方向に向かうとして、
学校の閉鎖やイベントの禁止、渡航制限など厳しい
措置を取らないことを表明した。しかし、科学界か
らの猛反発を受け、集団感染による医療システムの
ひっ迫などの理由により、わずか6日間で政策撤回
と方針転換を余儀なくされ、3月24日から都市封鎖
（ロックダウン）に踏み切った。
　スウェーデンは、他の欧米諸国のようなロックダ
ウンを実施せず、「長期的な対応で唯一現実的な方法」
として｢集団免疫戦略｣の方針を示した。法令では「高
齢者施設の訪問と50人以上の集会の禁止」および「飲
食店で客同士の社会的距離」のみが定められ、リモー
トワークや不要不急の旅行の自粛、社会的距離の確
保は「勧告」とされ、国民の自主的な判断に任された。
また、マスクの着用はエビデンスがないという理由
で推奨されなかった。政策の結果、10月10日時点、
死亡者数は100万人当たり576人、世界で最も高い
国の一つであり、死亡者数は近隣の北欧4カ国を合
わせた死亡者数の4.5倍以上、人口100万人当りの
死亡者数の7.6倍にも上ったことが明らかになって
いる。それに対し、日本の100万人当たりの死亡者
数は約13人だ。それでも、スウェーデンの新型コロ
ナ対策を率いる疫学者のアンデシュ・テグネル氏は、
一貫して｢肝要なのは、一時的に流行を抑制するので
はなく、長期的かつ現実的な方法であることなのだ｣
と述べ、当初からの方針を維持している。
　集団内における抗体保有率の大規模調査は、｢集団
免疫｣状態を把握・確認するには欠かせない。5月か
ら6月にかけ感染拡大の第一波のピークが過ぎた時
点で、世界各国から抗体保有率の調査結果が次々発
表された。ざっと見て、欧米諸国はスペイン約5％、
イギリス・ロンドン17％、スウェーデン・ストック
ホルム7.3％、米・ニューヨーク州12.3%、ブラジ
ル5月1.9％、6月上旬3.1％、6月下旬3.8％と上昇。
イタリア（全国平均2.5%）では地域差が激しく、2月、

最初に感染が拡大した激震地の北部ロンバルディア
州では7.5％だったのに対し、南部シチリア州では
0.3％であった。東アジア諸国は、中国・武漢、重慶、
広州など3.2～3.8％、韓国0.02％、台湾（高リスク
群のみ）0.08％、日本・東京0.1％、大阪0.17％、
宮城0.03％だった。いずれの調査結果を見ても、｢集
団免疫｣達成まで道のりは遠そうだ。
　｢集団免疫｣に到達できるかどうかについて、一番
懸念されているのは、感染後獲得した抗体の持続性、
そして再感染の問題だ。これまで報告されてきた研
究では、新型コロナウイルスに感染した患者は回復
期の段階で既に抗体価が減少傾向となり、治癒後の
数か月しか持続しないという予測もある。
　麻疹ウイルスや水痘ウイルスなどのように一度感
染すると、その後二度と感染しない病原体もあれば、
梅毒のように、一度感染しても何度も再感染するも
のもある。新型コロナウイルスについては、まだはっ
きり分からない。8月24日、世界初の新型コロナウ
イルスの再感染例が報告された。香港の30代男性の
無症状再感染だった。また、米国の20代男性の再感
染例では、最初の感染よりも症状が重くなり肺炎で
入院したことが報告された。ベルギー、オランダ、
インドなどからも相次ぎ再感染例が報告されている。
　最近、新型コロナウイルスの集団免疫の達成は、
60％より低い｢免疫力｣で十分と考える研究者が増え
ている。スウェーデンの公衆衛生庁は、40～45％と
しており、大阪大学・宮坂招聘教授は20％程度もあ
り得ると述べている。順天堂大学・奥村特任教授の
見解も興味深い。「日本は既に、免疫保有者が国民の
一定割合に達して収束に向かう『集団免疫』状態に
達しており、リスクの高い高齢者施設や病院以外で
は感染拡大防止対策は不要」と主張し、感染拡大で
急増した、1日当たりの死亡者数が集団免疫状態に
なって急減し、その後は低いままの状態が続けば、
集団免疫状態と判断できると述べている。日本の死
亡者数は、ピーク時の4月22日には一日91人で、6
月になると減少し、6月中旬～7月中旬には1～2人
となり、報告がない日もあった。10月現在、死亡者
数は一桁台が続いている。但し、世界中が新型コロ
ナウイルスの真の姿を解明しようと日々研究が行わ
れているが、それらはまだ、さまざまな可能性を検
証している途中の段階であり、最終的な結論は出さ
れていない。
　中秋の名月を境に、日々秋の深まりを感じる。こ
れから冬へとかけ、新型コロナウイルスに加え、イ
ンフルエンザウイルスなどへも、気が抜けない時期
に突入する。人間の免疫システムは、生まれながら
備えている「自然免疫」と特定の感染症への罹患に
よる「獲得免疫」の二つで構成されている。｢獲得免疫」
が不確実な状態の今こそ、生活習慣を整えて個人の
「自然免疫」を高めることが、新型コロナウイルスの
確かな感染予防にもつながるだろう。

集 団 免 疫
名古屋大学大学院医学系研究科 国際保健医療学・公衆衛生学 講師　江　啓 発
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スキー場施設名 所　在　地
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

岐阜県郡上市高鷲町西洞 3035－2
岐阜県郡上市高鷲町西洞 3086－1
岐阜県郡上市高鷲町ひるがの 4670－75
岐阜県郡上市明宝奥住水沢上 3447－1
長野県下伊那郡阿智村浪合 1192
長野県下伊那郡阿智村智里 3731－4
長野県大町市平 20490－4

ダ イ ナ ラ ン ド
高 鷲 ス ノ ー パ ー ク
ひ る が の 高 原 ス キ ー 場
め い ほ う ス キ ー 場
治 部 坂 高 原 ス キ ー 場
ヘブンスそのはら Snow World
鹿 島 槍 ス キ ー 場

スケート場施設名 所　在　地
①
②

名古屋市港区港栄 1－8－23
一宮市松降 1－9－21

邦 和 ス ポ ー ツ ラ ン ド
一 宮 市 ス ケ ー ト 場

下記施設のスキーリフト１日券の
購入補助券を発行します。

●補助金額　上記施設のスキーリフト１日券購入料金の一部を補助します。（詳細はホームページをご覧ください。）
●利用期間　①～⑥の施設はスキー場のオープンの日から2021年3月7日㈰まで（ただし④の施設は2月28日㈰まで）
　　　　　　⑦の施設は2020年12月19日㈯から2021年3月7日㈰まで
●発行枚数　4,000枚　

※上記①～③のそれぞれの補助券について

◆申込資格　2020年度の社会保険協会費を
納入していただいた会員事業所の被保険者
とその被扶養者
◆１事業所の交付枚数
　事業所の規模（被保険者数）に応じ、右記
の表のとおり上限枚数を設定させていただ
きますので、ご理解をお願いいたします。

事業所規模
（被保険者数）

1～99人
100～499人
500～999人
1,000人以上

10枚
20枚
30枚
40枚

上限枚数
※申込方法（申込書様式）、補助金額
等詳しいことは、愛知県社会保険協
会のホームページをご覧ください。

発行のご案内

または、FAX（052-678-7334）にてご連
絡いただければ、申込書等をFAXでお送り
いたします。
（ご依頼の際、必要な申込書の種類と貴事業
所のFAX番号を必ず記入してください。）

●補助金額　上記施設のアイススケート滑走料金の一部を補助します。（詳細はホームページをご覧ください。）　
●利用期間　2020年12月1日㈫から2021年3月7日㈰まで
●発行枚数　2,500枚

いちご狩り施設名 所　在　地
①
②
③

田原市池尻町精進川 60
知多郡南知多町内海打越 39－1
静岡県浜松市西区平松町 2014－1

マ ル カ 農 園
南知多グリーンバレイ いこいの農園
ア グ リ ス 浜 名 湖

下記施設のいちご狩り利用補助券
を発行します。発行のご案内

下記施設のアイススケート滑走料の
補助券を発行します。発行のご案内

●補助金額　上記施設のいちご狩り利用料金の一部を補助します。（詳細はホームページをご覧ください。）
●利用期間　各施設とも2021年１月9日㈯から2021年３月7日㈰まで（ただし、①の施設は１月10日㈰から）
●発行枚数　6,000枚

　愛知県社会保険協会が契約している下呂温泉・ぎふ長良川温泉の各旅館にご宿泊の際、「助成券」を利用すると、
１泊につき500円割引（他の割引や特別料金との併用可）となります。

下呂温泉・ぎふ長良川温泉

　2020年３月にご案内いたしましたが、引き続き会員事業所の皆様方のお申し込みをお待ちしております。
　なお、下呂温泉のお申込期限は2020年12月11日（金）到着分まで、ご利用は2020年12月31日（木）宿泊分
までです。お早めにお申込みください。

申込方法等詳しくは、愛知県社会保険協会のホームページをご覧ください。

「温泉宿泊助成券」発行のご案内
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社会保険険

受講者募集！

　愛知県社会保険協会では、下記の日程で社会保険事務講習会を開催いたします。
　新しく社会保険に加入されました事業所の方、社会保険事務担当者が交代されました事業所の方など、受講をご希望の
皆様のお申し込みをお待ちしております。

2020年度社会保険協会費を納入していただいた
会員事業所の方

◆開催日時・会場

◆講習内容

各会場とも午後2時開始、午後4時15分終了予定（受付：午後1時30分から）

開催月日
１月22日（金）
１月25日（月）
１月26日（火）
１月27日（水）
１月28日（木）
２月２日（火）

35
33
33
34
33
40

尾張一宮駅前ビル（i-ビル）２階　大会議室
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1203
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1203
刈谷市総合文化センター（アイリス）501～503講座室
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1203
栄ガスビル　5階　キングルーム

一宮市栄3－1－2
名古屋市中村区名駅4－4－38
名古屋市中村区名駅4－4－38
刈谷市若松町2－104
名古屋市中村区名駅4－4－38
名古屋市中区栄3－15－33

会　　　　場 所　在　地 定員（名）

講習会は各会場とも同じ内容で行いますので、ご都合のよい日をお選びのうえお申し込みください。

1．社会保険制度の仕組みについて
2．健康保険・厚生年金保険の適用、保険料について
3．健康保険給付の手続きについて

◆講　師　社会保険労務士

◆受講料　無料
◆申込期限　12月11日（金）まで　
※申込者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
　（１事業所１名様まで申込可）

または、FAX（052-678-7334）にてご連絡いただければ、申込書等を
FAXでお送りいたします。（必ず貴事業所のFAX番号を記入してください。）

または、FAX（052-678-7334）にてご連絡いただければ、申込書等をFAXでお送りいたします。（必ず貴事業所のFAX番号を記入してください。）

※申込方法（申込書様式）等詳しいことは、愛知県社会保険
協会のホームページをご覧ください。

◆申込資格 ○2020年度の社会保険協会費を納入していた
だいた会員事業所の方
○2020年2月から2020年7月までの間に新
規適用となった事業所の方

「社会保険事務講習会」「社会保険事務講習会」開催のお知らせ

　ホテル等の契約施設を優待料金でご利用できる「施設利用会員証」を発行しています。会員証は、
会員事業所の従業員とそのご家族の方がご利用いただけます。（パートタイマー等で社会保険に加
入していない従業員や被扶養者となっていないご家族の方もご利用できます。）
　「会員証」の発行を希望される会員事業所の方は、愛知県社会保険協会ホームページから『施設
利用会員証交付申込書』をダウンロードのうえ郵送にてお申込みください。（個人でのお申し込み
はできません）

＊申込方法（申込書様式）等詳しいことは、愛知県社会保険協会のホームページをご覧ください。

申込方法（申込書様式）等詳しいことは、愛知県社会保険協会ホームページの「お知らせ」よりご覧ください。

●船員保険会（４施設）
●ホテル法華クラブグループ（19施設）
●高輪・品川プリンスホテルグループ（４施設）
●プリンスホテル優待プラン

●湯快リゾートグループ（29施設）
●ダイワロイヤルホテルズ（27施設）
●かんぽの宿（35施設）
●HMIホテルグループ（42施設）

●その他　宿泊施設（８施設）
●その他　日帰り施設（６施設）
●日本スキー場開発グループ
　優待プラン

優待利用できる施設

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

のご案内

申込資格

専用の申込書に返信用封筒を同封して郵送にて
お申し込みください。

申込方法

申込期限 令和２年12月21日（月）到着分まで

発行枚数 1,000枚（先着順となります。）

ご利用期限 令和３年２月28日（日）まで

施設利用会員証発行のご案内

20202020年度度年度社会社会社 保険保険協会会協会費を費を費を納入納入納入してしてしていたいたいただいだいだいたたた
会員事業所の方

のののごごご案案内内

申込資格

専用の申込書に返信用封筒を同封して郵送にて申込方法

申込期限 令和令和２年２年年112月月2121日（日（月）月）到着到着分分まで

発行枚数 1,000枚（先着順となります。）

健康づくり事業の一環として「長島温泉　湯あみの島　特別入館割引券」を発行いたします。
通常料金2,100円（大人）のところ特別料金1,600円で入館できます。
露天風呂と歌謡ショーで、体と心をリフレッシュしてください。
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