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区　　分

経 常 費 用

経 常 収 益

当期経常増減額

実施事業等会計

30,350,000

164,341,000

△� 133,991,000

149,757,000

36,021,000

113,736,000

2,516,157,000

2,465,003,000

51,154,000

2,696,264,000

2,665,365,000

30,899,000

フィオーレ健診クリニック会計法人会計 合　　計

2 3
東京社会保険協会 〜事業計画と予算〜

2020年度 事業計画・予算 会費納入（継続入会）のお願い

会員特典をご利用ください!

広報事業

利用例

福利厚生周知活動

Web版Web版
『社会保険新報』『社会保険新報』をを

毎月メール配信毎月メール配信

健康づくり健康づくり

2020年度 予算2020年度 予算

『協会だより』『協会だより』
『支部報』　『支部報』　

の発行の発行

社会保険事務講習会・社会保険事務講習会・
セミナーセミナーの開催の開催

『算定基礎届・『算定基礎届・
月額変更届の月額変更届の
手引き』手引き』の発行の発行

　2020年度の事業計画ならびに予算案等を審議する理事会および評議員会が３月17日
に開催され、次のとおり承認・決定しました。今年度も、社会保険制度の広報および
講習会の開催、福利厚生事業や健診の充実等、皆様の健康と福祉の向上に寄与してまい
ります。ご支援・ ご協力のほどお願いいたします。

健康保険や年金等に関
するタイムリーな情報
をお届けします。

契約レジャー・宿泊施設や契約レジャー・宿泊施設や
フィットネスクラブの利用フィットネスクラブの利用
割引、各種イベント、会員割引、各種イベント、会員
健診等を実施します。健診等を実施します。

健診事業健診事業

フィオーレ健診クリニックの
周知と利用促進および受診者
の確保に努めます。

（単位：円）

会員特典のご案内や各
種事業への参加を呼び
かけます。

健康保険の各種手続きや
年金の制度改正等、専門の
講師がわかりやすく解説し
ます。

社会保険事務手続きの
参考図書として配付し
ます。

　（一財）東京社会保険協会は、社会保険制度の普及・発展および被保険者と
ご家族の福利厚生を図ることを目的に、各種事業等を実施しています。今年度
の事業につきましては、本誌２ページならびに同封の『会員特典のご案内』に
掲載のとおりですが、これらを行うための費用は、皆様よりご協力いただいて
いる会費が唯一の財源です。
　入会は任意ですが、会員のお役に立てる事業を積極的に実施してまいります
ので、事業主の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

会費の納入は、郵便
局・コンビニ・銀行
をご利用ください。
郵便局・コンビニな
らば、手数料は本会
が負担します。

※ 銀行は、手数料が別途
かかります。

被保険者数 会費年額
10 人未満 3,500 円

10 人以上 30 人未満 4,800 円
30 人以上 50 人未満 7,300 円
50 人以上 100 人未満 9,800 円

100 人以上 200 人未満 14,600 円

被保険者数 会費年額
200 人以上 500 人未満 19,600 円
500 人以上 1,000 人未満 24,300 円

1,000 人以上 2,000 人未満 36,500 円
2,000 人以上 48,600 円

会費年額

事業所の皆様が利用可能
15人の事業所 30人の事業所

３回参加 ４回参加
各種講習会

お得！ お得！
15,000円 20,000円

２人利用 ３人利用
フィットネス

お得！ お得！
4,000円 6,000円

３人受診１人受診
会員健診

お得！
7,200円 21,600円

お得！

従業員の福利厚生にぜひお役立てください

年会費4,800円を払っても

合計 21,400円 お得！ 合計 40,300円 お得！

年会費7,300円を払っても

各種講習会
講習会・セミナーの参加費
が無料になります。※一部有料
（会員以外は5,000円〜）

フィットネス
ティップネスの法人月会費
が１人につき2,000円（税別）

割引で利用できます。

補助金額等は変更になる場合があります。

会員健診
人間ドックが36,000円（税別）
のところ、28,800円（税別）

で受けられます。

本会に未入会の事業
所がありましたら、
ご紹介いただきます
ようお願いします。

※消費税不課税扱い

イメージ

事業計画や会費および会員特典等の詳細は、ホームページに掲載しています



　３部構成でお届けするスペシャルエンターテインメントSHOW‼ 芸能
生活40周年を祝して、豪華ゲストも多数出演します。前回もたくさんのご
応募をいただいた人気の公演です。 

老舗の人形町今半
「すきやき弁当」付‼

日　　時    ７月18日（土）11時開演
会　　場    明治座（中央区日本橋浜町2-31-1）
募集人数   100名
料　　金    会員 S席 10,500円［会員以外 13,000円］ 

※お弁当・お茶付
申込締切   ５月29日（金）必着

第一部　コント名場面集
第二部　豪華ゲストとのスペシャルステージ
第三部　コロッケものまねオンステージ 2020

明治座 コロッケ芸能生活40周年記念公演日帰りバスツアー  吹割の滝＆さくらんぼ狩り＆ 
ガトーフェスタ ハラダ工場見学

　東京で最も長い歴史をもつ劇場・明治座。創業145周年を記念し、デジタル
アート集団「チームラボ」とコラボレーションした緞帳も必見です。
　また、明治座界隈（人形町・浜町）は、下町情緒にあふれています。そのひ
とつ、小網神社（写真）は、強運厄除の神・東京銭洗い弁天のパワースポット
としてテレビでも紹介され、日本橋を舞台とした映画「麒麟の翼」にも登場し
ました。ご来場のついでに、立ち寄ってみてはいかがですか？

　６月開催の日帰りバスツアーは、初夏の吹割の滝を散策し、この時期が旬の
さくらんぼ狩り、人気のお菓子・ガトーフェスタ ハラダのラスク工場見学と、
盛りだくさんのコースです。ご家族、友人、一人でも楽しめること間違いなし！

開 催 日  ６月20日（土）８時出発
集合・解散    新宿駅 工学院大学前　７時45分集合【厳守】・18時45分解散【予定】
募集人数   80名
参 加 費    会員 9,300円［会員以外 12,000円］※大人・子ども同額（旅行保険を含む）

行  程    吹割の滝 → 果実の里 原田農園（昼食＆さくらんぼ狩り）→  
ガトーフェスタ ハラダ本社工場（見学＆買い物）

申込締切   ５月22日（金）必着

公演以外にこんな楽しみ方も‼豆知識

　フランスパンにグラニュー糖をかけ、バーナーであぶったグーテ・
デ・ロワ ブリュレを試食できます。ショップでは、群馬限定のラスク
や工場ならではのフランスパンが購入できるかも ?!

新型コロナウィルスの感染拡大等、諸事情により、
内容の変更または開催を見合わせる場合があります。

新型コロナウィルスの感染拡大等、諸事情によ
り、内容の変更または開催を見合わせる場合が
あります。

ガトーフェスタ ハラダお得情報

さくらんぼ狩り

吹割の滝

手ぶらでいけるサポート付き貸し農園 シェア畑
　首都圏中心に90か所以上を運営。経験豊富なアドバ
イザーが在籍し、栽培に必要なものはすべて揃ってい
る、初心者向けの貸し農園です。無農薬の新鮮で安心な
野菜を育てることができます。ご家族の健康や新たな趣
味、お子様の食育に、野菜づくりを始めてみませんか？

※詳細は、シェア畑のホームページをご覧ください。
　㈱アグリメディア：https://agrimedia.jp/

　華やかなデザインと落ち着きのある和の融合で安らぎのひとときを…。
自然との共存と温かみを兼ね備えた北欧スタイルのリゾートホテルです。

大自然のリゾートホテル 奥日光 森のホテル

　「中禅寺湖をめぐって男体山と赤城山が争った」という伝説が残る戦場ヶ原は、かつての湖が湿原化した場所
です。標高約 1,400m 付近にあり、400ha の広さを誇ります。遊歩道が整備され、約２時間で散策できるコー
スもあります。多くの動植物が生息しており、６月中旬には天然記念物のワタスゲが見頃を迎えます。

料金表 12/1 ～ 3/31
（特別期間を除く）

4/1 ～ 11/30
（特別期間を除く） 特別期間

１室利用人数 平日 休前日 平日 休前日
5/3 ～ 5/5、

8/10 ～ 8/15、
12/31 ～ 1/3

２名利用 ¥22,000 ¥25,000 ¥24,000 ¥27,000 ¥32,000
会員価格 ¥18,000 ¥21,000 ¥20,000 ¥23,000 ¥28,000
３名利用 ¥21,000 ¥24,000 ¥23,000 ¥26,000 ¥31,000
会員価格 ¥17,000 ¥20,000 ¥19,000 ¥22,000 ¥27,000
４名以上 ¥20,000 ¥23,000 ¥22,000 ¥25,000 ¥30,000
会員価格 ¥16,000 ¥19,000 ¥18,000 ¥21,000 ¥26,000

上記割引（通常料金より 4,000 円割引）＋夕食時のドリンク１杯サービス

「日本の名湯百選」に選ばれた源泉掛け流しのにごり湯

落ち着いた趣ある客室 ※１泊２食付・１人あたり料金。消費税・サービス料込。入湯税別。

予約方法 ホテルに直接電話をして、団体名（東京社会保険協会）と会員番号
をお伝えください。

お問い合わせ 奥日光 森のホテル（栃木県日光市湯元もみの木通り）　☎ 0288-62-2338

利用方法 施設に直接電話をして、団体名（東京社会保険協会）と 
会員番号をお伝えください。

お問い合わせ シェア畑　☎ 0120-831-296

大自然のパワーをチャージ‼　戦場ヶ原を散策しよう周辺スポット
「日帰りバスツアー」と「明治座・コロッケ公演」は、
別紙申込書をご使用ください。

お申し込み

東京社会保険協会　イベント係
☎ 03-5292-3596

お問い合わせ

野菜づくりをはじめよう‼

お 申 し 込 み
お問い合わせ

11,000円（税込）

入会金

5,500円

会員特典

（税込）
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　医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、健康保険法等の被扶養者の認定要件に関する法令が
改正され、令和２（2020）年４月１日に施行されました。これにより、健康保険等（船員保険も含む）の
被扶養者ならびに国民年金第３号被保険者に、新たに国内居住要件が追加されました。
　今後、海外に居住したときや海外から国内に転入したとき等は、国内居住要件にかかる届書の提出が
必要となります。

　住所については、住民票（住民基本台帳に住民登録されてい
る）が日本国内にあれば、原則として要件を満たします。この
ため、一定の期間を海外で生活している場合も、住民票が日本
国内にある限りは、原則として要件を満たすことになります。
ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労していて日
本ではまったく生活していない等、日本国内での居住実態がな
い場合は、例外的に要件を満たしていないと判断します。

　住所が日本国内にない方でも、７ページ表の１～５に該当する場合は、生活の基礎が日本国内にあると認
められる者として、例外により、健康保険等の被扶養者ならびに国民年金第３号被保険者として扱います。
国内居住要件の例外に該当する（または、該当しなくなった）ときは、届書にその旨を記載し、事業主を経
由して、事務センター（郵送）または管轄する年金事務所に提出してください。なお、健康保険組合に加入
している事業所は、加入する健康保険組合への届出が必要です。
　提出する届書の添付書類等により、国内居住要件の例外に該当するかどうかを確認します。添付書類等が
外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名がある日本語の翻訳文も添付してください。

教えて！ 年 金 制 度

国内居住要件が追加されました

国内居住要件とは…

国内居住要件の例外

国内居住要件の例外および届出等については、
７ページ表にまとめました。

例外的に国内居住要件を満たす方 提出する届書 添付書類等※

１ 海外留学する学生

�健康保険�
被扶養者（異動）届

�船員保険�
被扶養者（異動）届

�国民年金�
第 3号被保険者関係届

・査証　・学生証　・在学証明書　
・入学証明書等の写し

２ 海外赴任する被保険者の同行者
・査証　・海外赴任辞令　
・�海外の公的機関が発行する居住
証明書等の写し

３
観光、保養、ボランティア活動、その
他就労以外の目的での一時的な海外渡
航者

・査証　
・ボランティア派遣機関の証明
・�ボランティアの参加同意書等の
写し

４
被保険者の海外赴任期間に身分関係
が生じた、上記２と同等と認められ
る者

・�出生や婚姻等を証明する書類等
の写し

５
上記１～４以外に渡航目的やその他
の事情を考慮し、生活の基礎が日本
国内にあると認められる者

・個別に判断

保険適用されない方も入院中は継続
　国内居住要件の導入により、健康保険等の被扶養者でなくなる方で、令和２（2020）年４月１日時点で
保険医療機関に入院中の場合は、被扶養者の資格が継続されます。なお、入院が終了（退院）した時点で
資格の継続の対象ではなくなりますので、健康保険被扶養者（異動）届の提出が必要です。

詳しくは、管轄の年金事務所にお問い合わせください

適用除外者の追加
　次の❶および❷に該当する方は、令和２（2020）年４月１日から、健康保険等の被扶養者ならびに国民
年金第１号被保険者および第３号被保険者の適用除外者に追加されます。適用除外者に該当する場合は、
届出が必要です。

（※）表中は、国内居住要件の例外における確認書類です。扶養認定については、所得証明書等が別途必要となります。

❶  日本国籍を有しておらず、疾病や障害により、日本国内の病院も
しくは診療所に入院して、医療を受けることを目的とする査証で
入国した方および同行して日常生活上の世話をする方

❷  日本国籍を有しておらず、観光、保養、その他これらに類似する
活動を目的とする査証で入国した方

2020年４月から

76
日本年金機構からのお知らせ



　協会けんぽに加入手続きすると、被保険者（ご本人）とその被扶養者（ご家族）一人ひとりに保険証が 
交付されます。70 ～ 74 歳の方には、保険証のほかに高齢受給者証も交付されます。

知っておきた い

正しく使いましょう！ 保険証のキホン

保険証が発行されるまで

資格喪失日（退職日の翌日）以降は保険証を使えません

退職日の翌日以降は保険証を使えません

健康保険被保険者証（保険証）

各申請書の「被保険者証の記号
および番号」欄には、こちらの
記号・番号をご記入ください。

保険証は大切に保管
● 受け取ったら、記載内容を確認
●  医療機関等を受診するときは、必ず提示
● 貸し借りは、法律で禁止
●  被扶養者に変更があったら、５日以内に届け出
●  紛失・破損したら、届け出のうえ再交付
●  退職時は、被保険者・被扶養者すべての保険証等を返却

事 業 所

協会けんぽ

事務センター
（管轄の年金事務所）

❶ 資格取得届・被扶養者（異動）届を提出

届書を審査・登録

❸ 登録データを送信
特定記録郵便

❹ 保険証を発送

保険証が届くまで通常２～３週間
（４月の繁忙期は１か月程度かかる場合があります。）

特
定
記
録

❷ 

業務災害の病気等は労災保険
　仕事中や通勤途中の事故等による病気やけがは、
労災保険（労働者災害補償保険）の対象となるため、
原則として、保険証は使えません。労災保険の認定
等、詳しくは労働基準監督署にご相談ください。

　被保険者が保険証を使用できるのは、退職日（資格喪失日の前日）までです。また、パート等の方で、勤務
時間や勤務日数が減少し、被保険者資格を失ったときも、資格喪失日以降は保険証が使えなくなります。

保険証は事業所宛に送付します。事業所所在地が移転した場合は、
日本年金機構で住所変更の手続きをしてください。

被保険者の資格喪失日 被扶養者の資格喪失日

❶  適用事業所に使用されなくなった日（退職日等）
の翌日

❷  75歳になった等の理由により、後期高齢者医療
制度の被保険者となった日

❸ 死亡した日の翌日

❶ 被保険者が資格を喪失したその同日
❷ 就職や結婚等により、扶養から外れた日
❸  75歳になった等の理由により、後期高齢者医療

制度の被保険者となった日
❹ 死亡した日の翌日

保険証の確実な回収にご協力ください
以上をあらかじめご確認いただき、ご家族の分もあわせて、以上をあらかじめご確認いただき、ご家族の分もあわせて、

協会けんぽ加入期間

（例） 被保険者が３月20日で退職したとき

３月20日

被保険者が退職したら、被保険者（ご本人）・被扶養者（ご家族）すべての保険証・高齢受給者証を勤務先
に返却してください。被扶養者が就職や結婚等で扶養から外れたときは、その被扶養者の保険証を被保険者の
勤務先に返却します。事業主は、保険証をすみやかに回収のうえ、資格喪失届・被扶養者（異動）届に添付し
て、事務センター（管轄の年金事務所）に提出してください。保険証を添付できない（紛失・破損）ときは、
確実に回収後、保険証を事務センター（管轄の年金事務所）または協会けんぽに返却をお願いします。

退職後によくある誤解として、● 新しい保険証が届くまで現在の保険証は使える  ● 退職
が月の途中だから月末までは使える  ● 会社から何も言われないからまだ使える等がありま
すが、実際はどうなのでしょうか？

保険証を返却しなかったらどうなるのでしょうか？

退職して資格を失った保険証を使ったらどうなるのでしょうか？

いずれの場合も、現在の保険証は使用できません。勤務先を通じて、保険証を返却してく
ださい。なお、保険証を返却しても、治療中の疾患については、病院側は月始めに確認し
た保険証で処理するので、必ず医療機関等の窓口で、退職により保険証が変わることを伝
えてください。特に、被扶養者が入院されているときは要注意です。

後日、医療費を返還していただくことになります。（下図参照）

資格喪失届等に保険証を添付できずに「返不能」として届け出た場合は、資格喪失後の受
診を未然に防ぐため、日本年金機構および協会けんぽから、ご本人に直接、「保険証の無
効と返却のお知らせ」を送付します。

詳しくは、協会けんぽ東京支部にお問い合わせください

（例） 医療費10,000円（３割負担）の場合

協会けんぽ

❷ 有効ではない支払い

7,000円支払い（７割負担）

❶ 資格のない保険証を提示

3,000 円支払い（３割負担）

❸ 7,000円の返還を請求

医療機関等 本　人

（例） 被扶養者が４月１日に就職したとき

３月31日までは被扶養者
としての保険証を使用

４月１日からは就職先
の保険証を使用４月１日

被扶養者 就職先の被保険者

資格を失った保険証を事業主に返却せずに医療機関等を受診すると、協会けんぽ
は必要のない医療費を負担することとなり、保険料率にも大きな影響を及ぼしかね
ません。退職や扶養から外れた方の保険証の回収または返却をお願いします。

在職時の保険証は使用不可
３月21日以降
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　日本年金機構および協会けんぽ東京支部の協力のも
と、東京社会保険協会が制作するオリジナルのテキスト
です。年金事務所主催の算定基礎届事務講習会でもご提
供しています。参加者には、当日１人１冊配付します。
追加でご希望の場合は、１冊 300 円で販売します。

イメージ

※年金事務所主催の算定基礎届事務講習会とは異なります。ご注意ください。

テキスト『算定基礎届・月額変更届の手引き』

春・夏に開催する

社会保険事務
講習会

豊富な知識と経験に
基づき、ポイントを
押さえながら解説し
ます。

いしわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
DC プランナー
宅地建物取引士

石和信人さん
講師紹介

�算定基礎届

日 時   ６月26日（金）14時～16時
定 員   1,000名
費 用   無料
講 師   石和　信人
会 場   新宿文化センター（新宿区新宿６-14-１）
参加方法    事前のお申し込みは不要です。申込書（別紙）を 

ご記入のうえ、当日、受付にお渡しください。

毎年１回、年金事務所に提出する「算定基礎届」事務

わかりやすいテキストが好評

●WEB応募にアクセスし、必要事項を入力してください。
●�応募結果等は、締切後３週間程度で、ご登録のメールアドレスに
ご連絡します。１つのメールアドレスにつき１名のお申し込みとな
ります。

●�応募期間内に先着順（応募期間外は落選）で、定員になり次第、
締め切ります。

WEB

別紙申込書をご使用ください。郵送

東京社会保険協会　講習会係
☎�03-5292-3596　 �Kousyukai@tosyakyo.or.jp�

お問い合わせ

お 申 し 込 み
お問い合わせ

社会保険の基礎知識
時間をかけてじっくり学びたい方へ

資格の取得や喪失、出産や疾病の給付、
社会保険制度の仕組みや手続き等

日 時   ７月14日（火）・16日（木）・17日（金） 
各日10時～16時

定 員  各回190名  先着順  ※１事業所につき２名まで

費 用  会員 無料［会員以外 5,000円］　
講 師  望月　由佳
会 場  電設年金会館（新宿区大久保２-８-３）
応募期間  5月20日（水）10時～５月27日（水）17時
WEB応募  https://fofa.jp/tosyaky/a.p/222/

人気No.1のテーマ！
人気No.1のテーマ！社会保険の基礎

社会保険の基礎がが学べます！学べます！

2020年度後半の講習会【予定】
開催月 テーマ

2020 年 9 月 労災保険・雇用保険の基礎知識、ハラスメント対策
10 月 出産・育児・介護休業、健康保険の給付
11 月 年金の仕組みと手続き、給付

2021 年 2 月 60 歳からの雇用保険・社会保険の手続き

会員限定 退職後の生活設計を考えてみよう！

年金シニアライフ

日 時   ８月５日（水） 13時～16時30分
定 員   150名
費 用   会員 1,000円［会員以外 11,000円］
講 師   年金ライフプランの講師を予定
会 場   電設年金会館（新宿区大久保２-８-３）
WEB応募   https://fofa.jp/tosyaky/a.p/223/
応募締切    ７月３日（金）必着

充実したシニアライフに必要な「年金・医療保険」
「生きがい」「家庭経済プラン」

知っておくべき要点
をまとめ、正確かつ
丁寧にわかりやすく
説明します。

望月社会保険労務士法人
特定社会保険労務士

望月由佳さん
講師紹介

ベスト３３2019年度のアンケートより

人気の講習会

11 社会保険の基礎知識

22 労災保険・雇用保険の基礎知識

33 年金の仕組みと手続き

会員限定 旬のテーマを掘り下げて学ぼう！

働き方改革関連法

日 時    ８月27日（木）・28日（金） 各日13時30分～16時
定 員   各回190名  先着順  ※１事業所につき２名まで

費 用   会員 1,000円［会員以外 11,000円］
講 師   小林　元子
会 場   電設年金会館（新宿区大久保２-８-３）
WEB応募   https://fofa.jp/tosyaky/a.p/224/
応募期間    ６月22日（月）10時～６月29日（月）17時

同一労働同一賃金・36協定を中心に、
昨年から順次施行されている働き方改革のポイント等 明るくハキハキと軽

快にお話しされるの
で、難しい内容でも
楽しく学べます。

がんこ社労士事務所
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士

小林元子さん
講師紹介

　新型コロナウィルスの感染拡大等、諸事情により、
中止となる場合があります。ホームページでご案内しま
すので、必ずご確認ください。

　今年度より、一部の講習会等で、
テキスト代を負担いただきます。
　ご理解・ご協力のほど、
お願いします。

講習会等の開催状況は
ホームページをご覧ください

講習会等の参加費について

定員に満たなかった場合のみ、
会員以外の方も参加できます。

中止となりました
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ウォーキングの目的地はラーメン屋 !?
　音羽建物の社長と協会の会長という責任ある立
場で、多忙な毎日を送っていますが、おかげさま
で毎年の人間ドックはほぼ問題なく、いたって健
康です。
　もちろん、日頃から規則正しい生活を心がけて
います。早寝早起き、暴飲暴食はしない、飲み会
等でも二次会には行かない、休日にはウォーキン
グをしています。
　ウォーキングの目的地はラーメン屋です（笑）。
ラーメン好きではありますが、毎回食べに行って
いるわけではありません。普段は使わない路線の
知らない駅で降りて、インターネットや本で調べ
た住所を頼りにラーメン屋を探し、いずれ訪れる
ときのためにメモをする。目的もなくただ歩くだ
けでは続けられませんからね。後日、機会を見つ
けて食べに行き、その感想もメモに残して仲間と
情報交換。ラーメン屋探訪とともに街の発見もで
きるので、面白いですよ。
　旅行も好きで、毎年夏には家内と海外に行った
りしています。協会の会員事業に「エイチ・アイ・
エス」の優待がありますから、次回はぜひ利用し
たいですね。

話題性のある事業を広報して会員増加を
　音羽建物では、不動産関係のみならず、観葉植
物のレンタルにも取り組んでいます。潤いを大事
にする時代になりましたから、IT 企業等を中心
に好評で、私が営業に出向くこともあります。
　協会の会長としては１年半が経ちましたが、会

員の増加を喫緊の課題として、支部同士の活発な
交流を図る等、職員の皆さんとともに尽力してい
きたいと思っています。
　協会の会員事業には興味深いものが多く、なか
でも観劇会や日帰りバスツアーが人気と聞いてい
ます。そういった話題性のある事業を、『協会だ
より』で積極的に広報して、誌面を通して職場の
同僚や家族、友人へと広がっていけば、ひいては
会員の増加にもつながるのではないかと期待して
います。

音羽建物株式会社 代表取締役社長
（一財）東京社会保険協会　会長

山根　隆 さん

　健康で充実した毎日を過ごされている会員事業
所の方にお話をうかがう新企画。
　第１回目は、音羽建物株式会社の代表取締役社
長で、（一財）東京社会保険協会の会長を務める
山根隆さんの健康ライフに迫ります！

発行　一般財団法人 東京社会保険協会
〒 160-8407　東京都新宿区新宿 7-26-9　電話 03-3204-8877（大代表）　URL http://www.tosyakyo.or.jp/

会社紹介　音羽建物株式会社
　大手総合出版社の㈱講談社グループで、所在地は
文京区音羽。不動産の所有・管理・賃貸、建物の
調査・保全・売買、ビル管理、造園、土木建築の設
計・施工管理、飲食店経営、法人向け観葉植物のレ
ンタル等を手掛ける。

「野菜倶楽部 oto no 
ha cafe」（文京区関
口）では、静岡県富士
市の直営農場で栽培さ
れた野菜や果物を使っ
た料理を提供。

12
会員事業所インタビュー


	WEB_200400協会だより_1
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	WEB_200400協会だより_6-7
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