
頑張る従業員のために

熊本市がつくった福利厚生制度を活用しませんか？

職場の福利厚生を支援します
現在の会員事業所数：約2,200所　会員数：約34,000名

只今、
　会員事業所募集中！ 350円会費

1人月額

お問い
合わせ

一般財団法人 熊本市勤労者福祉センター　ふれあう共済
TEL 096-345-7311　熊本市中央区黒髪3-3-12 サンライフ熊本内

●成人祝金（会員が満20歳）……………………

●結婚祝金（会員の結婚）………………………

●出産祝金（会員または会員の配偶者の出産）…

●小学校入学祝金（会員のお子様）……………

●中学校卒業祝金（会員のお子様）……………

●結婚満25年祝金（会員の銀婚式）……………

●死亡弔慰金（天災等での死亡除く）

　会員本人　入会15年以上………………………

　　　　　　入会15年未満………………………

　会員の配偶者……………………………………

　会員の１親等血族………………………………

●傷病見舞金………………………………………
　　会員が傷病により継続して30日以上欠勤し、復職したとき　年度内１回

●永年褒賞記念品………………………………

　（入会から５年、10年、20年）

熊本市、合志市、菊陽町、大津町、益城町、西原村、嘉島町、御船町、山都町、甲佐町、宇土市、
宇城市、美里町、玉東町、菊池市、阿蘇市、南阿蘇村、高森町に本店または主たる事務所を有する
会社、個人商店に勤める従業員（パート可）及び事業主。事業所単位での一括加入が原則で、２名
から加入できます。

10,000円

10,000円

10,000円

5,000円

10,000円

15,000円

70,000円

50,000円

30,000円

10,000円

10,000円

カタログギフト

　

●宿泊施設利用補助　　 　　　

　会員　年度内１回……………………………………

●指定人間ドック受診補助（年度内に40才以上になる方）

　会員　年度内１回……………………………………

●指定コンサート等補助

   会員　年度内２回……………………………………

●指定資格・検定試験受験料補助

　会員　年度内２回……………………………………

●サンライフ熊本利用補助（受講料・施設利用料）

　会員、１親等以内の同居家族…………………　

1,500円

5,000円

1,500円 

2,000円

上限2,000円

通年サービス

入会できる方

会報誌 導入の６つのメリット

①熊本市が昭和49年に設立した制度を熊本市が100％出資した非営利の一般財団法人が運営
しているので安心

②会費は１人月額350円と低コスト
③福利厚生の充実は人材確保と職場定着率アップに有効
④地元密着型のサービスが豊富で、使い勝手がよく、従業員の家族も利用できるサービスも

充実
⑤会報誌が共通の話題になり、従業員のコミュニケーションが活性化
⑥働き方改革で注目されるワークライフバランスへの取り組みになり、仕事へのモチベー

ションがアップし労働生産性も向上

●会員証提示割引　厚生労働省所
管の全国中小企業勤労者福祉サー
ビスセンターと九州・沖縄地区の
サービスセンターで設立した
K-netに加盟しています。このた
め、これらの団体が提携している
全国及び九州・沖縄の割引協定施
設も利用できます。

●映画割引チケット
●ホテルレストラン割引チケットの提供
●ハーモニーランド無料招待（春・夏・冬）

２ヵ月に１回発行する会報誌では季節に合わせて
バラエティー豊かな事業を展開！人気事業を一部ご紹介！

NO. 講　座　名 曜日・時間 年間
回数

受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

1 楊名時気功太極拳 毎週火曜　  ９：30 ～11：30 40 10 回　6,500 円 4 川﨑　栄子（楊名時八段錦太極拳師範）

2 女性のためのリラックスヨーガ（火） 毎週火曜　10：00 ～12：00 40 10 回　6,500 円 4 徳永　つよみ（日本ヨーガ学会講師）

3 ラージボール卓球 中・上級 毎週火曜 　13：15 ～15：15 40 10 回　6,750 円 4 山下　敬一（熊本県卓球協会理事）

4 リズム健康体操 毎週火曜　13：30 ～15：30 40 10 回　6,500 円 4 野中　佐和子
（熊本県レクリエーション協会コーディネーター）

5 女性のためのやさしいピラティス 毎週火曜　13：30 ～15：00 40 10 回　5,000 円 4
長　美佐子

（ピラティスインストラクター）
6 女性のためのピラティス＆骨盤体操 毎週火曜 　15：10 ～16：10 40 10 回　3,500 円 4

7 ZUMBA（火）① 毎週火曜　18：40 ～19：40 40 10 回　3,500 円 4
田代　亜矢

（オフィシャル ZUMBA フィットネスインストラクター）
8 ZUMBA（火）② 毎週火曜　19：50 ～ 20：50 40 10 回　3,500 円 4

9 女性のためのいきいきヨーガ 毎週火曜　18：50 ～ 20：50 40 10 回　6,500 円 4 木原　美保（日本ヨーガ学会講師）

10 さわやか健康体操 毎週水曜　  ９：30 ～11：30 45 15 回　9,750 円 3
宮田　小百合

（真美健康体操　熊本支部長）
11 らくらく体操 毎週水曜 　13：30 ～15：30 45 15 回　9,750 円 3

12 女性のためのリラックスヨーガ（水） 毎週水曜　13：30 ～15：30 45 15 回　9,750 円 3 松永　裕子（日本ヨーガ学会講師）

13 卓球 ① 毎週水曜 　13：15 ～15：15 40 10 回　6,500 円 4 松下　智子（元世界選手権日本代表）

14 卓球 ② 毎週水曜　15：30 ～17：30 40 10 回　6,500 円 4 高木　雅史（日本体育協会上級指導員）

15 健康太極拳 毎週水曜　18：30 ～ 20：30 45 15 回　9,750 円 3 別城　美知子
（日本武術太極拳連盟公認Ａ級指導員）

16 女性のためのフィットネスヨーガ（水） 毎週水曜　18：50 ～ 20：50 45 15 回　9,750 円 3 石津　薫子（日本ヨーガ学会講師）

17 女性のための心と体ストレスフリーヨガ（水） １・３水曜 　19：00 ～20：00 24 12 回　4,200 円 2 平田　明美（ヨガインストラクター）

18 ストレッチング健康法 毎週木曜　  ９：30 ～11：30 45 15 回　9,750 円 3 北川　裕子（ストレッチング健康法講師）

19 ワンコイン卓球 毎週木曜　  ９：30 ～11：00 40 10 回　5,000 円 4 山下　敬一（熊本県卓球協会理事）

20 女性のためのカラダにやさしいヨガ 毎週木曜 　11：20 ～12：20 40 10 回　3,500 円 4 一美　朋美（全米ヨガアライアンスRYT200）

21 ZUMBA　GOLD 毎週木曜 　11：50 ～12：50 45 15 回　5,250 円 3 柳川　恭子
（Coco Dance Company 主宰）

22 女性のためのソフトピラティス＆ストレッチ １・３木曜 　13：30 ～14：30 24 12 回　4,200 円 2

満員

満員

受講生募集
　サンライフ熊本は、勤労者及び市民のみな
さまが豊かで実りある人生を過ごされるため
の「ふれあいの場」「学習の場」です。
　令和２年度もスポーツ・レクリエーショ
ン・教養・趣味など講座内容を充実し、みな
さまの受講をお待ちしております。
　お気軽にご利用ください。

一般財団法人
熊本市勤労者福祉センター

サンライフ
熊 本

〒860-0862　熊本市中央区黒髪３丁目３番12号

TEL 096-345-3511 URL　http：//kumasun.net

年間主催講座のご案内
スポーツ・レクリエーション講座
令和２年度

令和２年度 主催講座のご案内　

満員

パッチワーク産後ピラティス



NO. 講　座　名 曜日・時間 年間
回数

受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

1 ボンボ藤井の楽しいウクレレ １・３月曜　14：45 ～15：45 20 10 回　4,000 円 2 ボンボ藤井
（フェイマスウクレレインストラクター）

2 ギターを使った歌唱指導 毎週火曜　18：50 ～ 20：50 40 10 回　8,000 円 4 並木　浩一
（日本歌手協会会員）

3 絵手紙 １・３水曜 　９：30 ～11：30 22 11 回　8,800 円 2 伊方　壽子
（絵手紙講師）

4 実用書道 ２・４水曜 　９：30 ～11：30 22 11 回　8,800 円 2 寿藤　草雪
（日展作家）

5 陶 芸 毎週水曜　13：30 ～15：30 36 12 回　12,600 円
　　　　　（材料費込み） 3 西山　文子

（陶芸家）

6 歌謡入門（水・午後） １・２・３水曜　13：30 ～15：30 36 12 回　9,600 円 3 野小生　すゑ子
（カラオケ講師）

7 たのしい水彩画 １・２・３木曜　13：30 ～15：30 36 12 回　9,600 円 3 堤　啓一
（熊本県水彩画会 元会長）

8 手編みの基本 毎週金曜 　９：30 ～11：30 44 11 回　8,800 円 4 中村　ちか子
（講談社指導講師）

9 歌謡入門（金・午前） 毎週金曜　10：00 ～12：00 44 11 回　8,800 円 4 並木　浩一
（日本歌手協会会員）

10 歌謡入門（金・午後） １・２・３金曜　13：30 ～15：30 36 12 回　9,600 円 3 野小生　すゑ子
（カラオケ講師）

11 パッチワークキルト ２・４金曜　13：30 ～15：30 24 12 回　9,600 円 2 山下　美佐子
（文科省認可日本手芸普及協会講師）

NO. 講　座　名 曜日・時間 年間
回数

受講料
（１期分）

支払
回数 講　師（敬称略）

23 社交ダンス（木） 毎週木曜　13：30 ～15：30 45 15 回　9,750 円 3 緒方　勲
（日本ボールルームダンスプロインストラクター）

24 楽しいバドミントン 毎週木曜　13：30 ～15：30 40 10 回　6,750 円 4 吉永　圭井子（元日本リーグ選手）

25 ピラティス（木） 毎週木曜　18：40 ～19：40 45 15 回　5,250 円 3 片山　享子（健康運動指導士＆
STOTTピラティスインストラクター）

26 女性のためのフィットネスヨーガ（木） 毎週木曜　18：50 ～ 20：50 45 15 回　9,750 円 3 小田　泰子（日本ヨーガ学会講師）

27 女性のための心と体ストレスフリーヨガ（木） １・３木曜　19：30 ～ 20：30 20 10 回　3,500 円 2 本多　和代（ナディ・ヨガスクール公認講師）

28 女性のための骨盤エクササイズ＆
ピラティス（木）夜間

2・4 木曜　19：50 ～ 20：50 20 10 回　3,500 円 2 家吉　順子
（LUKA mama care 代表）

29 ハワイアンフラダンス 毎週金曜　 ９：30 ～11：30 45 15 回　9,750 円 3 中村　文恵（西日本ハワイアン協会インストラクター）

30 女性のための朝のピラティス① 毎週金曜 　９：50 ～10：50 45 15 回　5,250 円 3
上村　葉子

（ピラティスインストラクター）
31 女性のための朝のピラティス② 毎週金曜　11：00 ～12：00 45 15 回　5,250 円 3

32 女性のための骨盤調整体操 毎週金曜　12：30 ～13：30 45 15 回　5,250 円 3 奥村　育恵
（CP 骨盤エクササイズ with ピラティス
 インストラクター）33 女性のための骨盤エクササイズ＆ピラティス 毎週金曜　14：00 ～15：00 45 15 回　5,250 円 3

34 社交ダンス（金） 毎週金曜　13：00 ～15：00 45 15 回　9,750 円 3 外村　洋子
（日本ボールルームダンスプロインストラクター）

35 楽しいフォークダンス 毎週金曜　13：30 ～15：30 30 10 回　6,500 円 3 池田　千恵
（日本フォークダンス連盟熊本県支部理事）

36 ピラティス（金）① 毎週金曜　18：40 ～19：40 45 15 回　5,250 円 3 原部　静子
（U.S.A. ネバダ州立大学公認　マットピラティス
 指導者資格）37 ピラティス（金）② 毎週金曜　19：50 ～ 20：50 45 15 回　5,250 円 3

38 ZUMBA（金） 毎週金曜　19：50 ～ 20：50 45 15 回　5,250 円 3 田代　亜矢
（オフィシャル ZUMBA フィットネスインストラクター）

39 ラテン ･ ラテン ･ ラテンダンス 毎週土曜　10：00 ～12：00 45 15 回　9,750 円 3 坂井　康祐（ダンスインストラクター）

40 親子でタヒチアンダンス １・３・４土曜　13：00 ～14：00 32
８回 　5,200 円

（３～１５才までの
 子どもと保護者）

4 田﨑　蒼衣
（吉永フラ・タヒチアンダンススクール講師）

41 ゴルフピラティス １・３・４土曜　14：30 ～15：30 33 11回　3,850 円 3 片山　享子（健康運動指導士 &
STOTT ピラティスインストラクター）

42 日曜ワンコイン卓球　初級 ２・４日曜 　９：00 ～10：30 20 10 回　5,000 円 2
山下　敬一

（熊本県卓球協会理事）
43 日曜ワンコイン卓球　中・上級 ２・４日曜　10：45 ～12：15 20 10 回　5,000 円 2

教養・趣味講座

満員

満員

満員

満員

満員

年間主催講座のご案内
スポーツ・レクリエーション講座
令和２年度



NO. 講座名 日時 受講料 対象者・定員 申込方法

1 楽しく撮るデジカメ撮影 ４/９～５/28（木）
全８回 ９：30～11：30

8,000 円
 （材料費 500 円）

16 歳以上の方
20 人

４月６日（月）まで受付（電話可）
多数の場合抽選

2 着物のリフォームと暮らしの知恵 ４/20～９/７　１・３（月）
全８回 10：00～12：00 6,400 円

16 歳以上の方
13 人

４月６日（月）
午前10時から
先着順受付（電話可）

3 女性のための
週末のピラティス

4/18～9/19　１・３（土）　　　　　
全10回 18：30～19：30 3,500 円

16 歳以上の女性の方
15 人

4 女性のための
初めてのベリーダンス

4/18～9/19　１・３（土）　　　　　
全10回 19：40～20：40 3,500 円

16 歳以上の女性の方
15 人

5 月曜卓球 5/18～10/19　１・３（月）　　　　　
全8回　10：00～12：00 5,200 円

16 歳以上の方
15 人

５月７日（木）
午前 10 時から
先着順受付（電話可）

6

産後のママのために
ママのカラダメンテナンス
骨盤エクササイズ・ヨガ・バランスボール

4/16～6/18（木）　全10回　　　　　　
①10：00～11：00
②11：20～12：20
③12：40～13：40

3,500 円

7 ヵ月～未就学児のママ
各 15 組

※時間帯によって受講
対象が異なります

３月26日（木）まで
サンライフ熊本
ホームページで受付中

この他にマタニティヨガ、産後 2 ヵ月から受講できる産後ヨガ、ベビーマッサージなどプレママやママ向けの各種講座を実施しています。
詳細はサンライフ熊本ホームページをご覧ください。

施設利用料金
午前(円） 午後(円） 夜間(円）

面積 収容
人数９：00〜12：00 13：00〜17：00 18：00〜21：00

講習室 2,000円 2,500円 2,500円 57㎡ 30人

大会議室 4,000円 5,000円 5,000円 128㎡ 80人

第１会議室 2,000円 2,500円 2,500円 64㎡ 40人

第２会議室 2,000円 2,500円 2,500円 64㎡ 40人

第３会議室 1,500円 2,000円 2,000円 30㎡ 20人

第１和室 1,500円 2,000円 2,000円 15畳 16人

第２和室 1,500円 2,000円 2,000円 18畳 20人

ホール 4,000円 4,000円 4,000円 127㎡

体育室

専用使用料 4,140円 5,520円 4,140円

396㎡一部使用料
（面・台）

バドミントン １面１時間 460円

ミニバレー １面１時間 460円

卓球 １台１時間 220円

PP
P

P

3

337

済々黌

ルーテル学院

ナフコ

はあもにい
有料（200円）

無料
無料

無料

桂花拉麺

浄行寺交差点
至 熊本市街

至 植木

 

中央自動車
学校

ホリデイ
スポーツクラブ

熊
本
電
鉄

至 

熊
本
大
学

サンライフ熊本

ピラティス

受講料を添えてお申込みください。満員になり次第、締め切ります。また満員の講座はキャンセル待ちのみ受付けます。
開講後は空席があれば随時受付けます。応募人数が極端に少ない講座は、とりやめになる場合があります。
原則として、納入された受講料はお返しいたしません。講座によって納入単位が異なります。納入単位毎に受講料を納
めていただくと更新となり、継続して受講できます。次回への振替や受講講座の別人譲渡は一切致しておりませんので
ご了承ください。講座によってはテキストや教材費・材料費が別途必要です。（実費）
各講座とも、通年（令和２年４月～令和３年３月）で行います。講師の都合や天災などによりやむを得ず他の日に振り
替える場合があります。
子どもと一緒に参加できる講座以外、お子様連れの受講はご遠慮ください。

個人情報保護法に基づき、個人情報の安全管理に努めます。受講生の皆様の個人情報につきましては講座等への登録、
案内を目的として利用させていただきますがご本人の同意なしに第三者へ提供することはありません。

申込み………

受講料………

講　座………

お願い………

個人情報保護の取扱い…………

令和２年３月10日（火）午前９時からサンライフ熊本窓口にて先着順に受付けます。お申込み方法

4・5月短期講座のご案内令和２年度

サンライフ熊本 貸会議室・体育室のご案内

営業時間のご案内
開館時間
休 館 日

月～土曜 9：00 ～ 21：00（日曜・祝日 9：00 ～ 17：00）
第 2・4 月曜（ただし、祝日の場合はその翌日）、年末年始（12/29 ～ 1/3)

最寄の公共交通機関
●熊本桜町ターミナルから　熊本電鉄バス　菊池方面行
　国道経由に乗車「男女共同参画センターはあもにい前」下車 

第1会議室

第 3 会議室

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
、
ス
ク
リ
ー
ン
の

貸
出
（
有
料
）
も
承
り
ま
す
。

☆お電話（096-345-3511）での仮予約もできます。お気軽にお申込みください。

（６月以降の分についてはお問い合わせください）



頑張る従業員のために

熊本市がつくった福利厚生制度を活用しませんか？

職場の福利厚生を支援します
現在の会員事業所数：約2,200所　会員数：約34,000名

只今、
　会員事業所募集中！ 350円会費

1人月額

お問い
合わせ

一般財団法人 熊本市勤労者福祉センター　ふれあう共済
TEL 096-345-7311　熊本市中央区黒髪3-3-12 サンライフ熊本内

●成人祝金（会員が満20歳）……………………

●結婚祝金（会員の結婚）………………………

●出産祝金（会員または会員の配偶者の出産）…

●小学校入学祝金（会員のお子様）……………

●中学校卒業祝金（会員のお子様）……………

●結婚満25年祝金（会員の銀婚式）……………

●死亡弔慰金（天災等での死亡除く）

　会員本人　入会15年以上………………………

　　　　　　入会15年未満………………………

　会員の配偶者……………………………………

　会員の１親等血族………………………………

●傷病見舞金………………………………………
　　会員が傷病により継続して30日以上欠勤し、復職したとき　年度内１回

●永年褒賞記念品………………………………

　（入会から５年、10年、20年）

熊本市、合志市、菊陽町、大津町、益城町、西原村、嘉島町、御船町、山都町、甲佐町、宇土市、
宇城市、美里町、玉東町、菊池市、阿蘇市、南阿蘇村、高森町に本店または主たる事務所を有する
会社、個人商店に勤める従業員（パート可）及び事業主。事業所単位での一括加入が原則で、２名
から加入できます。

10,000円

10,000円

10,000円

5,000円

10,000円

15,000円

70,000円

50,000円

30,000円

10,000円

10,000円

カタログギフト

　

●宿泊施設利用補助　　 　　　

　会員　年度内１回……………………………………

●指定人間ドック受診補助（年度内に40才以上になる方）

　会員　年度内１回……………………………………

●指定コンサート等補助

   会員　年度内２回……………………………………

●指定資格・検定試験受験料補助

　会員　年度内２回……………………………………

●サンライフ熊本利用補助（受講料・施設利用料）

　会員、１親等以内の同居家族…………………　

1,500円

5,000円

1,500円 

2,000円

上限2,000円

通年サービス

入会できる方

会報誌 導入の６つのメリット

①熊本市が昭和49年に設立した制度を熊本市が100％出資した非営利の一般財団法人が運営
しているので安心

②会費は１人月額350円と低コスト
③福利厚生の充実は人材確保と職場定着率アップに有効
④地元密着型のサービスが豊富で、使い勝手がよく、従業員の家族も利用できるサービスも

充実
⑤会報誌が共通の話題になり、従業員のコミュニケーションが活性化
⑥働き方改革で注目されるワークライフバランスへの取り組みになり、仕事へのモチベー

ションがアップし労働生産性も向上

●会員証提示割引　厚生労働省所
管の全国中小企業勤労者福祉サー
ビスセンターと九州・沖縄地区の
サービスセンターで設立した
K-netに加盟しています。このた
め、これらの団体が提携している
全国及び九州・沖縄の割引協定施
設も利用できます。

●映画割引チケット
●ホテルレストラン割引チケットの提供
●ハーモニーランド無料招待（春・夏・冬）

２ヵ月に１回発行する会報誌では季節に合わせて
バラエティー豊かな事業を展開！人気事業を一部ご紹介！


