
　今年度の職員研修事業は、第２９回目を迎えることとな
り、「初夏のカナダ」・「太陽と歴史のイタリア」、「秋の北
海道」を研修地として企画いたしました。
　この事業の内容については、今までにご参加いただ
いた方々や会員の皆様からのご意見やご要望を取り入
れて行く等、常に見直しをしています。
　研修の特徴は、退職予定者の参加資格について、
一度参加された方でも退職予定者として２回目以降何
回でもご参加いただけます。この場合は、研修費用に対
する互助会の助成はなく全額自己負担していただくこと
になります。
　また、単身参加者の宿泊室については、ご希望により
シングルルームをご利用いただけることとしています。この

場合の費用は、追加代金が必要になります。
　「定年退職者、勧奨退職者」については、退職後１年
以内に実施する職員研修事業に参加できることにな
りましたので、平成２５年度に定年退職・勧奨退職さ
れた方は、退職後の余暇を利用して是非ご応募くだ
さい。この場合は、引き続き現職会員期間とみなし職
員研修事業助成取扱いの対象といたします。
　今回は、「募集要領（２～３ページに掲載）」により、７月
に催行する「カナダ」、９月に催行する「イタリア」への参加
者を募集いたしますので、多くの会員等の皆様方の応
募をお待ちしています。
　おって、申込の締切は４月４日（金）、参加者の決定は４
月下旬を予定しています。

互 助 会 の 概 況
（平成26年1月末現在）

15,062人
 3,662人

・会員数　現職会員数
　 退職会員数

・所属所数　42  17,635人
310,247円

・被扶養者数
・平均給料月額

一般財団法人愛媛県市町村職員互助会

　会員の視野を広げ資質の向上と親睦を図る目的で実施してまいりました「職員研修事業」については、現在の取扱要領での実施を
平成２７年度で終了することとして、職員研修事業助成金の給付を中止いたします。
　今後は、旅行業者による会員専用（公務員用）に企画された旅行プランを互助会が皆さんにご案内する旅行斡旋業務に変更する
ことを検討しております。　　　
　また、退会記念給付金額を含め、今後、互助会制度としての充実した給付事業内容をめざすこととしております。

定年・勧奨退職後1年以内に実施の職員研修事業に参加できます。
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上表のとおりです。ただし、航空会社の都合により発着時刻（含日程）が変更になることがあります。

夫婦参加の場合は、夫婦で１部屋となります。
単身参加の場合は、２人の相部屋になります。
単身参加者の宿泊室について、シングル（１部屋）を希望される方はお申込み下さい。
ただし、この場合は追加料金カナダ（70,000円）、イタリア（55,000円）を頂きます。

日本旅行（株）松山支店

（1） 参加応募者が募集人数を超えたときは、抽選により参加者を決定します。ただし、退職予定者の参加優先順位は、退職年度
の早い順とします。

（2） キャンセル料：出発日の前日から起算して30日前以降にキャンセルの場合には、所定のキャンセル料（研修費用の20％～
100％）を申し受けます。

5 行 程 表

6 ホテルの宿泊室

7 旅行の企画及び手配

8 そ の 他

カナダ（１班）行程表
日次 日　　　　程 宿泊地

1 松山空港 ── 羽田空港 ── 成田国際空港 ──（日付変更線通過）── バンクーバー空港 ── バンクーバー市内研修 （機内泊）
バンクーバー

2 バンクーバー ── バンクーバー空港 ── カルガリー空港 ── レイクルイーズ レイク
ルイーズ

3 レイクルイーズ ── カナディアンロッキー研修（ペイト・レイク、ボウ・レイク、クロウフット氷河、コロンビア大氷原） ── バンフ バンフ

4 バンフ ── カルガリー空港 ── トロント空港 ── トロント ── ナイアガラフォールズ ナイアガラ
フォールズ

5 ナイアガラ大瀑布研修（霧の乙女号乗船、ナイアガラ・オン・ザ・レイク、ワイナリー見学） ナイアガラ
フォールズ

6 ナイアガラフォールズ ── トロント空港（羽田空港へ） ── （日付変更線通過） ── （機　中）

7  ── 羽田空港（入国手続き後、国内線へ） ── 松山空港 （解　散）

イタリア（2班）行程表
日次 日　　　　程 宿泊地

1 松山空港 ── 伊丹空港 ── 関西国際空港 ── （空路ローマへ） ── ローマ国際空港 ── ミラノ空港 ── ミラノ ミラノ

2 ミラノ ── ミラノ市内研修（ゴシック建築の「ドゥオモ」、オペラのスカラ座、ヴィットーリオ・エマヌエーレ２世アーケード等） ── ベニス ベニス

3 ベニス ── ベニス市内研修（サンマルコ広場、ドゥカ－レ宮殿、サンマルコ寺院、ゴンドラ運河遊覧等） ── フィレンツェ フィレンツェ

4 フィレンツェ ── フィレンツェ市内研修（中世ルネサンス「ウフィッツィ美術館」、ヴェツキオ橋、洗礼堂等） ── ピサ（ピサの斜塔等散策） ── フィレンツェ フィレンツェ

5 フィレンツェ ── イタリア新幹線 ── 港町ナポリ（古代都市ポンペイ遺跡、ヌォ－ボ城、王宮等港町巡り） ── ナポリ ナポリ

6 ナポリ ── カプリ島研修（青の洞窟、ウンベルト１世広場等） ── ローマ ── ローマ市内観光（コロッセオ、トレビの泉等） ── ローマ ローマ

7 ローマ ── バチカン市国研修（サンピエトロ大聖堂、バチカン美術館等） ── ローマ国際空港（帰国の途へ） ── 関西国際空港へ ── （機　中）

8  ── 関西国際空港（入国手続き後、国内線へ） ── 伊丹空港 ── 松山空港 （解　散）

宿泊地

──ミラノ ミラノ
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 Italia
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第29回職員研修事業募集要領平成
26年度

1 日程・募集人数

2 費　　用

班 研修地 日　　程 募　集　人　数

１班 カ ナ ダ ６月26日（木）～７月２日（水） １. 募集人数は、各班とも40人です。
２. 40人には、退職予定者以外の現職会員の募集枠の10人
を含みます。

３. 最少催行人数は、各班とも20人です。２班 イタリア ８月28日（木）～９月４日（木）

区　　分
カ ナ ダ（１班） イタリア（２班）
金　　　額 金　　　額

互 助 会 の
助 成 金 額

1人 50,000円
（1人 25,000円）

1人 50,000円
（1人 25,000円）

参 加 者 の
自己負担額

1人 359,000円
（1人 384,000円）

1人 348,000円
（1人 373,000円）

研 修 費 用 1人 409,000円 1人 398,000円

（1） 互助会の助成金額欄及び参加者の自己負担額欄の（　）内は、参加応募者数が募集人数に
満たない場合に参加する方（退職予定者以外での２回目の参加者）に対する金額です。

（2）研修費用は松山発着としますので、松山空港までの費用は参加者の負担となります。
（3）今後における航空運賃の改正などにより研修費用が変更されたときは、参加者の自己負担額も変更されます。

平成26年４月４日（金）までに、各所属所の互助会事務担当課（係）へ申し込んでください。
なお、参加者の決定は、平成26年４月下旬を予定しています。

（1） 退職予定者で、単身参加（現職会員本人のみの参加）又は夫婦参加（現職会員とその配偶者の参加）を希望するものとします。
　この場合において、過去（第１回～第28回）の退職予定者研修に、単身参加（現職会員本人のみの参加）又は夫婦参加（現職
会員とその配偶者の参加）をしたことのある現職会員及び退職予定者以外の資格で単身参加した現職会員、再任用者で任用
期間満了となる現職会員にも応募資格があります。
但し、退職予定者で（再任用者で任期満了の者を含む。）２回目以降の参加者については、研修費用は全額自己負担とし研

修事業の助成金は支給しません。
「退職予定者」とは、定年又は任期満了により、平成29年３月31日までに退職予定日が到来する者及び勧奨により平成27
年３月31日までに退職予定日が到来する者で、退職予定日現在の年齢が満50歳以上の者とします。

（2）定年退職者・勧奨退職者
定年退職・勧奨退職した方は、退職後1年以内に実施の職員研修事業に参加することができます。（平成25年度に定年等退

職した方は、平成26年度の職員研修事業に参加できます。）
（3）退職予定者以外の現職会員

過去(第１回～第28回)の退職予定者研修を除く研修事業に初めて参加する退職予定者以外の現職会員及び当該研修事業
に１回参加したことがある退職予定者以外の現職会員とします。
なお、当該研修事業に１回参加したことがある退職予定者以外の現職会員は、参加応募者が募集人数に満たない場合に参
加することができます。
なお右記の応募資格により参加する方の互助会の助成金額は、初めて参加する退職予定者以外の現職会員の助成額の半額
になります。

3 申込期限

4 応募資格

Canada



　今年度の職員研修事業は、第２９回目を迎えることとな
り、「初夏のカナダ」・「太陽と歴史のイタリア」、「秋の北
海道」を研修地として企画いたしました。
　この事業の内容については、今までにご参加いただ
いた方々や会員の皆様からのご意見やご要望を取り入
れて行く等、常に見直しをしています。
　研修の特徴は、退職予定者の参加資格について、
一度参加された方でも退職予定者として２回目以降何
回でもご参加いただけます。この場合は、研修費用に対
する互助会の助成はなく全額自己負担していただくこと
になります。
　また、単身参加者の宿泊室については、ご希望により
シングルルームをご利用いただけることとしています。この

場合の費用は、追加代金が必要になります。
　「定年退職者、勧奨退職者」については、退職後１年
以内に実施する職員研修事業に参加できることにな
りましたので、平成２５年度に定年退職・勧奨退職さ
れた方は、退職後の余暇を利用して是非ご応募くだ
さい。この場合は、引き続き現職会員期間とみなし職
員研修事業助成取扱いの対象といたします。
　今回は、「募集要領（２～３ページに掲載）」により、７月
に催行する「カナダ」、９月に催行する「イタリア」への参加
者を募集いたしますので、多くの会員等の皆様方の応
募をお待ちしています。
　おって、申込の締切は４月４日（金）、参加者の決定は４
月下旬を予定しています。

互 助 会 の 概 況
（平成26年1月末現在）

15,062人
 3,662人

・会員数　現職会員数
　 退職会員数

・所属所数　42  17,635人
310,247円

・被扶養者数
・平均給料月額

一般財団法人愛媛県市町村職員互助会

　会員の視野を広げ資質の向上と親睦を図る目的で実施してまいりました「職員研修事業」については、現在の取扱要領での実施を
平成２７年度で終了することとして、職員研修事業助成金の給付を中止いたします。
　今後は、旅行業者による会員専用（公務員用）に企画された旅行プランを互助会が皆さんにご案内する旅行斡旋業務に変更する
ことを検討しております。　　　
　また、退会記念給付金額を含め、今後、互助会制度としての充実した給付事業内容をめざすこととしております。

定年・勧奨退職後1年以内に実施の職員研修事業に参加できます。
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北海道（３班）行程表
日次 日　　　　程 宿泊地

1 松山空港 ── 羽田空港 ── 新千歳空港 ── 旭山動物園 ── 旭岳温泉 旭岳温泉

2 旭岳温泉 ── 網走（博物館網走監獄、オホーツク流氷館） ── ウトロ ウトロ

3 ウトロ  ウトロ ── 知床峠 ── 羅臼 ── 標津 ── トドワラ ── 摩周湖 ── 硫黄山 ── 阿寒湖畔 阿寒湖畔

4 阿寒湖  阿寒湖 ── 足寄 ── 清水 ── 札幌市内（大通り公園、時計台） 札幌市内

5 札幌市内 ── 小樽市内 ── 新千歳空港 ── 羽田空港 ── 松山空港 （解　散）

知床観光船

阿寒湖遊覧船

日 　 　 　 　 程 9月30日（火）～10月4日（土）

募 集 人 数 40人〔退職予定者以外の枠10人を含む。〕

費 　 　 用 未定（互助会の助成金額は、「カナダ」、「イタリア」と同じ。）

応 募 資 格
ホテルの宿泊室
参加者の決定方法
催 行 の 可 否

「カナダ」、「イタリア」と同じ

　今回のカナダ、イタリア研修の募集時に、７月に募集の北海道研修の予約をされた方は、
７月募集時に案内文書をご自宅に送付いたします。
　予約されなかった方は、７月中旬に所属所へ北海道研修の募集
について通知いたしますのでご確認ください。
　また、予約されなかった方は、応募者数が募集人数を下回った
場合に参加することができます。
　いずれの場合も退職時の所属所から申し込んでください。

平成25年度定年退職等される方への「北海道研修」のお知らせ

Hokkaido

秋の北海道の概要
7月7月7月に募集予定に募集予定に募集予定


