福利厚生センターの
しくみ

福利厚生センター加入のご案内

社会福祉事業経営者がセン
ターと契約することにより、
その事業所に勤務する方々が
会員として登録され、様々な
福利厚生サービスを利用する
ことができます。

福利厚生の充実でよりよい職場づくり

福利厚生センターとは
社会福祉法人福利厚生センター（愛
称：ソウェルクラブ）は、社会福祉事
業に従事する方々の福利厚生を行う団
体として、厚生労働大臣の指定を受け
た、全国で唯一の団体です。
全国では248,194人、岩手県内で
は65法人176事業所で4,128人（平
成27年10月１日現在）が加入してい
ます。

福利厚生センター
加入の費用（掛け金）

福利厚生センター

〜非常勤職員も対象〜
常勤職員（第１種会員）に加え、
非常勤職員（第２種会員）も加入す
ることができます。
★非常勤職員＝各事業所が定める就
業規則に沿ってフルタイムで勤務す
る者以外の方＜掛け金＞（年額）
第１種会員10,000円
第２種会員5,000円

ソ｢ウェルクラブ ︵｣社会福
祉法人福利厚生センター︶は︑

個々の法人ではなかなか対応

が難しい福利厚生事業を全国

規模で共同化することによ

り︑スケールメリットを最大

限に活かし︑会員のニーズに

応じた多種多様なサービスを

提供しています︒

充 実 し た 福 利 厚 生 制 度 は︑

職員の士気を高めるととも

に︑人材確保にもつながりま

す︒

法人１７６事業

65

岩手県では平成６年の事業

月１日時
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受託以来︑

年

27

所が加入し︑会員数は４︐１

２８人︵平成

事業を実

年度は県外企画と県

点︶と年々︑増加しています︒

平成

内企画を合わせて

施し︑延べ１︐７１８人が参

加しました︒最近では︑県内

外の宿泊旅行企画に子ども連

れで参加する会員家族も増え

なお︑県内には企画情報委

ています︒

員と福利厚生推進員︵どちら

も会員施設職員︶がおり︑各

地域独自の事業を通して施設

間交流や会員同士の親睦︑リ

フレッシュなどにつなげてい

ます︒
本部事業
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経営者のみなさまへ

県内では65法人176事業所の4,128人が加入

平成27年度会員交流事業（岩手県分）

県外企画
ラストラン！スーパー白鳥で行く函館のんび
り・きままに自由旅
東京ディズニーリゾートへの旅
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅
県内企画
評判のお宿で温泉＆グルメin佳松園
チケット斡旋事業
映画鑑賞割引助成事業

10月3日〜10月4日 北海道函館市
12月19日〜12月20日 東京ディズニーリゾート
1月16日〜1月17日 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
3月5日〜3月6日

花巻温泉佳松園

10月1日〜1月31日 県内映画館（6か所）
雫石スキー場、安比高原スキー
スキー＆スノーボードリフト券購入助成事業 シーズン開始〜終了 場、岩手高原スノーパーク、夏
油高原スキー場

企画･情報委員企画事業
盛岡･二戸地域
シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ オーヴォ
5月17日
仙台公演」バスツアー
ビアホール2015inホテル東日本盛岡
7月31日
中国料理テーブルマナー講座と本格中国料理 1月23日
岩手中部地域
グルメ交流会in花巻
8月22日
白金豚メニューを堪能＆花火大会
本格中華料理フルコースを楽しむ夕べ
1月15日
胆江・一関地域
平成27年度夏巡業 大相撲一関場所観戦
8月17日
最高級黒毛和牛を堪能！
2月27日
前沢牛オガタでいただく焼肉＆ステーキ
県北地区
クリスマス直前‼味くらべ焼肉宴会
12月19日
三陸海の幸！あわびだ！アワビだ！
1月23日
鮑を味わおう交流会in羅賀荘
豪華フレンチ料理を堪能しよう！ In久慈グ
2月20日
ランドホテル
沿岸地区
こでられね〜♪三陸海岸‼三陸鉄道レトロ列
6月27日
車で豪華ランチグルメ交流会
こでられね〜♪三陸海岸‼「三陸の冬を食す」
12月5日
豪華三陸グルメ交流会

仙台ビッグトップ（あすと長町）
ホテル東日本盛岡
ホテル東日本盛岡

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅

花巻・源喜屋
ブランニュー北上
一関市総合体育館（ユードーム）
前沢牛オガタ駅東店
焼肉たむら屋
ホテル羅賀荘
久慈グランドホテル

三陸鉄道：釜石駅〜盛駅
キャピタルホテル1000

東京ディズニーリゾートの旅

会員交流事業
◇宿泊を伴う事業は、正規料金の約40％ OFFで参
加可能◇日帰りのグルメ交流会やバスツアーは正規
料金の約70％ OFFで参加可能◇スキーリフト券も
前売り価格からさらに20〜30％ OFFで購入可能
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福祉交流施設

ソウェルクラブのサービス一覧

ふれあいランド岩手
文化事業・スポーツ事業の
ご案内
（平成28年度上半期4 〜9月）

ふれあいランド岩手では、平成28年度も様々
な文化事業、スポーツ事業を開催いたしますの
で、是非、ご参加ください。

職員の健康のために

職員の余暇活動のために

健康生活用品給付 こころとから
だの電話健康相談 生活習慣病予防
検診費用助成 など

指定保養所・国内・海外旅行・レ
ジャー施設等の割引利用 各事業所
のクラブ・サークル活動への助成

職員の慶事のお祝いに

職員の生活面を
サポートするために

結婚お祝品贈呈
入学お祝品贈呈
贈呈 など

文化事業
料理教室（6月19日／７月10日）
街並み散策会（5月14日）
ホームヘアカット講習（7月18日）
親子工作教室（7月24日／8月9日）
ものづくり教室（7月3日／8月6日）
編み物教室（6月11日／6月18日）
初心者手話教室
（5月24日／31日／6月7日／14日）
ワンポイント手話（6月28日）
ボランティア養成講座（5月28日）
◇ちびっこフェスタ2016（5月5日）
◇さまちゃれランド2016（7月26 〜28日）

出産お祝品贈呈
永年勤続記念品

各種ローンの特別利用 ソウェル
損害保険・団体生命保険の利用など

職員の資質向上のために

地域ごとの独自事業

資格取得記念品の贈呈 広報・接
遇・メンタルヘルス等各種講習会
海外研修（特別料金で） など

会員交流事業（旅行・スポーツ観
戦・グルメ会など） 地域開発メニ
ュー（ホテル・レジャー・飲食など）

職員の万一の際に
会員・会員の配偶者の死亡弔慰金
会員の入院・手術見舞金 災害見
舞金 など

スポーツ事業

in

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
TEL 019 ‑ 637 ‑ 4466

取得した場合にも記念品などが

贈呈されるようです︒今後は豊

富なサービスメニューを上手に

の戸来香職員は︑職員仲間と 洋｢
食フルコース ｣を楽しむグルメ

利用して︑仲間と交流を図りた

交流会などに参加︒今後は 本
｢
部事業の東京ディズニーリゾー

社会福祉法人大谷会
特別養護老人ホーム
大谷荘デイサービス
センター戸来香職員
（右）と佐々木良美
職員と特別養護老人
ホーム大谷荘山崎功
一施設長補佐兼事務
長

い と
｣ 話しています︒
同じくデイサービスセンター

トや県内企画の﹃温泉グルメ

花巻市の特養ホーム大谷荘デ

イサービスセンター生活相談員

佳松園﹄などに参加してみたい ｣

と笑顔︒

岩手中部地域の企画情報委員

を務める山崎功一事務長は 当
｢
法人の事業利用率は高いように

お問い合わせは

兼介護福祉士の佐々木良美職員

in

は︑これまで岩手中部地域のス

ポーツ交流 ボ｢ーリング大会 や
｣

白金豚メニューを堪能する グ
｢
花巻 ｣などに法人職

思います︒魅力ある職場づくり

ルメ交流

員と一緒に参加しています︒ 結｢
婚の際は職員の慶事のお祝いと

のために企画事業を充実させて︑
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して１万円の商品券をいただき

ふれあいランド岩手
文化事業 総合受付け
019 ‑ 637 ‑ 7444
スポーツ事業 スポーツ受付け
019 ‑ 637 ‑ 4469

会員のニーズにきめ細かく対応

お問い合せ・申し込み先

ました︒出産や子どもが小・中

ふれあいランド祭2016（9月4日）

したい ｣と話しています︒

共通

魅力あるソウェル
頼れるソウェル
学校に入学した時︑専門資格を

■リハビリ＆軽運動
リハビリ＆水中歩行教室（期開催 月曜日）
転倒予防教室（木曜日）
ゆったりストレッチ（4月11日／5月6日／6
月30日／7月12日／8月19日／9月26日）
■健康づくり
健康アクア（期開催 金曜日）
健康運動教室（期開催 火曜日）
アクアダンス（火曜日）
リズムダンス（月・金曜日）
■ニュースポーツ
アーチェリー練習会（日曜日）
ニュースポーツ教室（日曜日・火曜日・不定
期開催）
■リフレッシュ
ママのリフレッシュ教室（月曜日）
■技術向上
水泳ワンポイントレッスン（木曜日）
■体質改善
初めてのハイドロ（4月21日／6月16日）
ハイドロ教室（木曜日）
■親子・こども向け
ふれあいクラブ（金曜日）
ふれあい水泳（土曜日）
親子アクア教室（4月16日／5月8日／6月19
日／7月17日／8月20日／9月25日）
わんぱく水泳（期開催 土曜日）
この他、健康相談（随時）や、ボランティア
による絵本や紙芝居の読み聞かせ活動（毎月第2
土曜日）等を行う予定です。

