Union Welfare

編集・発行：京都大学職員組合

京都大学職員組合がご案内する、より豊かなワーク＆ライフのための福利厚生インフォメーション

京都市左京区吉田本町 京都大学内
TEL：075-761-8916 ( 内線 7615)
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特集：病気やケガで働けないときの諸制度（私傷病編）
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最前線で新型コロナウイルス感染症に立ち向かわれている
附属病院勤務のみなさん、本当にありがとうございます。
私たちは感染拡大防止に努め、みなさんの処遇改善に全力を
尽くします。
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京大職組の福利厚生事業のご案内（１）

法律相談
事務所である京都第一法律事務所と顧
問契約をしています。
相 続、離 婚、財 産 管 理、交 通 事 故、
債 務 整 理・過 払、近 隣 ト ラ ブ ル な ど、
日常生活で生じる様々な法律問題を幅
広くサポートしています。
また、同法律事務所は、職場でのハ
ラスメントや、研究・教育現場の法律
問題にも精通する、大学に勤務する教
職員にとって心強いパートナーです。

組合員は初回無料で法律相談を受け
ることができます。
定期相談：原則として第 1 月曜日の
15:00〜17:00 組 合 事 務 所
にて

京都第一法律事務所
寺本憲治 弁護士

職員組合は、京都で最大規模の法律

Lawyers

随時相談：法律事務所と時間調整の上
訪問して相談
電話相談：下記の時間帯に弁護士が
待機しており、20 分程度
の相談を受けられます。
毎週木曜日 10:00〜12:00
13:00〜15:00

ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。

https://www.kyodai-union.gr.jp/
スマートフォン用 QR コード→

イメージ写真

心 の健康相談
一般社団法人カウンセリングルーム

Mental Health

このようなストレスが続くと、体調

BigSmile と契約し、組合員は初回無料

にも異変をもたらすこともあります。

でカウンセリングを受けることができ

そうなる前に、気がかりなことがあれ

ます。

ば、誰かに相談するとフッと心が軽く

私たちの職場は今、本当に忙しくなっ
てきています。仕事がどんどん増え続
け、長時間勤務を余儀なくされている
方も多いことでしょう。また、様々な
雇用形態の人が同じ職場で働く中で、
コミュニケーションがうまくいかず、

なるかもしれません。
定期相談：原則として第４火曜日の
16:00〜19:00 組 合 事 務 所
にて
随時相談：カウンセラーと時間調整
の上、訪問して相談

人間関係の摩擦が生じることも少なく

ひまわりは BigSmile のイメージ・フラワーです

ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。

https://www.kyodai-union.gr.jp/

ありません。

スマートフォン用 QR コード→

子 育て・保育園相談
京大 ( 吉田地区 ) の最寄りに朱い実保

希望の保育園に入園するためのポイン

育園、風の子保育園を設置している社

トなどなど、子育て・保育のお悩みに

会福祉法人 樹々福祉会から、組合事務

お答えします。朱い実保育園、風の子

所に定期的に保育士に出張いただき、

保育園の見学も受け付けています。

Childcare

組合員向けの子育て相談・保育園入園
相談を実施しています ( 無料 )。
両園は 1965 年に職員組合が学内で
開設した共同保育所を起源にします。
授乳や離乳食の与え方、作り方。夜
泣きとの向き合い方。おやこ共に元気
になれる遊び方。働きながら子育てを
するための、保育園入園手続きの方法、

法律相談

定期相談：原則として第 2 火曜日の
12:00〜13:00 ( 昼休み ) 組
合事務所にて
写真はイメージです

相談対応：朱い実保育園・風の子保
育園の保育士

ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。 写真はイメージです

https://www.kyodai-union.gr.jp/
スマートフォン用 QR コード→
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京大職組の福利厚生事業のご案内（２）

ホ テル利用優待
ご宿泊優待

Hotels

ブライダル優待

職員組合は、ダイワロイヤルホテルと

職員組合は、京都ブライトンホテル

提携し、系列のリゾートホテルの宿泊

と提携し、組合員は結婚披露宴の利用

が 6,500〜7,900 円の特別優待価格にて

優待を受けることができます。

ご利用になれます（最繁期除く）
。学会
の会場として、ゼミ旅行やクラブ・サー
クルの合宿などのご利用に最適です。
組合員の紹介があれば、学生のみのご
利用でも特別優待価格を適用いたしま
す。

写真はイメージです

・ウエディングケーキ無料
・親族控室のご利用が無料
・披露宴料理セットの割引
土日祝日 ( 仏滅除く ) ５％割引
平日と仏滅の土日祝日 10％割引
・当日の新郎新婦の一泊無料
※ブライダル斡旋業者等を経由した優待利用や他
の優待との併用はできません。

ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。

https://www.kyodai-union.gr.jp/
スマートフォン用 QR コード→

住 宅取得割引

Housing

職員組合は、住宅供給事業者と協定

住宅は、一生涯で最も高額な買い物

を締結し、住宅取得の割引制度を設け

です。組合員、教職員のみなさんの暮

ています。組合未加入でも京大教職員

らしの一助となれば幸いです。

★( 株 ) 長谷工コーポレーション
★近鉄不動産 ( 株 )
★大和ハウス工業 ( 株 )

とその関係者であれば割引が適用され

協定を締結している住宅供給事業者

る場合もあります。割引の適用は、協

は右の 7 社です。本誌 4〜5 ページの

★伊藤忠ハウジング ( 株 )

定事業者との商談に際し、職員組合が

広告もご参照ください。

★京阪電鉄不動産 ( 株 )

発行する紹介状のご提示が必要です。

★ミサワホーム近畿 ( 株 )
★東京建物 ( 株 )
ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。
スマートフォン用 QR コード→

お昼休みに初級者コース
を、毎週火曜日の 15:00〜
16:30 に上級コースを開講
しています。ランチやお茶
をしながら、気軽に英会話
に親しんでみませんか？

日のお昼休みに組合事務所
で開催しています。関心の
ある方は一度のぞきに来て

京大 PPM2.5 の 3 人

職組組合で結成された「京
大 PPM2.5」メンバーがホ
ストとなり、うたごえ喫茶
を開いています。概ね月１

ください。費用は各回のお

回組合事務所にて、リクエ

花材料代 1,000 円のみで

ストをとりながら、童謡・

す。

唱歌や JPOP 労働歌・京大

師範：専慶流 岩本 利子さん

職組オリジナル曲などを歌

( 職員組合 OB)

い合い、交流しています。

うたごえ喫茶

師を迎えて、毎週月曜日の

原則として第２ , 第４金曜

生け花教室

ネイティブスピーカーの講

英会話教室

上級コース新設！

作品例

http://www.kyodai-union.gr.jp/welfare/Housing/

京大職組の福利厚生事業のご案内（３）
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協定・提携事業者の広告①

南極昭和基地のシンボル「管理棟」
写真提供：財団法人 日本極地研究振興会

ミサワホームは 、
南 極 昭 和 基 地 の 観 測 活 動 を応 援しています。
風速60m/秒、時速では216kmというF1レーシングカー並みのブリザードや、金属を素手でつかめばたちまち凍りつく-45℃という低気温も記録したことがある南極昭和基地。
こうした過酷な環境の中で、研究観測を続けている、日本の南極観測隊。
隊員の方々の活動を支える、快適な建物づくりのために、
ミサワホームの木質パネルが採用されています。

ミサワホームがお手伝いした南極昭和基地の建物は、
※
※平成30年９月現在
延べ約5,900㎡（1,785坪）
・36棟です。

酷寒の南極で快適な住環境をつくる秘密は、
ミサワホームの「木質パネル」にあります。

1968年度の第10居住棟以来、
ミサワホームが過酷な環境で約半世紀にわたり改良を続けて

南極昭和基地と日本の家で使用している木質パネルは、断熱材を充填する充填断熱方式も、

きた住まいづくりは、
日本の住まいづくりにもいかされています。

両面パネル接着工法も、変わりありません。高断熱で快適な環境を実現しています。

■ 詳しくは下記までお問い合わせください
受付時間／10:00〜19:00 定休日／火・水曜

0120-368-330

法人推進室

E-mail : houjin̲kinki@home.misawa.co.jp

〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目2番2号 近鉄堂島ビル

高槻阪急
至京都

市立
芥川保育所 しんあい
病院
おおくぼ
歯科医院

阪急オアシス

グリーンプラザ
たかつき1号館

松坂屋

ゆうちょ銀行

ティップネス
けやき大通り

線
都
京
JR

スターバックス
高槻センター街

サンスター

清水池公園

市立中央図書館

至大阪

フーズマーケット
サタケ

コーナン
スポーツデポ

KUMON
津之江
さくら保育園

ゴルフ5
たんぽぽ公園

至大阪

レーベン高槻
エアリープレイス

セブンイレブン

まつしたクリニック

大西歯科
庄所保育園 はっとり内科・皮フ科 のらや

坂谷クリニック

川口医院

北おおさか
信用金庫

津之江郵便局

ひかり保育園
TSUTAYA

さざんか
公園

岩瀬クリニック
津之江幼稚園

やまべ歯科医院

市立庄所子育て
すくすくセンター
庄所
運動広場

市立如是小学校
市立如是
公民館
市立如是中学校

府立槻の木
高等学校

ケーズデンキ

生鮮スーパー
たこー

JA
たかつき

高槻現代劇場

城跡公園

スーパーライフ

田中歯科医院

シティマート
サボイ

高槻警察署

市立しろあと
歴史館
餃子の王将

高槻郵便局
津之江北公園

三康病院

高槻市
中消防署

芥川

清水池

市立津之江
幼稚園

横山医院

セブンイレブン
類塾
JA
たかつき

高槻市役所

171

高槻市駅
京都銀行

線

京都

阪急

コニカミノルタ
高槻サイト

みずほ銀行
三井住友
銀行

たかつき マクドナルド
ICHIBA

餃子の王将
川西公園

至京都

アクトアモーレ
平和堂アル・プラザ

津之江公園

ファミリーレストラン
ココス
ファミリーマート

ほっともっと
白ばら
幼稚園 願行寺
手作りパン工房
保育園
ぐりんぴーす
市立歴史
にぎり
民俗資料館
長次郎
サンディ
ITTO
個別指導学院
藤岡歯科医院
みきゆうホームクリニック
ドラッグストアウエルシア

マンション
ギャラリー
ユニクロ

カタログ請求はコチラ

協定・提携事業者の広告②
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協定・提携事業者の広告③
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ửᘍẾềẟộẴẇộẺẆငᢃဇỉἼἋἁửᢘЏỆሥྸẲẆͤμễ
ငᢃဇửᘍẾềẟộẴẇ࢘˟ỊẆẮủẦỤờࡽẨዓẨͤμễኺփ
ỆѐỜềẟẪểểờỆẆऴإᅆửᆢಊႎỆᘍẾềẟẨộẴẇộẺẆ
̾ʴऴ̬إᜱඥửỊẳỜ᧙ᡲẴỦඥˋሁửᢝܣẲẆấ᪳ẦụẲẺấ
ܲẰộỆ᧙ẴỦऴإỆếẟềӈễሥྸ˳СỉờểỆദᄩࣱὉೞ݅
ࣱὉܤμࣱỉᄩ̬ỆѐỜềẟộẴίḤᛇẲẪỊӲᣃᢊࡅჄỉ࢘˟Ệ
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ૼẲẪኵӳՃỆễỤủỦ૾ồίЈỆếẟềὸ
ẐẮẪỚỮσฎ ᶁᶍᶍᶎẑ ỊෞᝲဃңӷኵӳඥỆờểỀẨẆ᩼փМỂσฎʙ
ಅửփớဃңӷኵӳỉᡲӳ˟ỂẴẇဃңӷኵӳỊẆኵӳՃỉӋьỆ
ợụᢃփẰủềấụẆЈửấૅẟẟẺẻẬủịỄễẺỂờᣃᢊࡅჄဃ
ңỉኵӳՃểễỦẮểầỂẨẆӲᆔσฎỆьλỂẨộẴẇૼẲẪኵӳՃểễỤ
ủỦ૾ỆỊẆဃңӷኵӳᢃփỉẺỜỆЈίᵏᵊᵎᵎᵎόˌɥὸửấᫍẟẲề
સࠅ࿓ಉंࡃڠਫ਼ڢಋૌ࿊ճ
ẟộẴίЈỊᵏӝᵏᵎᵎόỂẆஇ˯ᵏӝˌɥỉЈầ࣏ᙲỂẴὸẇЈ
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ੑỉᡂ૾ඥḘஉẟỉئӳᵏᵊᵐᵎᵎόίஉᵏᵎᵎόᶣᵏᵐஉὸ

ẺẴẬẝẟẦỤဃộủẺ̬ᨦỉဃңỂẴẇ
ẐẮẪỚỮσฎ ᶁᶍᶍᶎᴾẑỊփМửႸႎểẲễẟ̬
ᨦỉဃңểẲềσฎʙಅửփỚẆႻʝৣяỉ
ችᅕỆờểỀẨẆኵӳՃỉႏẰộỉ࣎ܤểỡểụ
ẝỦỤẲỆᝡྂẴỦẮểửႸႎểẲềẟộẴẇ
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