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（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社  勤労者福祉サービスセンター
〒312-0052 ひたちなか市東石川1279番地　TEL：029-271-0520／FAX：029-271-0585

■事業所…638所  ■現会員数…2,035名
　　　　令和3年2月1日現在編集・発行
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2021年度事業予定
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葵バスで行く鶴ヶ城ツアー ソフトボール大会
※水戸市SCと合同事業

JAZZパーティ―

ひたちなかSC
ボウリング大会
ハゼ釣り大会
※水戸市SCと合同事業

婚活パーティ―
※水戸市SCと合同事業

ライフアップセミナー

栃木県ミツモチ山初心者ハイキングツアー
御岳山ロックガーデンハイキングツアー
福島県大内宿散策ツアー
明治座観劇ツアー
ムーミンバレーパークツアー
銚子沿岸イルカウォッチングツアー
葵バスで行く富士山5合目平日ツアー
福島県母畑温泉ツアー
はとバスタイアップ オープンバスで極める
Tokyo 夜景コースツアー
東京ディズニーリゾートツアー
劇団四季観劇ツアー

群馬県いちご狩りツアー
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申込期限：2021年３月 16日（火）まで

No.101  掲載事業のお申込みについてNo.101  掲載事業のお申込みについて

申込方法：

申込結果：
個人情報の：
取り扱い

FAX 029-271-0585　または　直接窓口　
事業参加申込書にご記入のうえ，お申し込み下さい。
３月下旬に，申込結果通知（抽選結果）を郵送致します。
お預かりしました個人情報は，必要な範囲内で使用させて頂きます。
また，各事業参加時に撮影した写真を会報・ホームページ等に掲載
する場合があります。
※ツアー及びイベント等については今後の状況により，中止または
　延期となる可能性がございます。

※ツアーはすべて日帰りバスツアーになります。
※事業予定は予告なく変更となる場合がございます。
　予めご了承ください。

開催月 会報誌掲載号 予定行事名開催月

家族回覧

お名前や愛称

ご家族のお名前や愛称を記載して回覧にご活用ください。

担当者

回覧戻り

読んだらサイン

会員家族も会報誌掲載事業にご参加いただけます。

8

◆入会・退会・登録内容変更について◆

◆会費口座振替のお知らせ◆

会費徴収区分　4月～6月分　⇒　口座振替日　2021年4月26日（月）

◇ 各種給付申請の受付締切日および給付日について

◇ 共済給付請求書はサービスセンター窓口，ホームページから入手できます。また，申請の際は，給付事由の確認の取れる
　 書類を添付してください。
◇ その他，ご不明な点は，サービスセンター事務局にお問い合わせください。

右の①・②の書類に必要事項を記入し，
入会金と会費を添えて，
センター事務局へお申込ください。

記載した内容に変更が生じたときは，「勤労者福祉サービスセンター変更届出書」を事務局へ提出してください。
変更事由 ： 住所・登録家族・結婚などがあります。

入会
申込み

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

受付締切日 3月28日

4月15日給　付　日

4月28日

5月14日
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3
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43

509

項目
共済給付状況
（12・1月分）

件数
永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

項目 件数
結婚記念祝金
入学祝金
還暦祝金

項目 件数
在会祝金
傷病休業見舞金
障害見舞金

項目 件数

インフルエンザ
　　　　　 助成金

項目 件数
健康診断等
　　　 受検助成金

入会
手続き

退会
手続き

① 入会申込書
② 預金口座振替申込書

登録内容の
変更手続き
登録内容の
変更手続き

会員が退職，その他の理由で退会するときは，退会届と会員証を事務局へ提出してください。
退会届は，センターに届いた日が退会日になります。お急ぎの時は，電話又はFAXで仮受付をしますが，後日正規の書類を
提出してください。
　※退会届を提出されない場合は，会費徴収の対象となりますのでご注意ください。途中で退会したときは，翌月以降の納入済会費をお返しします。

◆共済給付申請について◆

個人情報の
取り扱い

お預かりした個人情報は，必要な範囲内で使用させて頂きます。また，各事業参加時に撮影した写真を会報・ホームページ等
に掲載する場合があります。

各種大会・イベント・その他，参加費のお支払いはサービスセンターとなります。
各事業は主催者の都合により中止になる場合があります。予めご了承ください。

チケット等の引換えは
4月1日（木）10時からとなります。

※各ツアーの参加費は，取扱い旅行会社へお支払い頂きます。振込みの際，別途振込み手数料が掛かります。各事業の支払方法

センターからのお知らせ

※常陽銀行の口座からの振替については通帳に“キンロウシャSC”という表示となります。

参加者の変更及び取消しは，事前にサービスセンターにご連絡ください。後日，取扱い旅行会社より取消料や追加料金に関する連絡をいたします。
各チケットの配券及びお支払いはサービスセンターとなります。 ※座席の指定は出来ません。お申込み頂いたチケットのキャンセルは出来ません。

※締切日を過ぎますと翌々月の給付となります。
※書類確認等の都合により給付日が変更となる場合もございます。
※３月の受付締切日を過ぎますと，新年度の取扱いとなりますのでご注意ください。

ZOOM入門講座
実 施 日
12月24日（木） 10件

参加件数実 施 日
12月11日（金）
12月12日（土）

延べ　20名
参加人数

サンタさんのプレゼント宅配サービス

事業結果報告

みんな熱心に受講されてました！
ぜひ活用していきたいですねっ！

今年度もひたちなか市に
サンタが来てくれました★

③ 入会金（入会時）1人につき1,000円
④ 会　費（毎　月）1人につき1,000円

各種事業のお申込み・お問合せは

公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 勤労者福祉サービスセンター
〒312-0052  ひたちなか市東石川１２７９番地  ワークプラザ勝田内
TEL  029 -271 -0520　 FAX  029 -271 -0585
◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ◆E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●受付時間●
午前9：00～午後8：00

勤労者福祉
サービスセンター
勤労者福祉

サービスセンター

東武動物公園ハッピーフリーパス 2021年3月31日まで 2021年5月31日
スパリゾートハワイアンズ 2021年3月31日まで 2021年6月30日

※上記チケットご利用の際，営業内容等の最新の情報について直接お問合せ頂くか各公式ホームページをご確認ください。

有効期限を延長するチケット チケットに記載の有効期限 延長された有効期限はっぴいで販売しました
チケット有効期限の変更の
ご案内 2021年2月現在
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取扱旅行業者 茨城交通（株）　勝田営業所
　○ ひたちなか市東石川3158-2（営業日時：月曜日～金曜日　9：10～18：00　土・日・祝日は休業）
　○ TEL029-276-2233　FAX029-276-2587
　○ 総合旅行業務取扱管理者：岩下　渡　担当：永島 和之　　　　　　○ 茨城県知事登録旅行業第2－594号

2021年4月17日（土）

募集人数 20名（最少催行人員　16名）
※バスツアー参加条件に同意いただける方
※お申し込み多数の場合は抽選となります。

出 発 日

会員・登録家族（中学生以上）　11,000円　
登録家族（小学生以下）　　　　  9,000円
※上記料金には鶴ヶ城拝観入場料及び昼食代が含まれています。

一般（中学生以上）　16,782円
一般（小学生以下）　14,782円

参加料金 通常価格

葵バスで行く福島県鶴ヶ城と旧日中線遊歩道
お花見バスツアー（日帰り）
葵バスで行く福島県鶴ヶ城と旧日中線遊歩道
お花見バスツアー（日帰り）
人気の葵バスに乗って春の美しさを感じる旅にお出かけしませんか。人気の葵バスに乗って春の美しさを感じる旅にお出かけしませんか。

行　　程 ワークプラザ勝田（6:45 配車～ 7:00 出発）＝日立南太田 IC＝中郷 SA（休憩 7:55 ～ 8:10）＝磐梯山 SA
（休憩 9:50 ～ 10:05）＝会津若松 IC＝鶴ヶ城公園（散策 10:30 ～ 11:50）＝料理旅館 田事（昼食 12:00 ～
13:10）＝旧日中線遊歩道（散策 14:00 ～ 14:40）＝道の駅 喜多の郷（ショッピング 14:50 ～ 15:20）＝
会津若松 IC＝磐梯山SA（休憩16:00～ 16:15）＝中郷SA（休憩17:55～18:10）＝
日立南太田 IC＝ワークプラザ勝田（解散 19:10 頃）
★桜は例年 4月中旬～下旬が見頃となりますが，その年の気候により変動しますので，
　予めご了承下さい。（桜が見頃とならない場合もツアーは実施いたします。）
★道路状況により到着時間の変動がございます。ご了承ください。

“ひとり旅席”をご用意いたしました!  お一人様でもどうぞお気軽にご参加ください!“ひとり旅席”をご用意いたしました!  お一人様でもどうぞお気軽にご参加ください!

ひとり旅席    6名（1名様2席利用）
ふたり旅席  14名（2人様以上の申込みの方は，2人1組席となります）

取扱旅行業者 東武トップツアーズ（株）　水戸支店
　○ 水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル６階（営業日時：月曜日～金曜日　9:30～12:00・13:00～17:30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL029-224-6627　FAX029-224-9253
　○ 総合旅行業務取扱管理者：大谷 剛史　担当：浅野 佳奈　　  ○ 観光庁長官登録旅行業第38号　JATA正会員

2021年5月15日（土） 募集人数 20名（最少催行人員　16名）
※バスツアー参加条件に同意いただける方
※お申し込み多数の場合は抽選となります。

出 発 日

会員・登録家族（中学生以上）　8,000円　
登録家族（小学生以下）　　　　7,000円
※上記料金に温泉入場料は含まれておりますが，タオルセットは364円別途かかります。
※昼食はハイキング可能時及びハイキング不可能時ともに各自持参となります。

一般・大人（中学生以上）　13,652円
一般・小人（小学生以下）　12,652円

参加料金 通常価格

栃木県 ミツモチ山初心者ハイキング
バスツアー（日帰り）
栃木県 ミツモチ山初心者ハイキング
バスツアー（日帰り）

行　　程 　　　　　　　　  ワークプラザ勝田（7:30 出発）＝ひたちなか IC＝笠間PA（休憩）＝宇都宮三上川 IC＝
県民の森（ミツモチ山ハイキング10:00～15:00［約５時間］）＝サンバレー那須（16:00～18:00）＝那須 IC＝
笠間PA（休憩）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田（20:30）

1名様2席利用

　　　　　　　　  ワークプラザ勝田（7:30 出発）＝ひたちなか IC＝笠間PA（休憩）＝宇都宮三上川 IC＝
大谷資料館（9:30～10:30）＝宇都宮 IC＝黒磯板室 IC（15:00）＝那須アウトレット（11:30～14:30）＝
チーズガーデン（14:50～15:30）＝サンバレー那須（15:50～18:00）＝那須 IC＝笠間 PA（休憩）＝
ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田（20:30）
★天候不良などの理由によりプランが変更になる場合がございます。　★道路状況により到着時間の変動がございます。

仕入れ状況や季節により内容が
変更となる場合がございます ※昼食イメージ

※イメージ写真

※イメージ写真

募集人数内訳

資料提供：（一社）喜多方観光物産協会▶

※イメージ写真

※イメージ写真
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演劇「いのちの花」 ひたちなか公演
～捨てられた犬と猫の魂を 花に変えた私たちの物語～
演劇「いのちの花」 ひたちなか公演
～捨てられた犬と猫の魂を 花に変えた私たちの物語～

創立４０周年ツアー　第一弾
鼓童「鼓」

創立４０周年ツアー　第一弾
鼓童「鼓」

令和３年４月３０日（金）　開演18：30（開場17：45）開 催 日

ひたちなか市文化会館　大ホール場 　 所

全席指定席　Ｓ席 50枚：9,900円⇒会員価格　8,000円
（1会員4枚まで）
※未就学児入場不可
　託児サービス有（要予約・有料　一週間前までに文化会館へ申込み）
※1席空けての座席となります。
※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※状況により延期もしくは中止となる場合がございます。

チケット

令和3年6月5日（土）
開演14:00（開場13:15）

開 催 日

ひたちなか市文化会館 小ホール
場 　 所

指定席
大人　　2,000円⇒会員価格　1,400円
中高生　1,000円⇒会員価格　　700円
小学生　　500円⇒会員価格　　300円
30枚（1会員4枚まで）
※未就学児入場不可
　託児サービス有（要予約・有料　一週間前までに文化会館へ申込み）
※1席空けての座席となります。
※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※状況により延期もしくは中止となる場合がございます。

チケット

令和3年5月30日（日）
開演17:00（開場16:15）

開 催 日

ひたちなか市文化会館
大ホール

場 　 所

指定席
大人　　　　　5,000円⇒会員価格　3,500円
小・中・高生　3,000円⇒会員価格　 2,100円
50枚（1会員4枚まで）
※未就学児入場不可
　託児サービス有
（要予約・有料　一週間前までに文化会館へ申込み）
※1席空けての座席となります。
※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※状況により延期もしくは中止となる場合がございます。

チケット

The Bridge　～歌の架け橋～The Bridge　～歌の架け橋～

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社　自主事業のご案内公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社　自主事業のご案内

自己都合によりツアー参加を取消される場合
は，センター会報誌掲載の一般価格をもとに
次の率で取消料を頂戴いたします。

ツアー取消料について 国
　内

取 消 日
20日前

（日帰りは10日前）
〜
8日前

取消料率 20％

7日前
〜
2日前

30％

前　日

40％

当　日

50％

当日開始後の
取消及び
無連絡不参加

100％

●新型コロナウィルス関連によりツアーを急遽中止とする場合がございます。
●掲載ツアーはGoToトラベル支援事業の対象外です。
●当日，非接触型体温計にて検温を実施いたします。（当日体調不良または体温が37度以上ある方のご参加はできません。）
●車内に限らず常にマスクを着用し，社会的距離の確保に努めてください。
●車内での飲酒・食事・大声での会話はお控え下さい。
●感染防止対策には十分配慮して実施いたしますが，万が一感染症発生時にはご参加頂いた皆様全員の個人情報を
　公的機関に提出する場合がございます。

見学で訪れた動物愛護センターで殺処分された動物たちの骨が，「ゴミ」と
して捨てられていることを知ったマナミたち。声を上げることもできずに死んで
いった動物たちの「いのち」を再生させようと立ち上がった，女子高生の物語。

見学で訪れた動物愛護センターで殺処分された動物たちの骨が，「ゴミ」と
して捨てられていることを知ったマナミたち。声を上げることもできずに死んで
いった動物たちの「いのち」を再生させようと立ち上がった，女子高生の物語。

盲導犬写真パネル展
同時開催

劇団銅鑼
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令和２年度 共済給付金申請のご提出をお忘れなく！令和２年度 共済給付金申請のご提出をお忘れなく！

２０２１年３月２８日まで

２０２０年４月１日から2021年３月２８日の間に
インフルエンザ予防接種または健康診断を受診された会員の皆様へ

健康診断等給付金請求書のご提出をお願いします。

健康診断等給付金請求書・印鑑（シャチハタ不可）・領収書（会員本人の氏名記載）ご用意いただくもの

インフルエンザ  上限1,300円 ・ 健康診断  上限5,000円給 付 額

ワークプラザ勝田（窓口）までご持参ください。
※年度内に１回のみ給付申請を行えます。
※2021年３月２９日以降に給付申請書をご提出された場合は，令和3年度の取り扱いとなりますの
　でご注意ください。

提出場所

今年度分給付申請締切日

新規会員事業所のご紹介！新規会員事業所のご紹介！

事業所名

ひたちなか市表町14-12住　　所
029-272-4023Ｔ Ｅ Ｌ

9：00～19：00営業時間
無定 休 日
有（2台）駐 車 場

https://haga-cycle.com/
詳しくはホームページをご覧ください。

Ｈ Ｐ
029-272-1280Ｆ Ａ Ｘ

いつも安心のサービスでサイクルライフをバックアップ！
通勤・通学用自転車からキッズサイクル・スポーツサイクル等のご購入や
修理のご相談は安心の自転車安全整備士がいるハガサイクルへ！

ハガサイクルハガサイクル
◆ 自転車／車椅子／一輪車／リヤカー　
　 販売・修理致します！

会員様限定キャンペーン
キャンペーン期間　2021年3月1日から2021年4月30日まで

800円以上の修理時，300円割引致します！
※キャンペーンのご利用の際はサービスセンター会員であることを伝え会員証のご提示をお願い致します！

２万円以上の新車ご購入で
TS保険1,500円プレゼント致します！

市内なら通学途中でパンクしてしまった
場合など出張修理も対応しています！
スタッフの皆様がやさしく丁寧に応対し
てくれます☆ ぜひご利用ください！ 
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お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

利用可能施設 TOHOシネマズひたちなか，水戸内原　他

映画観賞券 1,900円⇒会員価格　1,100円

募 集 数 1,500枚（1会員4枚まで）

有効期限 2021年9月30日まで
※コロナ禍の状況によるチケットの払い戻しや
　有効期限の延長対応は原則いたしません。

開催日時 2021年５月16日（日）※予備日５月23日（日）

会　　場 田野市民運動場 「1号～4号」（予定）

対　　象 会員・登録家族（高校生以上）

チーム編成 会員事業所チーム・個人会員の連合チーム

競技方法 トーナメント方式
※参加チームが少ない場合はリーグ戦

参加費 １チーム　6,000円（昼食12名分含む）

※本券で夏季プール，ポニーライド，特別催事
　（わんこビレッジ，VR等），コインマシーン
　は利用できません。
　プールの利用は別途，WEBにて日付指定の
　プール入場券の購入が必要です。

映画鑑賞チケット（上期分）映画鑑賞チケット（上期分）

入 館 料 大人
（平日　940円，土日祝・特定日　990円⇒会員価格　600円）
レンタルタオルセット付（館内着料金は別途負担となります。）

募 集 数 200枚（1会員2枚まで）

対 　 象 大人（中学生以上）　平日・休日利用可

有効期限 1年間　※未就学児はご入館できません。

ひたちなか温泉 喜楽里別邸入館券ひたちなか温泉 喜楽里別邸入館券

利用施設 埼玉県　東武動物公園

入 場 券 5,100円⇒
会員価格　1,100円

募 集 数 300枚（１会員４枚まで）

有効期限 2022年3月31日まで
※申し込み多数の場合は抽選となります。
※感染症対策に関わる営業内容の変更，臨時休園，入場制限などに伴う
　法人アトラクションパスセット引換券の有効期限の延長，返券や返金は行いません。

東武動物公園  法人アトラクションパスセット東武動物公園  法人アトラクションパスセット
動物園・遊園地がご利用いただけます。動物園・遊園地がご利用いただけます。

ひたちなかSC＆水戸SC共同事業 第13回ソフトボール大会第13回ソフトボール大会
日頃の運動不足解消に，打って！走って！守って！そして楽しんで！
さわやかな汗をかき，絆を深めよう！
多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。

日頃の運動不足解消に，打って！走って！守って！そして楽しんで！
さわやかな汗をかき，絆を深めよう！
多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。

（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター共同事業
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ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（上期分）
ホテルニュー白亜紀

温泉入浴補助券（上期分）提携ゴルフ場プレー費一部補助事業提携ゴルフ場プレー費一部補助事業

ゴルフ利用補助券（上期分）ゴルフ利用補助券（上期分）

スパリゾートハワイアンズ入場券特価販売スパリゾートハワイアンズ入場券特価販売スパリゾートハワイアンズ入場券特価販売

300枚（売切れ次第終了）（１会員　８枚まで）販売枚数

ワークプラザ勝田窓口での販売となります。販売方法

2021年３月2日～３１日まで販売期間

会員のみ（※登録家族利用可）配布対象

１会員　５枚まで配布枚数

１枚につき 1,000円割 引 額

2022年3月31日 有効期限

４月１日よりなくなり次第終了配 布 日

3,500円 ⇒ 400円  ※大人・小人同額　※有料施設別料金通常販売価格

２０２１年６月３0日までチケット有効期限

会　員　※登録家族利用可
　　　（夜の部の子供は対象外となります。）

配布対象

150セット（1会員　1セットまで（6枚綴り））募 集 数

基本入浴料より 200円引き補 助 額

2021年9月30日まで有効期限

会　員　※登録家族利用可配布対象

140セット（1会員　1セットまで（3枚綴り））募 集 数

協定料金より 1,000円引き補 助 額

2021年9月30日まで有効期限

基　本
入浴料

大　人

入浴時間

500円
（休日・休前日は700円）

定休日 毎月 第1・第3金曜日 毎週 金・土曜日

子　供

400円

250円
（休日・休前日は350円） 200円

10:00～15:30
（入館は15:00まで）

18:00～21:00
（入館は20:30まで）

区　　分 昼の部 夜の部

桂ヶ丘カントリークラブ グランドスラムカントリークラブ

日立高鈴ゴルフ倶楽部 うぐいすの森ゴルフクラブ水戸

スパ＆ゴルフリゾート久慈

勝田ゴルフ倶楽部

うぐいすの森ゴルフクラブ＆ホテル馬頭

ゴルフ倶楽部セブンレイクス

提携ゴルフ場のご案内 （順不同）

期間
限定 日頃のご愛顧に感謝し，3月1日から31日までの期間限定で，

有効期限が残りあと約４カ月のスパリゾートハワイアンズの入場券を特別価格にて販売いたします。
日頃のご愛顧に感謝し，3月1日から31日までの期間限定で，

有効期限が残りあと約４カ月のスパリゾートハワイアンズの入場券を特別価格にて販売いたします。

スパリゾートハワイアンズ創業55周年記念　悠健クラブ会員様限定特典
ウォータースライダー特別価格券を進呈いたします。（有効期限2021年6月30日まで，なくなり次第終了）

スパリゾートハワイアンズ創業55周年記念　悠健クラブ会員様限定特典
ウォータースライダー特別価格券を進呈いたします。（有効期限2021年6月30日まで，なくなり次第終了）

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム利用券
東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム利用券

東京ディズニーランド®または東京ディズニーシー®のパークチケット（パスポート）か
ディズニーホテル宿泊でご利用いただける割引券を無料配布します。

※状況により営業時間等変更になる場合がございます。
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いつも安心のサービスでサイクルライフをバックアップ！
通勤・通学用自転車からキッズサイクル・スポーツサイクル等のご購入や
修理のご相談は安心の自転車安全整備士がいるハガサイクルへ！

ハガサイクルハガサイクル
◆ 自転車／車椅子／一輪車／リヤカー　
　 販売・修理致します！

会員様限定キャンペーン
キャンペーン期間　2021年3月1日から2021年4月30日まで

800円以上の修理時，300円割引致します！
※キャンペーンのご利用の際はサービスセンター会員であることを伝え会員証のご提示をお願い致します！

２万円以上の新車ご購入で
TS保険1,500円プレゼント致します！

市内なら通学途中でパンクしてしまった
場合など出張修理も対応しています！
スタッフの皆様がやさしく丁寧に応対し
てくれます☆ ぜひご利用ください！ 
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取扱旅行業者 茨城交通（株）　勝田営業所
　○ ひたちなか市東石川3158-2（営業日時：月曜日～金曜日　9：10～18：00　土・日・祝日は休業）
　○ TEL029-276-2233　FAX029-276-2587
　○ 総合旅行業務取扱管理者：岩下　渡　担当：永島 和之　　　　　　○ 茨城県知事登録旅行業第2－594号

2021年4月17日（土）

募集人数 20名（最少催行人員　16名）
※バスツアー参加条件に同意いただける方
※お申し込み多数の場合は抽選となります。

出 発 日

会員・登録家族（中学生以上）　11,000円　
登録家族（小学生以下）　　　　  9,000円
※上記料金には鶴ヶ城拝観入場料及び昼食代が含まれています。

一般（中学生以上）　16,782円
一般（小学生以下）　14,782円

参加料金 通常価格

葵バスで行く福島県鶴ヶ城と旧日中線遊歩道
お花見バスツアー（日帰り）
葵バスで行く福島県鶴ヶ城と旧日中線遊歩道
お花見バスツアー（日帰り）
人気の葵バスに乗って春の美しさを感じる旅にお出かけしませんか。人気の葵バスに乗って春の美しさを感じる旅にお出かけしませんか。

行　　程 ワークプラザ勝田（6:45 配車～ 7:00 出発）＝日立南太田 IC＝中郷 SA（休憩 7:55 ～ 8:10）＝磐梯山 SA
（休憩 9:50 ～ 10:05）＝会津若松 IC＝鶴ヶ城公園（散策 10:30 ～ 11:50）＝料理旅館 田事（昼食 12:00 ～
13:10）＝旧日中線遊歩道（散策 14:00 ～ 14:40）＝道の駅 喜多の郷（ショッピング 14:50 ～ 15:20）＝
会津若松 IC＝磐梯山SA（休憩16:00～ 16:15）＝中郷SA（休憩17:55～18:10）＝
日立南太田 IC＝ワークプラザ勝田（解散 19:10 頃）
★桜は例年 4月中旬～下旬が見頃となりますが，その年の気候により変動しますので，
　予めご了承下さい。（桜が見頃とならない場合もツアーは実施いたします。）
★道路状況により到着時間の変動がございます。ご了承ください。

“ひとり旅席”をご用意いたしました!  お一人様でもどうぞお気軽にご参加ください!“ひとり旅席”をご用意いたしました!  お一人様でもどうぞお気軽にご参加ください!

ひとり旅席    6名（1名様2席利用）
ふたり旅席  14名（2人様以上の申込みの方は，2人1組席となります）

取扱旅行業者 東武トップツアーズ（株）　水戸支店
　○ 水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル６階（営業日時：月曜日～金曜日　9:30～12:00・13:00～17:30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL029-224-6627　FAX029-224-9253
　○ 総合旅行業務取扱管理者：大谷 剛史　担当：浅野 佳奈　　  ○ 観光庁長官登録旅行業第38号　JATA正会員

2021年5月15日（土） 募集人数 20名（最少催行人員　16名）
※バスツアー参加条件に同意いただける方
※お申し込み多数の場合は抽選となります。

出 発 日

会員・登録家族（中学生以上）　8,000円　
登録家族（小学生以下）　　　　7,000円
※上記料金に温泉入場料は含まれておりますが，タオルセットは364円別途かかります。
※昼食はハイキング可能時及びハイキング不可能時ともに各自持参となります。

一般・大人（中学生以上）　13,652円
一般・小人（小学生以下）　12,652円

参加料金 通常価格

栃木県 ミツモチ山初心者ハイキング
バスツアー（日帰り）
栃木県 ミツモチ山初心者ハイキング
バスツアー（日帰り）

行　　程 　　　　　　　　  ワークプラザ勝田（7:30 出発）＝ひたちなか IC＝笠間PA（休憩）＝宇都宮三上川 IC＝
県民の森（ミツモチ山ハイキング10:00～15:00［約５時間］）＝サンバレー那須（16:00～18:00）＝那須 IC＝
笠間PA（休憩）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田（20:30）

1名様2席利用

　　　　　　　　  ワークプラザ勝田（7:30 出発）＝ひたちなか IC＝笠間PA（休憩）＝宇都宮三上川 IC＝
大谷資料館（9:30～10:30）＝宇都宮 IC＝黒磯板室 IC（15:00）＝那須アウトレット（11:30～14:30）＝
チーズガーデン（14:50～15:30）＝サンバレー那須（15:50～18:00）＝那須 IC＝笠間 PA（休憩）＝
ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田（20:30）
★天候不良などの理由によりプランが変更になる場合がございます。　★道路状況により到着時間の変動がございます。

仕入れ状況や季節により内容が
変更となる場合がございます ※昼食イメージ

※イメージ写真

※イメージ写真

募集人数内訳

資料提供：（一社）喜多方観光物産協会▶

※イメージ写真

※イメージ写真

7

新型コロナウイルス

B型肝炎ウイルス

2021年３月31日（水）まで会員の皆様へ期間限定のキャンペーン価格でご提供いたします。

お申込み
方法

QRコードまたは全福センターHP内にある「遺伝子検査（サインポスト）」の
関連リンクからWEB申込となります。
https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=29498&preview=true
全福センター　ログインID：ｋｔ　パスワード：ｚｅｎｐｕｋｕ
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◆入会・退会・登録内容変更について◆

◆会費口座振替のお知らせ◆

会費徴収区分　4月～6月分　⇒　口座振替日　2021年4月26日（月）

◇ 各種給付申請の受付締切日および給付日について

◇ 共済給付請求書はサービスセンター窓口，ホームページから入手できます。また，申請の際は，給付事由の確認の取れる
　 書類を添付してください。
◇ その他，ご不明な点は，サービスセンター事務局にお問い合わせください。

右の①・②の書類に必要事項を記入し，
入会金と会費を添えて，
センター事務局へお申込ください。

記載した内容に変更が生じたときは，「勤労者福祉サービスセンター変更届出書」を事務局へ提出してください。
変更事由 ： 住所・登録家族・結婚などがあります。

入会
申込み

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

受付締切日 3月28日

4月15日給　付　日

4月28日

5月14日

2
4
1

25
18
0

18
3
8

39
3
0

43

509

項目
共済給付状況
（12・1月分）

件数
永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

項目 件数
結婚記念祝金
入学祝金
還暦祝金

項目 件数
在会祝金
傷病休業見舞金
障害見舞金

項目 件数

インフルエンザ
　　　　　 助成金

項目 件数
健康診断等
　　　 受検助成金

入会
手続き

退会
手続き

① 入会申込書
② 預金口座振替申込書

登録内容の
変更手続き
登録内容の
変更手続き

会員が退職，その他の理由で退会するときは，退会届と会員証を事務局へ提出してください。
退会届は，センターに届いた日が退会日になります。お急ぎの時は，電話又はFAXで仮受付をしますが，後日正規の書類を
提出してください。
　※退会届を提出されない場合は，会費徴収の対象となりますのでご注意ください。途中で退会したときは，翌月以降の納入済会費をお返しします。

◆共済給付申請について◆

個人情報の
取り扱い

お預かりした個人情報は，必要な範囲内で使用させて頂きます。また，各事業参加時に撮影した写真を会報・ホームページ等
に掲載する場合があります。

各種大会・イベント・その他，参加費のお支払いはサービスセンターとなります。
各事業は主催者の都合により中止になる場合があります。予めご了承ください。

チケット等の引換えは
4月1日（木）10時からとなります。

※各ツアーの参加費は，取扱い旅行会社へお支払い頂きます。振込みの際，別途振込み手数料が掛かります。各事業の支払方法

センターからのお知らせ

※常陽銀行の口座からの振替については通帳に“キンロウシャSC”という表示となります。

参加者の変更及び取消しは，事前にサービスセンターにご連絡ください。後日，取扱い旅行会社より取消料や追加料金に関する連絡をいたします。
各チケットの配券及びお支払いはサービスセンターとなります。 ※座席の指定は出来ません。お申込み頂いたチケットのキャンセルは出来ません。

※締切日を過ぎますと翌々月の給付となります。
※書類確認等の都合により給付日が変更となる場合もございます。
※３月の受付締切日を過ぎますと，新年度の取扱いとなりますのでご注意ください。

ZOOM入門講座
実 施 日
12月24日（木） 10件

参加件数実 施 日
12月11日（金）
12月12日（土）

延べ　20名
参加人数

サンタさんのプレゼント宅配サービス

事業結果報告

みんな熱心に受講されてました！
ぜひ活用していきたいですねっ！

今年度もひたちなか市に
サンタが来てくれました★

③ 入会金（入会時）1人につき1,000円
④ 会　費（毎　月）1人につき1,000円

各種事業のお申込み・お問合せは

公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 勤労者福祉サービスセンター
〒312-0052  ひたちなか市東石川１２７９番地  ワークプラザ勝田内
TEL  029 -271 -0520　 FAX  029 -271 -0585
◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ◆E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●受付時間●
午前9：00～午後8：00

勤労者福祉
サービスセンター
勤労者福祉

サービスセンター

東武動物公園ハッピーフリーパス 2021年3月31日まで 2021年5月31日
スパリゾートハワイアンズ 2021年3月31日まで 2021年6月30日

※上記チケットご利用の際，営業内容等の最新の情報について直接お問合せ頂くか各公式ホームページをご確認ください。

有効期限を延長するチケット チケットに記載の有効期限 延長された有効期限はっぴいで販売しました
チケット有効期限の変更の
ご案内 2021年2月現在


