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大内宿散策日帰りバスツアー
芦ノ牧温泉 大川荘で温泉入浴とがぶりガーデンでさくらんぼ狩り！
出 発 日

2021年6月２6日（土）

募集人数

20名（最少催行人員17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。

参加料金

会員・登録家族（中学生以上） 9,000円
登録家族（小学生）
6,000円
登録家族（3歳以上小学生未満） 5,500円
登録家族（３歳未満）
3,000円
一般（中学生以上）
17,338円
一般（小学生）
13,328円
一般（3歳以上小学生未満）
12,998円
一般（3歳未満）
9,568円

※イメージ写真

※イメージ写真
※季の膳 イメージ写真
（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）

通常価格
通常価格

★ 料理写真はイメージです。お料理内容や器などは季節により変更
になりますので，予めご了承ください。
★ 3歳以上小学生以下のご昼食は，おまかせ料理になります。
3歳未満は昼食が付きません。

通常価格
通常価格

【上記料金には交通費・昼食代
（3歳未満除く）
・入浴料
（フェイスタオル含む）
・
がぶりガーデン入場料《30分間食べ放題》を含みます。】

行

程

ワークプラザ勝田発（7:40）
＝日立南太田 IC＝【常磐道・磐越道 : 途中休憩２ケ所（予定）
】
＝会津若松 IC＝元祖輪箱飯
＝芦ノ牧温泉・大川荘（12:30 〜 13:40）
＝大内宿散策（14:00 〜 15:10）
＝がぶり
田季野【昼食】
（11:10 〜 12:00）
＝会津若松 IC＝【磐越道・常磐道：途中休憩２か所（予定）
】
ガーデン【さくらんぼ狩り 30 分食べ放題】
（15:50 〜 16:30）
＝日立南太田 IC＝ワークプラザ勝田着
（19:40 頃） ★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。

取扱旅行業者

株式会社ツアーサービス

○ ひたちなか市馬渡1247（営業日時：月曜日〜金曜日 9:30〜17:30 土・日・祝日は休業）
○ TEL 029‑303‑7080 FAX 029‑303‑7089
○ 総合旅行業務取扱管理者：黒澤 寿方 担当：黒澤 寿方
○ 茨城県知事登録旅行業第3−584号

●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。

● 新型コロナウイ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致します。
（当日体調不良または体温が37.5度以上ある方のご参加はできません。）

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。

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

20日前

国

ツアー取消料について

取 消 日
取消料率

No.102 掲載事業のお申込みについて

〜

8日前

20％

7日前

〜

2日前

30％

申込期限：
2021 年
５月 15 日（土）まで

申込 方法： 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。
申込 結果： ５月下旬に，申込結果通知（抽選結果）を郵送致します。

家 族回覧

（日帰りは10日前）

会員家族も会報誌掲載事業にご参加いただけます。

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。
お名前や愛称

回覧戻り
担当者

読んだらサイン

1

前

日

40％

当

日

50％

当日開始後の
取消及び
無連絡不参加

100％
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茨城交通株式会社国内宿泊ツアー助成ご利用案内
補 助 額

１人

2,000円

利用方法

①5月27日（木）までに直接、取扱旅行業者に予約をしてください。
②取扱旅行業者から会員確認の連絡がございます。
③取扱旅行業者へ一般料金から補助額を差し引いた代金を
お支払い下さい。

会員及び登録家族

象

ツアーお申込み・お問合せ
茨城交通株式会社 勝田営業所 029‑276‑2233
【営業時間 9:10〜18:00】
（土・日・祝日を除く月曜日〜金曜日）

スカイマークで行く！
！沖縄県！
宮古・下地島新規就航記念！

助成対象
ツアー
ツアーコード

対

SSH008

宮古ブルーの海に浮かぶ絶景の島々＆那覇４日間

2021年６月27日（日）

旅行代金

（おひとり様） 一般料金 165,000円（３名1室） バスガイド・添乗員同行
一般料金 168,000円（２名１室） ３泊４日 宴会無
※４名以上でのお申し込みの場合は２部屋以上となります。

集合場所・時間

茨城空港

）
（画像はイメージです
来間大橋

出 発 日

６時30分

食事条件：１日目 朝× 昼× 夕〇 ／ ２日目 朝〇 昼〇 夕〇
３日目 朝〇 昼〇 夕× ／ ４日目 朝〇 昼〇 夕×

行

程

１日目

茨城空港（7:35 発）〜（SKY183 便）〜神戸空港（乗継）〜（SKY163 便）〜下地島空港（12:10 着）〜

２日目

ホテル（9:00 発）〜来間大橋〜竜宮城展望台（見学）〜砂山ビーチ（見学）〜雪塩ミュージアム（見学）〜

３日目
４日目

旅行企画・実施

通り池（見学）〜宮古島熱帯植物園（見学）〜宮古島（16:00 頃・泊）

ユートピアファーム宮古島（見学）〜多良川泡盛酒造（見学）〜宮古島（17:20 頃・泊）

ホテル（9:00 発）〜牧山展望台（見学）〜いらぶ大橋海の駅（買物）〜下地島空港（11:55 発）〜

JALシティ那覇

（SKY542 便）
〜那覇空港
（12:50 着）
〜那覇市内
（昼食）
〜首里城・見せる復興
（見学）
〜那覇市内
（18:00 頃・泊）
ホテル（8:30 発）〜おきなわワールド・玉泉洞＆王国村（見学）〜首里天楼別邸（昼食）〜

パイナップルハウス（買物）〜那覇空港（14:20 発）〜（SKY532 便）〜茨城空港（17:00 着）
◆ 最少催行人員は 15 名となります。バスの最大乗車人数は 25 名となります。
◆バスの席順につきましては、弊社に一任させて頂きます。
コースを変更する場合がございます。
◆ 道路状況・天候等によりやむを得ない際は、
◆ 催行中止の場合、出発日の 14 日前までにご連絡致します。
◆ 行程中は旅程管理者が、
その旅程を管理致します。
◆この旅行条件は 2021 年３月 26 日を基準としております。

茨城交通株式会社

〒310‑0055 茨城県水戸市袴塚3‑5‑36
総合旅行業務取扱管理者：武田 洋一
茨城県知事登録旅行業第2−594号
（一社）全国旅行業協会正会員

お申込み頂いた旅行の手配の為に必要な範囲内で、お客様、運送・宿泊機関等への連絡等のために、個人情報を利用させて頂きます。
当社の旅行商品、運送・宿泊サービス等のご案内をお客様にお届けする為、また、これらの旅行商品及び運送・宿泊サービス等に関して
お客様にアンケートをお願いするためにも、お客様の個人情報を利用させて頂くことがございます。

※尚、お取消の際は、
「旅行代金」を基準として所定の取消料を申し受けます。

新型コロナウイルス感染症に
対する取り組みについて
平素より茨城交通株式会社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の発症が複数報告されていることを受けまして、弊社
ツアーでは、感染症の拡大防止並びにお客様に安心してご参加いただくため、
具体的に以下の対策を行っております。
① 事前に『健康チェックシート』を送付し、お客様のご旅行当日の健康状態を

内

お申し込み後、お客様のご都合によりお取消の
場合、右記料率で取消料を申し受けます。

国

取消料

宮古島東急
ホテル＆リゾーツ

風の公園（見学）〜島尻マングローブ（見学）〜宮古島市内（昼食）〜シースカイ博愛（乗船）〜

○
○
○
○

個人情報の取り
扱いについて

宮古島東急ホテル＆リゾーツ
（画像はイメージです）

取 消 日
取消料率

20日前
〜
8日前
旅行
代金の

20％

7日前
〜
2日前
旅行
代金の

30％

前
旅行
代金の

日

40％

当
旅行
代金の

日

50％

旅行開始日の
無連絡不参加
旅行
代金の

100％

※茨交旅行会のツアーにご参加頂きましたお客様は、弊社と東京海上日動火災保険株式会社と
の間で締結された【新型コロナウイルス感染症一時金特約付き国内旅行傷害保険「コロナお守り
パック」
】
に加入しており、
補償の対象となります。
尚、
保険料につきましては、
旅行代金に含みます。
「コロナお守りパック」概要
❶ 国内旅行中または国内旅行が終了した日からその日を含めて14日以内に新型コロナウイ
ルス感染症を発症した場合、一時金として保険金３万円を支払います。
❷ ご旅行期間中、24時間対応で救急科の専門医及び看護師が、新型コロナウイルス相談等に
対応する「メディカルアシスト」付です。

把握させて頂きます。また、集合時に検温をさせて頂きます。
乗務員のマスク着用などバスの衛生管理に努めます。
② 車内消毒・消毒液の設置、
③ 感染防止が徹底されたレストランや宿泊施設を利用させて頂きます。
④ 添乗員は健康管理に留意し、添乗時はマスクを着用致します。

※お客様への ツアー参加中はマスク着用や手指の
消毒にご協力をお願い致します。
お願い

GoTo トラベルキャンペーンが 再開された場合の対応について
３月26日時点においてGoToトラベルキャンペーンの具体的な適用条件が未発表のため、
GoToトラベルキャンペーンの割引適用前の旅行代金のみ掲載しております。現在、GoToトラ
ベルキャンペーンの再開時期、期間、要綱等詳細は決定しておりません。正式な事業内容が
発表された後、その内容に適用するコース・出発日につきましては、給付による割引および
地域共通クーポンのご案内をさせて頂きます。
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（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社自主事業

米村でんじろうサイエンスショーおもしろ科楽館
いっしょに実験！体験！! 科学っておもしろい！
ひたちなか市文化会館

大ホール

開 催 日

2021年9月11日（土）

時

間

第１回目 開演 13：00（開場12：15） 第２回目 開演 15：30（開場14：45）

料

金

全席指定

募 集 数

場

所

3,000円（前売り）⇒会員価格

2,000円

各30枚（１会員４枚まで）

※３歳以上チケット必要
※2歳以下のお子様は，保護者膝上鑑賞の場合は無料。ただし，座席を必要とする場合は有料。
（膝上鑑賞は保護者の方1名につきお子様1名まで）
※チケットの引き換えは６月12日（土）以降となります。

フィットネスプログラムのご案内
日ごろの運動不足の解消に！ ぜひご参加ください！
30人 / 時間

開 催 日

2021年４月20日から

事前予約定員制

会

場

ひたちなか市総合体育館

武道場又はサブアリーナ ※一部松戸体育館で開催します。

料

金

１プログラム

ご利用方法

300円

事前に予約が必要となります。

予約方法

予約システム又は電話予約

内

カラダ楽々ほぐしエクササイズ（低強度） ボディーメイクエアロ（中強度） ピラティス（中強度）
ロコモ予防エクササイズ（低強度）
パワーエアロ（高強度）
燃焼サーキット（高強度）
詳しくは総合体育館ホームページを確認頂くか，直接お問合せください。 リラックスストレッチ（低強度）

容

電話 029-273-9370（総合体育館）
ネット予約はこちらから⇒https://coubic.com/hitachinaka-sports

2022‑2023ガイドブック掲載ご希望の協賛会員事業所を募集致します！

事業所のPRにいかがですか？

☆ ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター
会員に配布致します。

20件

申込方法

事業申込書

発行部数

約2,000部

掲載条件

☆ サービスセンター会員事業所であること
☆ 割引き・特典など約２年間協賛していただける会員事業所
掲載内容

掲載内容

募 集 数

申し込み多数の場合は抽選となります。

例）

掲 載 料

無料

商品のお買い上げの方サービスセンター会員証提示で5％割引致します！
2,000円以上お買い上げの方サービスセンター会員証提示で300円引き！
サービスセンター会員証提示でお買上時にスタンプ2倍進呈など割引き等の費用は
全額事業所の負担になります。

事業所名・住所・電話・商品名などの情報を掲載致します，写真は掲載致しません。

リソルプレス2021春号WEBブック情報のご案内
ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには春の魅力が詰まったプログラムがいっぱい！
※サービスセンター会員は【ライフサポート倶楽部】に会員登録されています。ぜひご利用ください！
リソルプレス2021春号 WEBブックＵＲＬ
https://w7.lifesc.com/webbook/2021spr/B/index.html

詳しくはライフサポート倶楽部メンバーズナビ，ホームページを
ご覧ください。
「ライフサポート倶楽部メンバーズナビ」
会員様ログイン方法
http：//ｗww.lifesc.com
①ログインＩＤ：「0299L190」のあと，
会員証に記載されている会員番号の10桁を入力してください。
②パスワード：はじめての方は，会員番号の下８桁で設定されています。
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102号はっぴいクーポン！
会員事業所ご紹介コーナー（クーポン券付き）
会員事業所をクーポン５００円券をお付けしてご紹介します！
おいしいお惣菜やお食事にクーポン券をご利用ください！
利用期間 ２０21年

5月１日（土）〜２０21年6月３0日（水）まで

対

象

会員・登録家族

利用方法 本誌5ページのはっぴいクーポン５００円券を切り取り，会員番号または氏名を記入し
お会計の際にご提出ください。お買上げ1,000円（税込）以上で1枚ご利用できます。
※現金でのお支払い時のみご利用できます。
※商品や料金等の詳細は各店舗のHPやお電話でお問い合わせください。
（一部クーポン券が利用できない商品もございます。）

レストラン ＋ カフェ ダリア
パスタやハンバーグ，肉・魚料理に
スウィーツまで丁寧に仕上げ，食べ
て楽しく，見て楽しい料理をご提供
致します。ご家族やお友達との楽し
いひと時はもちろん，女性おひとり
でも安心して，気軽にくつろいで頂
ける雰囲気作りを心がけています。
ぜひ，当店でくつろぎのひとときを
お過ごしください。
場所 ひたちなか市高野583-7
営業時間 11：30〜15：00
17：00〜22：00
定休日 月曜日
（祝日の場合は翌日）
ＴＥＬ 029-285-7020
ＨＰ http://dahlia7020.com/
駐車場 有 14台

イイムラストア−
手造りのお惣菜がおすすめです！
手造り餃子も冷凍だけでなく生の餃子
も始めました☆
お昼にはいろいろな種類の造りたて
のお弁当が並びます！
1度ご来店ください♪
場所 ひたちなか市東大島1-23-4
営業時間
10：00〜18：30（平日）
10：00〜17：00（土曜・祭日）
定休日 日曜日
ＴＥＬ 029-274-3711
駐車場 有 20台

4

スパゲティハウス

マッキーデニム

30年以上続く老舗のパスタ専門店。
平日のお得のランチをはじめ火・木
曜日はスープパスタのセットが600円
OFF。イタリア直輸入のパスタは，
乾麺なのにモチモチの食感で生パス
タを食べているようと好評をいただ
いております。この機会にぜひご来
店くださいませ。
場所 ひたちなか市東石川3-19-18
営業時間 11：00〜15：00
17：00〜21：00
定休日 月曜日
（祝日の場合は翌日）
ＴＥＬ 029-273-0357
ＨＰ
http://www.k-food.com/kfs/macky-denim.html
駐車場

有

7台

ブランチワールド
手づくり弁当，惣菜，お寿司，あげた
てのから揚げが買えるフードマーケ
ット。「小僧 寿し」と「とり家 」が 併
設されています。冠婚 葬 祭やスポー
ツ 大 会 ，会 議 会 合 の お 弁 当 な どの
配達も承ります。お気軽にお問合せ下
さい。
場所 ひたちなか市中根892-1
営業時間 10：00〜20：00
定休日 年始のみ
ＴＥＬ 029-276-0567
ＨＰ http://www.k-food.com/
kfs/brunchworld.html
駐車場 有 10台

102号はっぴいクーポン500円券

キリトリ線

102号はっぴいクーポン500円券

コピー不可

見本
¥500

見本
¥500

コピー不可

利用期限：2021年5月1日（土）〜2021年6月30日（水） 利用期限：2021年5月1日（土）〜2021年6月30日（水）
会員番号または会員氏名を必ず記入し店舗でお会計の際にご提出ください。

会員番号または会員氏名を必ず記入し店舗でお会計の際にご提出ください。

会員番号
または
会員氏名：
（必須）

会員番号
または
会員氏名：
（必須）

※お会計1,000円
（税込）
ごとに1枚利用できます。
※現金での支払いの場合のみご利用できます。
※はっぴいクーポンご利用可能店舗
・レストラン＋カフェダリア ・イイムラストアー
・マッキーデニム ・ブランチワールド

※お会計1,000円
（税込）
ごとに1枚利用できます。
※現金での支払いの場合のみご利用できます。
※はっぴいクーポンご利用可能店舗
・レストラン＋カフェダリア ・イイムラストアー
・マッキーデニム ・ブランチワールド

発行：
（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

発行：
（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
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各優待券を配布いたします。

那須ハイランドパーク「契約法人優待券」
入園券

（チケットの販売ではありません）

お一人様

大人（中学生以上） 通常1,600円⇒1,000円
小人（３歳〜小学生）通常 800円⇒ 500円
ファンタジーパスセット お一人様 大人（中学生以上） 通常5,600円⇒4,600円
小人（３歳〜小学生）通常3,900円⇒3,100円
※契約法人優待券とは特別料金でチケット等購入できる割引券です。
※本券1枚当たり1グループでご利用いただけます。 ※1会員1枚まで。
※シニアの方（65歳以上）は小人と同じ料金にてご利用できます。
ワークプラザ勝田1Ｆ窓口で配布しております。なくなり次第終了となります。
有効期限 2022年1月5日（水）まで

各優待券を配布いたします。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場「契約法人優待券」 （チケットの販売ではありません）
入園のみ

お一人様

大人（中学生以上） 通常1,600円⇒1,200円
小人（３歳〜小学生）通常 800円⇒ 500円
入園＋エンジョイパス お一人様 大人（中学生以上）
通常4,900円⇒4,200円
小学生
通常4,100円⇒3,500円
幼児（３歳〜未就学児）通常3,100円⇒2,400円

※エンジョイパスは対象機種が乗り放題となるリストバンドタイプのチケットです。
※ご本人のみ有効。 ※契約法人優待券とは特別料金でチケット等購入できる割引券です。
※本券1枚当たり1グループ5名様までご利用いただけます。 ※1会員1枚まで。
ワークプラザ勝田1Ｆ窓口で配布しております。なくなり次第終了となります。
有効期限 2022年1月5日（水）まで

スパリゾートハワイアンズ入場券特価販売
有効期限が残り約2ヶ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致します。
販売枚数

300枚（売れ切れ次第終了）
（1会員8枚まで）

通常販売価格

3,500円⇒会員価格

400円

チケット有効期限

2021年6月３0日まで
３月号でご購入された方もお申込みできます。

※大人・小人同額

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致します。
（有効期限2021年6月30日まで，
なくなり次第終了）

市総合体育館トレーニング室利用回数券（上期分）
回 数 券

2,100円⇒会員価格

1,600円

募 集 数

200セット（１会員2セットまで）※1セット/１時間/11回分

有効期限

無制限

※令和３年４月より新料金体系がスタートしました。 １時間制 ２１０円（複数時間利用可能です。）
※ご利用の際は事前に予約が必要となります。 事前予約定員制：25人/時間
★予約方法
専用予約サイト：https://coubic.com/hitachinaka-sportsをご利用ください。または，電話予約(☎029-273-9370)が可能です。

※発行済み旧回数券（400円/回，又は420円/回のもの）もご利用できます（１時間のみの利用の場合は，トレーニング室１時間券を発行いたします。）

キリトリ線

【102号はっぴいクーポン500円券ご利用上の注意】 【102号はっぴいクーポン500円券ご利用上の注意】

見本

見本

※本券利用はサービスセンター会員及び登録家族に限り
ます。
※利用期限を過ぎたものや，会員番号または会員氏名の
記入がないものは無効です。
※紛失しても再発行はできません。
※切取ってご利用ください。
※お会計1,000円（税込）ごとに1枚利用できます。

※本券利用はサービスセンター会員及び登録家族に限り
ます。
※利用期限を過ぎたものや，会員番号または会員氏名の
記入がないものは無効です。
※紛失しても再発行はできません。
※切取ってご利用ください。
※お会計1,000円（税込）ごとに1枚利用できます。

本誌 P4. P5 掲載店舗以外ではご利用できません。
利用期限：2021年5月1日
（土）
〜2021年6月30日
（水）

本誌 P4. P5 掲載店舗以外ではご利用できません。
利用期限：2021年5月1日
（土）
〜2021年6月30日
（水）
6

ユニクロギフトカード
ユニクロギフトカードは，全国のユニクロ店舗またはオンラインストアでご利用頂けます。
一般価格

有効期限

発行日より3年間

枚

100枚（会員一人につき1枚まで）

数

3,000円⇒会員価格

2,500円

販売価格

※申込者多数の場合は抽選になります。
※カードの有効期限経過後は、無効となり、残高の払い戻しはいたしません。
※デザインは変更になる場合がございます。デザインは選べません。

ひたち海浜公園 のりもの券販売
のりもの券

１セット

枚

200セット（１会員２セットまで）

数

3,000円分⇒会員価格

2,000円

※のりもの券には有効期限はございません。
※入園料・駐車料金は別料金です。
※レンタルサイクル・現金扱い施設は除きます。 ※３歳以上有料となります。
※のりものには利用制限がありますのでホームぺージ等でご確認ください。
※入園について春季（４月中旬〜５月上旬の20日間程度）と秋季（10月中旬の１０日間程度）の期間中は
入園料＋参加料（250円）がかかります。
【期間は花の生育状況等により決定します。】

新規

勝田あかつきの湯

入場料回数券

10枚綴り（10回分）
（土日祝も利用可）

通常販売価格

5,000円⇒会員価格

募 集 数

100セット（1会員1セットまで）

有効期限

なし

入場料回数券販売
外野小

勝田
あかつきの湯

4,000円

東大島
四
ワーク
プラザ
勝田

笹野
十字路

市役所

※３歳以下は無料です。
※ボディソープ，リンス
インシャンプーは常備
しております。

住

所

ひたちなか市東石川六ツ野3378-17

Ｔ Ｅ Ｌ

029-354-4126

営業時間

午前10：00〜午後11：00（最終受付午後10：00）

定 休 日

毎月第3木曜日（祝日の場合は翌日金曜日）

東武動物公園 法人アトラクションパスセット 追加販売！
動物園・遊園地がご利用いただけます。
※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にて日時指定のプール入場券の購入が必要です。
利用施設

埼玉県

東武動物公園

募 集 数

100枚（１会員４枚まで）

1,100円

入 場 券

5,100円⇒会員価格

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。
※３月号会報誌ですでに購入された方も再度お申込みできます。
※感染症対策に関わる営業内容の変更，臨時休業，入場制限などに伴う
法人アトラクションパス利用引換券の有効期限の延長，返券や返金は行いません。
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新規会員を
ご紹介ください！

サービスセンターでは，現在，新規会員を募集しております。会員の皆さん，お知り
合いの事業所・商店などがありましたら是非ご紹介ください。
ご紹介者には，新規入会１名につき謝礼として 1,000 円相当の商品券を差し上げ
ます。詳しくは，サービスセンターまでお問い合せください。

センタ ーからのお知らせ
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5月現在）
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

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，又は各公式ホームページをご確認ください。

◆会費口座振替のお知らせ◆
会費徴収区分

7月〜9月分

⇒

口座振替日 ２０２１年7月26日
（月）

※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。

◆入会・退会・登録内容変更について◆
① 入会申込書

④ 入会金（入会時）1人につき1,000円

② 預金口座振替申込書

⑤会

入会
手続き

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。

退会
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。

入会
申込み

費（毎

月）1人につき1,000円

③ 金融機関お届け印

※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。

「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。
登録内容の 記載した内容に変更が生じたときは，
変更手続き 変更事由 ： 住所・登録家族・結婚などがあります。

◆共済給付申請について◆
◇ 各種給付申請の受付締切日および給付日について
受付締切日

5月28日

6月27日

給

6月15日

7月15日

付

日

※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。

◇ 共済給付申請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。

共済給付状況
（2・3月分）
各事業の支払方法

項目

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

件数

2
2
2

項目

永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

件数

21
14
0

項目

結婚記念祝金
入学祝金
還暦祝金

件数

10
1
7

項目

在会祝金
傷病休業見舞金
障害見舞金

件数

17
5
0

項目
健康診断等
受検助成金
インフルエンザ
助成金

件数

47
75

※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。

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致し
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。

チケット等の引換えは
6月1日（火）10時からとなります。
個人情報の
取り扱い

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。

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

〒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

勤労者福祉サービスセンター

FAX 029‑271‑0585

◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com

●受付時間●

午前9：00〜午後8：00

◆E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp
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勤労者福祉
サービスセンター

