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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…627所  ■現会員数…1,986名
　　　　令和3年11月30日現在編集・発行
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申込期限：
2022 年

１月15日（土）まで
申込方法：

申込結果：

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。
１月末頃に，申込結果通知（抽選結果）をご郵送致します。

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。

はっぴい事業申込書をご提出していただきました会員様の中から抽選で
１名様にコーヒーメーカー（18,000 円相当）をプレゼント！その他多数ご用意しております！

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

2022 年 元旦

大抽選会大抽選会
お年玉

事業申込書の抽選会参加欄にチェックを入れて
直接サービスセンター窓口へ持参していただくかＦＡＸで送信してください。

参 加 費 無料 参加締切日 2022年１月15日（土）まで

参加方法

サービスセンターが厳正に抽選をおこないます。
※お申込みは１会員１枚までとさせていただきます。
　ご当選品のお受取りは，サービスセンター窓口でのお渡しとなります。

抽選方法

謹 賀 新 年
本年もよろしくお願い申し上げます!

米匠ふる市
常陸太田産

こしひかり 2Kg

3
名様

ビタクラフト
スーパー
鉄フライパン1

名様

5
名様

10
名様

11
名様

30
名様

デロンギ
コーヒーメーカー

（18,000円相当）

（ジャム・ドレッシング詰め合せ）

銀座千疋屋
銀座ストレート
ジュース

エビス
ビールギフト
12本入り

今年も良い
年になります
ように！

たかはたファーム
バラエティセット
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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自主事業

職場の仲間，または家族，友人とお気軽にご参加ください。職場の仲間，または家族，友人とお気軽にご参加ください。

ひたちなかSCボウリング大会ひたちなかSCボウリング大会

群馬県いちご狩りと伊香保石段街
散策日帰りバスツアー
群馬県いちご狩りと伊香保石段街
散策日帰りバスツアー

取扱旅行業者

出 発 日

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）
　○ TEL 029-276-2233　FAX 029-276-2587　
　○ 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

2022年３月12日（土）

募集人数

行　　程

40名（最少催行人員30名） ※バスツアー参加条件に同意いただける方
※大型バス１台（45人乗り）のツアーになります。
※お申し込み多数の場合は抽選となります。

参 加 費 会員・登録家族（中学生以上） 7,700円（税込）
会員・登録家族（小学生）　　 5,400円（税込）
会員・登録家族（未就学児）　 4,500円（税込）

開 催 日 2022年2月18日（金） 19時～21時（受付：18時30分～）

会　　場 勝田ミナミボウル 対　　象 会員及び登録家族

募集人員 20チーム（60名）

形　　式 ◆事業所対抗となりますが，個人でのお申込みもできます。
◆個人で参加される方は，３名１チームの編成をさせていただきます。
◆お気軽にお申込みください。

ゲーム内容 １人２ゲームの倒したピンの総数で団体戦・個人戦を競います。年齢及び性別に応じてハンデキャップがあります。

参 加 費 会員 1,000円　登録家族 1,500円 （ゲーム代・シューズ・軽食・飲物・参加賞含む）

一般（中学生以上） 11,072円（税込）
一般（小学生）　　　8,772円（税込）
一般（未就学児）　　7,892円（税込）
※上記料金には「果実の里 原田農園（いちご狩り）」の入場料と
　「伊香保おもちゃと人形自動車博物館」の入場料及び昼食代が含まれています。
※小学生以下のご昼食は，おまかせ料理になります。

通常価格
通常価格
通常価格

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。
●上記の掲載ツアーはGoToトラベルの対象外です。
●当日，集合時に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。）

●ツアー参加中は手指の消毒にご協力をお願い致します。
●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。
●やむを得ない場合（薬の服用等）を除き車内での飲食はできません。
●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。

ハンデ
キャップ

※１事業所からのエントリー制限は設けません。
　但し，定数を超えた場合，抽選となります。
　基本的にメンバー以外の投球は禁止です。

（イメージ）

（イメージ）

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

ワークプラザ勝田（6:45 配車 /7:00 出発）＝ひたちなか IC＝笠間 PA〈休憩〉（7:45～8:00）＝太田強戸 PA〈休憩〉
（9:10～9:25）＝沼田 IC＝果実の里 原田農園〈いちご狩り（30分食べ放題）・ショッピング〉（10:10～11:30）＝
沼田 IC＝渋川伊香保 IC＝伊香保時代屋〈昼食〉（12:20～13:10）＝伊香保石段街〈散策〉（13:30～14:20）＝
伊香保おもちゃと人形自動車博物館〈見学〉（14:40～15:30）＝渋川伊香保 IC＝太田強戸 PA〈休憩〉（16:20～
16:40）＝笠間PA〈休憩〉（17:50～18:05）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田（19:00 頃到着予定）
★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。　※いちご狩りの畑までバス移動となる場合がございます。

男 性
女 性

60歳以上
10 ピン
20 ピン

50歳以上
  5 ピン
10 ピン

中学生
  5 ピン
10 ピン

小学生
10 ピン
10 ピン

高校生～50歳未満

10 ピン

表　彰 団体戦〔優勝・準優勝・３位〕
個人戦〔男女優勝・ブービー賞・飛び賞〕
その他〔ストライク賞・１ピン賞・SC賞〕



3

チ ケ ット あ っ せ ん

公 演 日

会　　場

料　　金

募 集 数

笑いイチ ｉｎ 水戸笑いイチ ｉｎ 水戸

2022年3月6日（日）
①開演11:30（開場10:30）
②開演15:30（開場14:30）

ザ・ヒロサワ・シティ会館  大ホール
（茨城県立県民文化センター）

全席指定
一般　4,000円（税込）⇒
会員価格　3,500円（税込）
※３歳以上有料（３歳未満入場不可）

20枚（1会員2枚まで）

公 演 日

会　　場

料　　金

募 集 数

ルミエ・サクソフォンカルテット
Contrast  - コントラスト -

ルミエ・サクソフォンカルテット
Contrast  - コントラスト -

2022年2月20日（日）
開演14:00（開場13:00）

ザ・ヒロサワ・シティ会館
小ホール
（茨城県立県民文化センター）

全席指定
一　　 般　3,000円（税込）⇒会員価格　2,500円（税込）
大学生以下　1,000円（税込）⇒会員価格　　700円（税込）
※未就学児入場不可

20枚（1会員4枚まで）

島津亜矢コンサートツアー
2021-2022

島津亜矢コンサートツアー
2021-2022

2022年3月6日（日）
①開演14:00（開場13:30）
②開演17:30（開場17:00）

全席指定
S席　6,800円（税込）⇒会員価格　6,000円（税込）
※未就学児入場不可

小椋佳
ファイナル・コンサート・ツアー

余生、もういいかい

小椋佳
ファイナル・コンサート・ツアー

余生、もういいかい
公 演 日

会　　場

料　　金

募 集 数

2022年3月5日（土）
開演17:00（開場16:00）

ザ・ヒロサワ・シティ会館  大ホール
（茨城県立県民文化センター）

10枚（1会員2枚まで）

公 演 日

会　　場

料　　金

募 集 数

常陸大宮市文化センター
ロゼホール　大ホール

各10枚（1会員2枚まで）

全席指定
一般　8,000円（税込）⇒
会員価格　7,000円（税込）
※未就学児入場不可

三井住友海上文化財団 ときめくひととき　第928回

藤木大地カウンターテナー・リサイタル
三井住友海上文化財団 ときめくひととき　第928回

藤木大地カウンターテナー・リサイタル

2022年3月6日（日）　開演14:00（開場13:15）
公演時間 約２時間（途中休憩20分）

10枚（１会員2枚まで）募 集 数

公 演 日

ひたちなか市文化会館　小ホール会 　 場

ひたちなか市／（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社／
茨城県／（公財）三井住友海上文化財団

藤木 大地
（カウンターテナー）

全席指定
一　　  般　1,500円（税込）⇒会員価格　1,000円（税込）
高校生以下　　500円（税込）⇒会員価格　　350円（税込）
※未就学児入場不可

料 　 金

©hiromasa

加羽沢 美濃
（ピアノ）

音楽見本市 vol.36

サンドウィッチマン／永野／
カミナリ／東京ホテイソン／
ロケット団／ゾフィー／
わらふぢなるお

出  演

主　催
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©IRSE/Akihide TOYOSAKI

開　催　日対戦カード 開催時間

２０２２年３月20日（日）

２０２２年３月16日（水）サンロッカーズ渋谷 19:05 TIP-OFF

２０２２年３月19日（土）
新潟アルビレックスBB 14:05 TIP-OFF

全国共通お食事券ジェフグルメカード斡旋全国共通お食事券ジェフグルメカード斡旋

100セット（１セット  500円券　6枚）
※1会員１セットまで　申し込み多数の場合は抽選といたします。

募 集 数

チ ケ ット あ っ せ ん

有名ファミリーレストラン，ファーストフード，和食，洋食，中華，焼肉，居酒屋から商業施設の
レストラン街まで幅広いジャンルで全国約35,000店舗で利用できる共通お食事券です。
有名ファミリーレストラン，ファーストフード，和食，洋食，中華，焼肉，居酒屋から商業施設の
レストラン街まで幅広いジャンルで全国約35,000店舗で利用できる共通お食事券です。

茨城ロボッツホームゲーム  観戦チケット茨城ロボッツホームゲーム  観戦チケット

アダストリアみとアリーナ
（水戸市緑町2-3-10）

会　　場

1階指定席E
（座席位置はお選びいただけません）

席　　種

各日50枚（各日とも1会員5枚まで）
※申し込み多数の場合は抽選となります。

販売枚数

一般価格　3,000円⇒会員価格　2,500円販売価格

大　人（通常） 3,500円（税込）
　　　　　　　⇒会員価格　2,800円（税込）
小中高（通常） 2,300円（税込）
　　　　　　　⇒会員価格　1,500円（税込）
※未就学児は膝上観戦のみ無料，席占有の場合
　は有料

販売価格

「接戦で敗れた“渋谷”にリベンジを！ 実力拮抗の“新潟”に必勝を！」「接戦で敗れた“渋谷”にリベンジを！ 実力拮抗の“新潟”に必勝を！」

水戸京成ホテル「スイーツバイキング」チケット斡旋水戸京成ホテル「スイーツバイキング」チケット斡旋

水戸京成ホテル「レストラン＆me」会　　場

２月１日（火）～３月３１日（木）利用期間

１５:００～１７:３０　120分食べ放題利用時間

１００枚（１会員２枚まで）募 集 数

通常料金　
大人（中学生以上） 1,850円（税込）⇒会員料金　1,500円（税込）
小人（小学生）         800円（税込）⇒会員料金　   600円（税込）
※未就学児無料

料　　金

いちごをメインとしたスイーツを是非この機会にご家族や友人とご一緒にお楽しみください。いちごをメインとしたスイーツを是非この機会にご家族や友人とご一緒にお楽しみください。

※開催概要が変更になる場合があります。
　最新の情報は茨城ロボッツ公式ホームページでご確認ください。
※お客様都合での払戻は一切お受けできかねますので，予めご了承下さい。
※会場併設の駐車場は有料・事前予約が必要となります。
　予約方法など詳細は茨城ロボッツ公式ホームページでご確認ください。

HP：https://www.ibarakirobots.win/

有効期限なし

見      本
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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

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。※ご飲食代金1,000円（税抜）以上でクーポン券を1枚ご利用できます。

※本などの購入ではクーポン券のご利用はできません。
※現金での支払いの場合のみご利用できます。 会員番号または

会員氏名
（必須）

106号はっぴいクーポン！
会員事業所
ご紹介コーナー

キリトリ線

クーポン
500円券
付き

利用期間

対　　象

利用方法

２０２２年1月2日（日）～２０２２年２月２８日（月）まで

会員・登録家族
P5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。
クーポン券は『ご飲食代金 1,000 円（税抜）以上』で 1枚ご利用できます。
※本などの購入ではクーポン券のご利用はできません。
※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やお電話でご確認ください。
※一部クーポン券が利用できない商品もございます。

● 場　所　
 　ひたちなか市松戸町2-8-17
● 営業時間
　 11：30～17：00（月曜日）
　 11：30～18：00（水～日曜日）
　 ※コロナ禍，また開催のイベ
 　　ントなどにより変更あり
● 定休日　火曜日
● ＴＥＬ　029-354-5354
● Ｈ　Ｐ　https://zen-zen.jp
● 駐車場　20台

ライブラリーカフェ  然々ライブラリーカフェ  然々

四季折々の雑木林と店内の本に囲まれ，
時がゆっくり流れる静かなカフェ。
店内の書店で紹介しているのは，大型書
店が見向きもしない『売れなスジ』の本。
勝手に売れる本ではないので，動画で面
白さを丁寧に伝えています。
万人が満足する本より限ら
れた人だけが熱狂する本で
す。おひとり様にも喜んで頂
けるカフェを目指してます。

オーナーからのコメント

106号
はっぴいクーポン
106号
はっぴいクーポン

ライブラリーカフェ然々　
℡029-354-5354（ひたちなか市松戸町2-8-17）

はっぴいクーポン
ご利用可能店舗
見　　本
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キリトリ線

【106号はっぴいクーポン５００円券ご利用上の注意】
※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。
本誌Ｐ5掲載店舗以外ではご利用できません。

日本のお取り寄せ【東武トップツアーズ】日本のお取り寄せ【東武トップツアーズ】

料　　金 ※送料は料金に含まれております
①ホテルオークラ　グラタン＆ドリア詰合せ
　通常料金　5,640円(税込)⇒会員料金　4,000円(税込)
②鳥取 「山陰大松」氷温熟成　簡単便利な魚惣ギフト匠
　通常料金　5,400円(税込)⇒会員料金　4,000円(税込)

③山形　創業大正12年「米沢牛  黄木」ハンバーグセット
　通常料金　5,400円(税込)⇒会員料金　4,000円(税込)
④静岡　富士宮やきそばと浜松餃子
　通常料金　4,320円(税込)⇒会員料金　3,000円(税込)

各20個　1会員2個まで
※お申し込み多数の場合は抽選となります

募 集 数 3月1日から3月27日のご希望日
※お時間の指定はできません

お 届 日

ご当地ならではのグルメなど各地から選りすぐった名産品・特産品をみなさまにお届けいたします！

※ご当選者は２月１日から２月16日までに会員料金をサービスセンター窓口（ワークプラザ勝田1F）で商品のお支払いをお
願い致します（月曜日は休館日となります）

※ご当選者は商品のお支払い時に日本のお取り寄せ専用申込書（お届日・お届け先）のご記入をお願い致します
※沖縄・離島への配送はできません

ホテルオークラ
グラタン＆ドリア詰合せ
ホテルオークラ
グラタン＆ドリア詰合せ

鳥取  「山陰大松」氷温熟成
簡単便利な魚惣ギフト匠
鳥取  「山陰大松」氷温熟成
簡単便利な魚惣ギフト匠

手間を惜しまず丁寧に仕上
げたホワイトソースをたっぷ
り使用した，ホテルオークラ
自慢のグラタンとドリアを，
ご家庭でお楽しみください。

氷温熟成で仕上げる魚惣菜のギフト
セット。簡単調理でお召し上がりいただ
けるもらって嬉しいこだわりの逸品を
是非どうぞ。（氷温熟成とは）山陰で生
まれた製法です。0℃以下で素材が凍る
までの温度帯で加工や熟成を行う事
で，素材の旨みを引き出す製法です。

● 内容量　シュリンプマカロニグラタン  130ｇ×3個
　 　　　　ビーフドリア  150ｇ×3個
　 　　　　チキンドリア  150ｇ×3個
● 賞味期限：出荷日 90日（冷凍）

商品仕様

● 内容量　デミグラスハンバーグ 140ｇ×4個
　 　　　　イタリアンハンバーグ 140ｇ×2個
　 　　　　和風ハンバーグ 140ｇ×2個
● 賞味期限：出荷日 30日

商品仕様 ● 内容量　富士宮やきそば  200ｇ×3食（だし粉付）
　 　　　　浜松餃子  15個×2（タレ付き）
● 賞味期限：出荷日 60日

商品仕様

● 内容量　金目鯛と黄金生姜の煮つけ  100ｇ×1
　 　　　　ぶり照り焼き  70ｇ×2
　 　　　　のどぐろ煮付け  50ｇ×2
　 　　　　鯵の甘酢漬け  150ｇ×2
● 賞味期限：出荷日 60日

商品仕様

山形　創業大正12年
「米沢牛 黄木」ハンバーグセット
山形　創業大正12年
「米沢牛 黄木」ハンバーグセット

「黄木」が選び抜いた黒毛和牛と
国産豚肉を使用して，ふっくら
と焼き上げたハンバーグです。
直営レストランのレシピで3種
のソースで仕上げました。
湯せんで簡単にお召し上がり
いただけます。

1 2

静岡
富士宮やきそばと浜松餃子
静岡
富士宮やきそばと浜松餃子

全国的人気となったB級グルメ。
宝庫・静岡県より「富士宮やき
そば」と「浜松餃子」をセットに
してお届けします。

3 4

日本の
地域産品
日本の
地域産品

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

見　　本
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リソルプレス2022冬号WEBブック情報のご案内
リソルプレス2022冬号WEBブックURL
https://w7.lifesc.com/webbook/2021win/B/index.html
詳しくはリソル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。

「リソルライフサポート倶楽部メンバーズナビ」　ｈｔｔｐｓ：//ｗ7.ｌｉｆｅｓｃ.com/
会員様ログイン方法
　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。

商 品 名

賞味期限

ふるどの天然醸造みそ1Kg袋（粒みそ）ふるどの天然醸造みそ1Kg袋（粒みそ）
ふるどの天然醸造みそ1Kg袋（粒みそ）

原材料/商品内容 国産大豆，国産米，食塩，酒精（国内生産）

製造から約半年

製 造 社 マルマン醸造（福島県石川郡古殿町）
募 集 数 500袋（1袋／1Kg入り） １会員5袋まで

料　　金 通常料金（１袋） 600円（税込）⇒会員料金（１袋） 400円（税込）

利用施設

料　　金

販売場所

東武動物公園 法人アトラクションパスセット　窓口販売中！東武動物公園 法人アトラクションパスセット　窓口販売中！

埼玉県　東武動物公園

販売価格 一般価格　3,000円⇒会員価格　2,500円

販売枚数 50枚（1会員2枚まで）※申込者多数の場合は抽選になります。

利用場所 全国のタリーズコーヒー店舗（一部店舗を除く）

有効期限 ２０２３年９月３０日まで
最終利用日（チャージ，支払い，残高照会）から2年間

通常料金　5,100円⇒会員料金　1,100円

ワークプラザ勝田1階　サービスセンター窓口

募 集 数 70枚　１会員４枚まで　※今年度購入した方も再度ご購入できます。

有効期限 ２０２２年３月３１日まで
※先着順なくなり次第終了となります。
※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。

※商品のお渡しは，ワークプラザ勝田１階サービスセンター窓口になります。

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。

タリーズカードタリーズカード

大切なお知らせ
2022年４月１日よりライフサポート倶楽部解約に伴い，ライフサポート倶楽部のサービス
が2022年３月３１日以降のご利用できなくなります。会員証に記載してあるライフサポート
番号は2022年４月１日以降ご利用できませんので予めご了承ください。

※本券でポニーライド，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。

入金は1,000円単位，残高上限が20,000円になるまでチャージ可能な
繰り返し使えるプリペイドカードです。
会計時にタリーズカード使用で，全ドリンクが1杯あたり10円引きになります。

たんぱく質が多く含まれる国産大豆と，
厳選された国産米を使用し、麹の力の
みによって自然発酵・天然発酵された
天然みそです。また小麦不使用のグル
テンフリー味噌です。

商品取扱い店：遠藤米穀店



8

事業結果報告

チケット郵送サービス（有料）について

　これまでバスツアー及び屋内イベントの中止をしてまいりましたが，全国的なコロナ新規感染者数の減少（11月現在）に伴い，
2月から3月までのバスツアー及び屋内イベントを開催する事と致しました。
　今後の状況により急遽中止となる場合もございますが，引き続きご理解ご協力をお願い申し上げます。
　この度は度重なる事業変更となり，皆様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

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

ひたちなか市勤労者福祉
サービスセンターの
LINE友だち募集中！ 

ひたちなか市勤労者福祉
サービスセンターの
LINE友だち募集中！

会員様に様々な情報を配信していきます！ぜひ！友だち追加してね！

契約レジャー施設等のご利用について（2021年11月現在）

　契約レジャー施設などをご利用の際，事前のご予約が必要な場合や入場制限の
実施など営業内容が変更となる場合がございます。最新の情報については直接お
問合せ，又は各公式ホームページをご確認ください。

センターからのお知らせ

◆入会・退会・登録内容変更について◆

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 ： 転居・登録家族・結婚などがあります。

入会
申込み

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
③ 金融機関お届け印

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，後日正規の退会届
と会員証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。

④ 入会金（入会時）1人につき1,000円
⑤ 会　費（毎　月）1人につき1,000円

◇ 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。

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

受付締切日 1月28日

2月15日給　付　日

2月25日

3月15日

2
4
0

22
10
0

8
12
2

10
27
14 46

項目
共済給付状況
（10・11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
インフルエンザ
結婚記念祝金
入学祝金

項目 件数
還暦祝金
在会祝金
傷病休業見舞金

0障害見舞金
項目 件数 項目 件数

健康診断等
　　受検助成金

◆共済給付申請について◆

※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。

各事業の支払方法
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。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及び商品のキャンセルは出来ません。
※お客様都合での払戻は一切お受けできかねますので，予めご了承ください。

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。

サービスセンターでは，希望者に有料でチケット郵送サービスを行っています。ご自宅あるいは事業所へ
ご郵送を希望される方はチケット代＋郵送代の振込みが必要となります。

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
2月1日（火）10時からとなります。

マスクｄｅ婚活
実 施 日 11月７日（日）

２９名参加人数 「お友達から」 ４組成立
おめでとうございます！

サービスセンターの年末年始休業は
12月29日（水）～１月３日（月）まで

となります。


