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No.No.

2022年 3月発行

（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
〒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…623所  ■現会員数…1,979名
　　　　令和4年1月31日現在編集・発行

笑顔を届ける
ニュースレター
笑顔を届ける
ニュースレター
笑顔を届ける
ニュースレター

出 発 日 2022年5月7日（土）

募集人数 40名（最少催行人員25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

行　　程

取扱旅行業者

会員　　　　　　　　  8,000円（税込）
登録家族（中学生以上） 8,500円（税込）
登録家族（小学生）　  6,500円（税込）
登録家族（未就学児）  6,000円（税込）
一般（高校生以上）　11,500円（税込）
一般（中学生）　　　10,500円（税込）
一般（小学生）　　　 ８,500円（税込）
一般（未就学児）　　  7,500円（税込）
※上記料金には大谷資料館入館料，金谷ホテル歴史館入館料，日光東照宮拝観料及び昼食代が含まれています。
※小学生以下の昼食はお子様ランチになります。

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。

栃木県日光東照宮日帰りバスツアー

（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）

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

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）＝宇都宮上三川 IC＝大谷資料館〈見学〉
（9:20～10:10）＝徳次郎 IC＝清滝 IC＝金谷ホテル歴史館〈見学〉（11:00～11:40）＝日光千姫物語〈昼食〉（12:00～13:20）……
日光東照宮〈参拝〉（13:40～15:30）……磐梯日光店〈ショッピング〉（15:40～16:10）＝清滝IC＝壬生PA〈休憩〉（17:30～17:50）＝
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。

金谷ホテル歴史館（イメージ）
（イメージ）

●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。

最少催行人員に満たない場合は４月３日（日）まで募集期限の
延長を致します。サービスセンターへお問い合せ下さい。

※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。
※購入されたチケット・物品等の転売は禁止です。

申込方法：

申込結果：
個人情報の：
取り扱い

申込期限：2022 年３月15日（火）まで
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ツアー事業案内
寄せ植え教室案内/水戸SC共催
チケットあっせん販売
東京ディズニーリゾートパスポート案内

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％
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５月２１日（土）開 催 日

ワークプラザ勝田 【文化教養室】
（ひたちなか市東石川1279 番地）

会　　場

10：00～11：30　受付 9：30時　　間

1,500円（税込み）
※参加料には、材料代・講師代等が含まれています。

参 加 料

株式会社海野ガーデン講　　師

会員及び登録家族対　　象

１２名（最少開催人員６名）
※申込者多数の場合は抽選となります。

募集人員

初夏の寄せ植え教室初夏の寄せ植え教室
初心者歓迎！お花の趣味を増やしてみませんか？初心者歓迎！お花の趣味を増やしてみませんか？

日頃の運動不足解消に，さわやかな汗をかき，楽しく！絆を深めよう！
皆様の参加を心よりお待ちしています。

日頃の運動不足解消に，さわやかな汗をかき，楽しく！絆を深めよう！
皆様の参加を心よりお待ちしています。

各自ご用意していただくもの：軍手・エプロン

2022年5月22日（日）
※予備日５月29日（日）

開催日時

水戸市田野市民運動場会　　場

会員・登録家族（高校生以上）対　　象

会員事業所チーム・個人会員の連合チームチーム編成

トーナメント方式
※参加チームが少ない場合はリーグ戦

競技方法

ひたちなかSC＆水戸SC共同事業

第１4回ソフトボール大会第１4回ソフトボール大会

１チーム　6,000円（昼食12名分含む）参 加 料

（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター共同事業

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！

※教室の際の花材は変わります。

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！
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荒牧陽子  スペシャルディナーショー荒牧陽子  スペシャルディナーショー

会員のみ（※登録家族利用可）配布対象

2022年3月20日（日）開 催 日

１枚につき1,000円割 引 額

事業申込書にてお申し込みください　※申し込み多数の場合は抽選となります。申込み方法

１会員５枚配布枚数

2023年3月31日有効期限

SR席　通常　18,000円（税込）
⇒会員価格　15,000円（税込）

料　　金

1部　10枚
2部　10枚（1会員2枚まで）
※申し込み多数の場合は抽選となります。

募 集 数

3月10日（木）17:00まで申込期限

ホテル  クリスタルパレス
（ひたちなか市大平1-22-1）
お問い合わせ：029-273-7711
HP：https://www.hotel-crystal.co.jp

場　　所

［１部］
　開　場  12:15
　食　事  12:30 ～ 13:50
　ショー  14:00 ～ 14:50

［２部］
　開　場  17:15
　食　事  17:30 ～ 18:50
　ショー  19:00 ～ 19:50

時　　間

奇跡の歌声を持つ実力派ものまねシンガー
特選ディナーコース・フリードリンク付き！
奇跡の歌声を持つ実力派ものまねシンガー
特選ディナーコース・フリードリンク付き！

※ご当選者は３月19日（土）までにサービスセンター窓口に料金をお支払いください。
※3月13日（日）までに当選者のみご連絡致します。

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いたします。

2022 2
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文化会館HP

ムーミンバレーパークのご案内ムーミンバレーパークのご案内

１デーパス　大人（中学生以上）　　　　　2,700円（通常　3,200円）
　　　　　　小人（4歳以上～小学生以下） 1,500円（通常　2,000円）

料　　金

購入
方法

アクセス方法・営業時間

ひたちなか市文化会館　大ホール会 　 場

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』『ロボット・イン・ザ・ガーデン』ミュージカルミュージカル

2022年6月26日（日）　開演18:30（開場17:45）　公演時間 180分／休憩あり

50枚（1会員4枚まで）　※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※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ください。）
※１席空けての座席ではございません。　※チケットの引き換えは４月下旬予定です。

募 集 数

全席指定　S席　一般料金　9,900円（税込）
⇒会員料金　8,000円（税込）

料 　 金

公 演 日

演劇 「わたしとわたし、ぼくとぼく」ひたちなか公演演劇 「わたしとわたし、ぼくとぼく」ひたちなか公演

全席指定席　一般料金（大人）　 2,000円（税込）⇒会員料金　1,400円（税込）
　　　　　　一般料金（中高生）  1,000円（税込）⇒会員料金　　700円（税込）
　　　　　　一般料金（小学生）　  500円（税込）⇒会員料金　　350円（税込）

料　　金

30枚（1会員4枚まで）
※お申し込み多数の日は抽選となります。
※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ください。）
※１席空けての座席ではございません。　※チケットの引き換えは４月下旬予定です。

募 集 数

ひたちなか市文化会館　小ホール会　　場

2022年6月4日（土）　開演14:00（開場13:15）　公演時間 75分／休憩なし公 演 日

チ ケ ット あ っ せ ん

壊れかけのロボットとの出会いが，止まっていた男の人生をふたたび動かし始める。壊れかけのロボットとの出会いが，止まっていた男の人生をふたたび動かし始める。

昨今話題のLGBTのお芝居！「自分とは違う人」も大切にできる世界を…昨今話題のLGBTのお芝居！「自分とは違う人」も大切にできる世界を…

スマホにてチケット購入！入園時にデジタルチケット提示で簡単にご入園いただけます！
特別優待価格で１デーパスがいつでも年間何度でもご購入できます！2022年３月１日よりご利用できます！
スマホにてチケット購入！入園時にデジタルチケット提示で簡単にご入園いただけます！
特別優待価格で１デーパスがいつでも年間何度でもご購入できます！2022年３月１日よりご利用できます！

公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社主　催

公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社主　催

撮影：阿部 章仁

文化会館HP

劇団うりんこ

③購入枚数選択・購入①専用サイトへアクセス ②パスワード入力 当日パークのエントランス
ではスマホにて購入画面を
ご提示下さい。

QRコードより専用サイト
にアクセスしてください。

・パスワードは購入前に
　サービスセンターにお問い合わせ下さい。［029-271-0520］
・会員及び登録（同居）家族以外はご利用できません。
・来園前に必ず最新の営業時間，施設情報などを公式HPでご確認ください。

ムーミンバレーパーク  ［平日］10:00～17:00　［土日祝］10:00～18:00
［平日］無料　　［土日祝］最大 1,500 円
土日祝に限り，メッツァビレッジで5,000円以上お食事・お買物をしていただいた方には
駐車場料金を無料に致します。　※ムーミンバレーパークでのお買い物は含まれません。

●狭山日高インターチェンジから県道262号線経由 約5.4km
●青梅インターチェンジから県道218号線経由 約11km
●飯能駅北口から宮沢湖入り口まで 約3km

ご利用にあたっての注意事項

営業時間
〒357-0001 埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ所在地 https://metsa-hanno.com/H　P

アクセス（車）
駐車場

PayPay決済(Yahoo!IDお持ちの方)・
クレジットカードに対応しております。
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図書カードNEXT図書カードNEXT

清水ミチコ  トーク＆ライブ2022清水ミチコ  トーク＆ライブ2022

一般価格　2,000円⇒会員価格　1,500円販売価格

全国の加盟店で使えるカードです。趣味，進学，進級応援！ この機会にお気に入りの一冊を!!全国の加盟店で使えるカードです。趣味，進学，進級応援！ この機会にお気に入りの一冊を!!

2022年5月14日（土）公 演 日

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）会　　場

2022年度  スパリゾートハワイアンズ入場券2022年度  スパリゾートハワイアンズ入場券
福島県　スパリゾートハワイアンズ 利用施設

入場券　通常価格　3,570円（税込）⇒会員価格　750円（税込）
※大人・小人同額　※有料施設別料金

販売価格

400枚（1会員2枚まで） 
※申し込み多数の場合は抽選になります。

販売枚数

約10年有効期限

５００枚（１会員登録家族分までご購入できます。）
※申し込み多数の場合は抽選となります。

販売枚数

2022年４月１日～2023年3月31日有効期間

開演17：00　開場16：15時　　間

一般料金　4,500円（税込）⇒会員料金　3,500円（税込）全席指定

20枚（１会員２枚まで）
※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※未就学児入場不可
※本公演は新型コロナウイルス感染拡大防止を鑑み，原則４席並びで配置し，１席空ける形で配券しております。
　別グループの方と隣合ったり，同じグループで席が離れる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※主催者都合で中止になる場合を除き，お買い求めていただいたチケットはキャンセル・変更はできません。

募 集 数

茨城県近代美術館「共通年間パスポート」茨城県近代美術館「共通年間パスポート」

一般価格（大人）  3,150円（税込）⇒会員価格　2,000円（税込）

※パスポートには個人名等が記載されますので，記載された方以外の
　ご利用はできません。
　パスポート作成にはお名前・生年月日・性別・住所・電話番号の情報が必要となるため，個人情報の取り扱いに同意のうえ
　ご記入していただきます。
※個人情報取り扱いについて　
　ご記入いただいた個人情報は，パスポート発行元の茨城県近代美術館へ提供し，それ以外の目的では利用いたしません。
※パスポートは4/2以降のお渡しとなります。

販売価格

100枚（１会員２枚まで）※申込者多数の場合は抽選になります。　販売枚数

2023年3月31日まで有効期限

近代美術館（水戸） / 天心記念五浦美術館（北茨城） / 陶芸美術館（笠間）
上記３つの県立美術館が主催する全ての展覧会を，１年間に何度でもご観覧いただくことができます。

ホームページURL　http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp
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桂ヶ丘カントリークラブ

浅見ゴルフ倶楽部

うぐいすの森ゴルフクラブ水戸
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
スパ＆ゴルフリゾート久慈 うぐいすの森ゴルフクラブ

　　　　　　　　＆ホテル馬頭勝田ゴルフ倶楽部
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）

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

配布対象

募 集 数

補 助 額

有効期限

いそざき温泉
ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（上期分）

いそざき温泉
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

（１セット/１１枚綴り）：
2,100円⇒会員価格　1,600円
※1セット/１時間/11回分

※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　※複数時間利用可能です。
★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。

映画鑑賞チケット（上期分）映画鑑賞チケット（上期分）

300枚（１会員４枚まで）募 集 数

2023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利用引換券の有効期限の延長，
　返券や返金は行いません。

有効期限

埼玉県　東武動物公園利用施設 5,100円⇒会員価格　1,100円
※引換券は4月12日以降の
　引換えとなります。

入 場 券

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。

※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。
※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。

会　員　※登録家族利用可
　　　（夜の部の子供は対象外となります。）
150セット（1会員　1セットまで（6枚綴り））

基本入浴料より 200円引き

※WEBやインターネットからの予約ではご利用できません。

2022年9月30日まで

利用可能施設

映画観賞券

募 集 数

TOHOシネマズひたちなか，水戸内原  他

1,900円⇒会員価格　1,100円

1,500枚（１会員４枚まで）

有効期限 2022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。

※状況により営業時間等変更になる場合がございます。

施設のイメージ動画を
ご覧ください♪

施設のイメージ動画を
ご覧ください♪

回 数 券

200セット（１会員2セットまで）募 集 数

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（上期分）
市総合体育館トレーニング室
利用回数券（上期分）

有効期限 無制限

配布対象

募 集 数

補 助 額

有効期限

ゴルフ利用補助券（上期分）ゴルフ利用補助券（上期分）

会員　※登録家族利用可

140セット
（１会員１セットまで（３枚綴り））
協定料金より1,000円引き

2022年9月30日まで
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荒牧陽子  スペシャルディナーショー荒牧陽子  スペシャルディナーショー

会員のみ（※登録家族利用可）配布対象

2022年3月20日（日）開 催 日

１枚につき1,000円割 引 額

事業申込書にてお申し込みください　※申し込み多数の場合は抽選となります。申込み方法

１会員５枚配布枚数

2023年3月31日有効期限

SR席　通常　18,000円（税込）
⇒会員価格　15,000円（税込）

料　　金

1部　10枚
2部　10枚（1会員2枚まで）
※申し込み多数の場合は抽選となります。

募 集 数

3月10日（木）17:00まで申込期限

ホテル  クリスタルパレス
（ひたちなか市大平1-22-1）
お問い合わせ：029-273-7711
HP：https://www.hotel-crystal.co.jp

場　　所

［１部］
　開　場  12:15
　食　事  12:30 ～ 13:50
　ショー  14:00 ～ 14:50

［２部］
　開　場  17:15
　食　事  17:30 ～ 18:50
　ショー  19:00 ～ 19:50

時　　間

奇跡の歌声を持つ実力派ものまねシンガー
特選ディナーコース・フリードリンク付き！
奇跡の歌声を持つ実力派ものまねシンガー
特選ディナーコース・フリードリンク付き！

※ご当選者は３月19日（土）までにサービスセンター窓口に料金をお支払いください。
※3月13日（日）までに当選者のみご連絡致します。

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いたします。

2022 2

3

文化会館HP

ムーミンバレーパークのご案内ムーミンバレーパークのご案内

１デーパス　大人（中学生以上）　　　　　2,700円（通常　3,200円）
　　　　　　小人（4歳以上～小学生以下） 1,500円（通常　2,000円）

料　　金

購入
方法

アクセス方法・営業時間

ひたちなか市文化会館　大ホール会 　 場

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』『ロボット・イン・ザ・ガーデン』ミュージカルミュージカル

2022年6月26日（日）　開演18:30（開場17:45）　公演時間 180分／休憩あり

50枚（1会員4枚まで）　※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※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ください。）
※１席空けての座席ではございません。　※チケットの引き換えは４月下旬予定です。

募 集 数

全席指定　S席　一般料金　9,900円（税込）
⇒会員料金　8,000円（税込）

料 　 金

公 演 日

演劇 「わたしとわたし、ぼくとぼく」ひたちなか公演演劇 「わたしとわたし、ぼくとぼく」ひたちなか公演

全席指定席　一般料金（大人）　 2,000円（税込）⇒会員料金　1,400円（税込）
　　　　　　一般料金（中高生）  1,000円（税込）⇒会員料金　　700円（税込）
　　　　　　一般料金（小学生）　  500円（税込）⇒会員料金　　350円（税込）

料　　金

30枚（1会員4枚まで）
※お申し込み多数の日は抽選となります。
※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ください。）
※１席空けての座席ではございません。　※チケットの引き換えは４月下旬予定です。

募 集 数

ひたちなか市文化会館　小ホール会　　場

2022年6月4日（土）　開演14:00（開場13:15）　公演時間 75分／休憩なし公 演 日

チ ケ ット あ っ せ ん

壊れかけのロボットとの出会いが，止まっていた男の人生をふたたび動かし始める。壊れかけのロボットとの出会いが，止まっていた男の人生をふたたび動かし始める。

昨今話題のLGBTのお芝居！「自分とは違う人」も大切にできる世界を…昨今話題のLGBTのお芝居！「自分とは違う人」も大切にできる世界を…

スマホにてチケット購入！入園時にデジタルチケット提示で簡単にご入園いただけます！
特別優待価格で１デーパスがいつでも年間何度でもご購入できます！2022年３月１日よりご利用できます！
スマホにてチケット購入！入園時にデジタルチケット提示で簡単にご入園いただけます！
特別優待価格で１デーパスがいつでも年間何度でもご購入できます！2022年３月１日よりご利用できます！

公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社主　催

公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社主　催

撮影：阿部 章仁

文化会館HP

劇団うりんこ

③購入枚数選択・購入①専用サイトへアクセス ②パスワード入力 当日パークのエントランス
ではスマホにて購入画面を
ご提示下さい。

QRコードより専用サイト
にアクセスしてください。

・パスワードは購入前に
　サービスセンターにお問い合わせ下さい。［029-271-0520］
・会員及び登録（同居）家族以外はご利用できません。
・来園前に必ず最新の営業時間，施設情報などを公式HPでご確認ください。

ムーミンバレーパーク  ［平日］10:00～17:00　［土日祝］10:00～18:00
［平日］無料　　［土日祝］最大 1,500 円
土日祝に限り，メッツァビレッジで5,000円以上お食事・お買物をしていただいた方には
駐車場料金を無料に致します。　※ムーミンバレーパークでのお買い物は含まれません。

●狭山日高インターチェンジから県道262号線経由 約5.4km
●青梅インターチェンジから県道218号線経由 約11km
●飯能駅北口から宮沢湖入り口まで 約3km

ご利用にあたっての注意事項

営業時間
〒357-0001 埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ所在地 https://metsa-hanno.com/H　P

アクセス（車）
駐車場

PayPay決済(Yahoo!IDお持ちの方)・
クレジットカードに対応しております。
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インフルエンザ  上限 1,300円　 健康診断  自己負担が5,000円を超えたとき超過分の金額（上限 5,000円）給 付 額

2022年３月28日まで今年度分給付申請締切日

健康診断等給付金請求書・印鑑（スタンプ印不可）・領収書（会員本人の氏名記載）ご用意いただくもの

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。
※2022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4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

「ライフサポート倶楽部」サービスの終了について「ライフサポート倶楽部」サービスの終了について

2022年３月31日をもってリソルの「ライフサポート倶楽部」サービスが終了となります。
会員証に記載されてい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ご注意ください。

2022年３月31日をもってリソルの「ライフサポート倶楽部」サービスが終了となります。
会員証に記載されてい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ご注意ください。

慶弔共済給付等の各種申請のご提出を忘れずに！慶弔共済給付等の各種申請のご提出を忘れずに！
2021年４月１日から2022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。
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事業結果報告

チケット郵送サービス（有料）について

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: kinro.hitachinaka@workplaza.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

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 3月28日

4月15日給　付　日

4月28日

5月13日

3
7
1

21
15
0

329
14
1

9
24
9 39

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
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。

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。
※購入されたチケット・物品等の転売は禁止です。

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
4月1日（金）10時からとなります。

サンタさんのプレゼント
宅配サービス
実 施 日 ２０２１年12月24日（金）

各事業の支払方法

１０件

契約レジャー施設等のご利用について
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。

大抽選会大抽選会
1等おめでとうございます!!1等おめでとうございます!!


