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て頂きます。また，各事業参加時に撮影した写真を会報・
取り扱い
ホームページ等に掲載する場合があります。
※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。
申込期限：2022 年５月 15 日
（日）まで
※購入されたチケット・物品等の転売は禁止です。

吹割の滝日帰りバスツアー
出 発 日

2022年８月20日（土）

募集人数

40名（最少催行人員25名）

参 加 費

※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。

（イメージ）

会員
8,000円（税込）
8,500円（税込）
登録家族（中学生以上）
登録家族（4歳以上から小学生以下）5,000円（税込）
3,000円（税込）
登録家族（3歳以下）
10,848円（税込）
一般（中学生以上）
一般（4歳以上から小学生以下） 7,768円（税込）
5,802円（税込）
一般（3歳以下）

※上記料金には昼食代桃狩り料金が含まれています。
※４歳以上から小学生以下の昼食は唐揚げ定食になります。
３歳以下のご昼食は各自ご用意ください。
※試飲なさる方はお車でのご来館はご遠慮下さい。

行

程

◀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

※５月 15 日（日）時点で最少催行人数に満たない場合，７月 10 日（日）
まで募集期限の延長を行います。５月１7 日（火）以降のお申し込みは
先着順にて参加者の決定を致します。
最少催行人数に達した時点で開催を決定し，
サービスセンターからお申込
者にお電話にて開催決定のご連絡を致します。
また７月 10 日（日）までに
最少催行人数に達しない場合は７月 12 日（火）以降にサービスセンター
からお電話にてツアー中止のご連絡を致します。
予めご了承ください。
※５月 17 日
（火）
以降のツアーのお申込みはサービスセンターにお問合せ
ください。 TEL 029‑271‑0520

ワークプラザ勝田
（7:30 出発）
＝ひたちなか IC＝壬生 PA
〈休憩〉
（8:35〜8:50）
＝駒寄 PA
〈休憩〉
（9:55〜10:10）
＝沼田 IC＝
吹割の滝
〈見学〉
（10:50〜11:50）
＝誉国光酒造
〈昼食・酒蔵見学・試飲〉
（12:15〜13:45）
＝川場田園プラザ
（13:50〜14:40）
＝
果実の里原田農園
（14:50〜15:50）
＝沼田 IC＝壬生 PA
〈休憩〉
（17:15〜17:30）
＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田
（18:45 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。

★ 桃狩り：１個試食 + もぎり取り２個

取扱旅行業者

（イメージ）

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

●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。

● 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。）

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

1

（日帰りは10日前）

〜

8日前

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％

ムーミンバレーパーク日帰りバスツアー
平日ツアー開催！土日がお仕事の方！夏休みご家族で！
ぜひご参加ください！

出 発 日

2022年7月27日（水）

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

会員

登録家族（中学生以上）

5,000円（税込）
5,500円（税込）

登録家族（4歳以上から小学生以下） 4,500円（税込）

登録家族（3歳以下）
一般（中学生以上）

7,244円（税込）

一般（4歳以上から小学生以下）

6,044円（税込）

一般（3歳以下）

4,544円（税込）

※上記料金には「ムーミンバレーパーク」の１デーパス料金が
含まれています。
※昼食は「ムーミンバレーパーク」内で各自自由昼食となり
ます。

行

程

※５月 15 日（日）時点で最少催行人数に満たない場合，６月
12 日（日）まで募集期限の延長を行います。５月 17 日（火）
以降のお申し込みは先着順にて参加者の決定を致します。
最少催行人数に達した時点で開催を決定し，サービスセン
ターからお申込者にお電話にて開催決定のご連絡を致しま
す。
また６月 12 日
（日）までに最少催行人数に達しない場合
は６月 14 日（火）以降にサービスセンターからお電話にて
ツアー中止のご連絡を致します。
予めご了承ください。

3,500円（税込）

※５月 17 日
（火）
以降のツアーのお申込みはサービスセンターに
お問合せください。 TEL 029‑271‑0520

ワークプラザ勝田（6:45 配車 /7:00 出発）
＝ひたちなか IC＝友部 SA〈休憩〉
（7:30〜7:45）＝（圏央道）＝
菖蒲 PA〈休憩〉
（9:00〜9:15）
＝狭山日高 IC＝ムーミンバレーパーク〈自由散策・自由昼食〉
（10:00〜14:00）
＝
小江戸川越・菓子屋横丁〈自由散策〉
（14:50〜16:10）
＝川島 IC＝谷田部東 PA〈休憩〉
（17:30〜17:45）＝
ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田（18:50 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。

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）
○ 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

● 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，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。

国

ツアー取消料について

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。

前

取 消 日
取消料率
2

20％

30％

日

40％

当

日

50％

100％

ピラティス体験
ご好評につき！今年度も開催！
お家でもできる人気のピラティスを学んで健康な日々を送ろう！
内容は初心者向け！もちろん経験者もお申込みいただけます！

開催日時

6月25日（土）
時間 11:00から12:00
（受付 10:30から10:50）

場

ワークプラザ勝田 1Ｆ 軽運動室

所

運動不足解消のほかに，ピラティスは
姿勢の改善・ストレスの軽減・ダイエット
効果があるとされています♪

募集人数

定員15名
※申し込み多数の場合は抽選となります。

参加対象

会員・登録家族（中学生以上）

参 加 料

300円（税込）

※性別は問いません。

参 加 について
当日は必ずマスク着用でのご参加をお願いいたします。

講師

また非接触型体温計にて検温を実施いたします。

清水

真奈美 先生

37.5度以上の方の参加はご遠慮願います。

ピラティスはヨガやエアロビクスのような激しく動く運動ではありません。
託児はございません。

ファンクショナルローラー
ピラティス マスタートレーナー

※催事の中止・延期以外の払戻しはできません，予めご了承ください。

ピラティスインストラクター

主

催

フィットネスインストラクター

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

スターバックス カード
全国のスターバックス店舗（一部除く）で使えるチャージ式プリペイドカードです。

販売価格

一般価格 3,000円⇒会員価格 2,000円
※1,000円分はサービスセンターで補助しています。

販売枚数

200枚（1会員1枚まで）

有効期限

なし
※申し込み多数の場合は抽選となります。
※カードデザインは変更になる場合があります。

見

本

ABC‑MART ギフトカード
誕生日やお祝い、シーズンイベントの贈り物にいかがでしょうか。
全国のABC‑MARTにてご利用頂けます。
（一部店舗を除く）

販売価格

一般価格

販売枚数

200枚（1会員1枚まで）

有効期限

発行日より２年間（初回利用日からではないのでご注意ください）
※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※使い切り型のため，チャージはできません。
※カードデザインは変更になる場合があります。
※オンラインストアでもご利用できます。
※詳しくはホームページでご確認ください。

3,000円⇒会員価格

2,000円

3

見

本

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！
開 催 日

2022年９月３日（土）

場

所

ひたちなか市文化会館

時

間

１回目

料

金

全席指定（前売） 3,000円（税込）⇒会員価格

募 集 数

大ホール

開演13:00（開場12:15）

２回目

開演15:30（開場14:45）
2,000円（税込）

各30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。 ※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）
※催事の中止・延期以外の払戻しはできません，予めご了承ください。

リアル恐竜ショー 恐竜パーク
かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！
家族全員で，楽しく学べるリアル恐竜ショー！

開 催 日

2022年８月３日（水）

場

所

パルティホール 大ホール（常陸太田市民交流センター）

時

間

１回目

料

金

全席指定（前売） 3,300円（税込）⇒会員価格

募 集 数

開演12:30（開場11:45）

２回目

開演15:30（開場14:45）
2,000円（税込）

各20枚（１会員４枚まで）
※座席は選べません。 ※３歳以上有料，２歳以下膝上鑑賞無料。但し座席が必要な場合は有料。
※お申し込み多数の場合は抽選となります。
※催事の中止・延期以外の払戻しはできません，予めご了承ください。

那須ハイランドパーク「契約法人優待券」
入園券

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

各優待券を配布いたします。

（チケットの販売ではありません）

お一人様

※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。

見

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）

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 2023年1月5日（木）まで

入園のみ

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

本

各優待券を配布いたします。

お一人様

※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 2023年1月9日（月）まで
4

見

本

会員事業所

108号はっぴいクーポン！

ご紹介コーナー
利用期間

2022年5月1日（日）〜 2022年６月30日（木）まで

対

会員・登録家族

象

利用方法

クーポン
500円券
付き

下記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（税込み）以上』で1枚ご利用できます。

※ご注文時にクーポン券を使用する旨お伝えください。 ※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。

味の園

杉の木

２世代・３世代のご家族をはじめ女性おひとり様で
も気軽にご来店いただいているお店です。地元水揚
げの魚・野菜・お米などを使い，丁寧に作り上げたお料理はご好
評頂いております。ゆったりとした空間で，くつろぎながら安心
したお食事を召し上がっていただけるよう食事〜デザートまで手
作りするよう心掛けております。
皆様のご来店をお待ちしております。
場

所

営業時間

定 休 日
TEL

佐和の杜

ひたちなか市高野2579-12
11：00〜14：00 ／ 17：00〜21：00
※状況により営業時間が変わる場合
もございます。
火曜日

HP

http://suginoki8585.com

駐 車 場

有

テイクアウト・宅配（1Km圏内）
中華専門店！

定 休 日
TEL

ひたちなか市高野560-2
11：00〜14：00 ／ 17：00〜20：00
※状況により営業時間が変わる場合
もございます。
水曜日

高野
十字路

佐和駅

所

営業時間

31

10台

来々軒は，茨城県ひたちなか市高野で中華弁当・仕出しのテイク
アウト・仕出し・出前専門店です。
真心こめた，中華弁当・料理を皆様にお届けいたします。
お仕事や家事などで，お忙しい時，ご飯を作る時間がないとき
に，当店のテイクアウト，宅配・出前でご利用ください！
お家などでのパーティや宴会，お祝い事，会議や会食などご要望
ご予算に応じてお弁当・オードブルをお作りいたします！
お気軽にご相談ください♪
場

佐和駅

※月曜日午後の部は不定休

029-285-8585

来々軒

至

31
284

至

高野小

勝田駅

※第３月曜日

080-5532-4141

HP

https://www.rairaiken-hitachinaka.com

500

108号はっぴいクーポン ¥

見本

券

キリトリ線

コピー
不可

駐 車 場

有

4台

500

108号はっぴいクーポン ¥

見本

券

コピー
不可

利用期限：2022年5月1日
（日）
〜2022年6月30日
（木） 利用期限：2022年5月1日
（日）
〜2022年6月30日
（木）
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：

会員番号
または
会員氏名：

（必須）

（必須）

※お会計1,000円（税込）ごとに1枚利用できます
※ご注文前にクーポン券を利用する旨お伝えください。
※現金での支払いの場合のみご利用できます。
※ご利用可能店舗 味の園 杉の木・来々軒

※お会計1,000円（税込）ごとに1枚利用できます
※ご注文前にクーポン券を利用する旨お伝えください。
※現金での支払いの場合のみご利用できます。
※ご利用可能店舗 味の園 杉の木・来々軒

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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頑張っている勤労者の皆様！
毎日お疲れ様です！
明日も頑張るために！

お風呂特集

日頃の溜まった疲れを
お風呂で洗い流して
くださいませ！

ひたちなか温泉 喜楽里別邸
住

所

入 館 料

ひたちなか市大字市毛640番地2
大人

入館券

℡029-229-2641

平日950円（税込），土日祝・特定日990円（税込）⇒会員価格

600円（税込）

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

400枚（1会員2枚まで）

営業時間

午前８：00〜午後11：00（最終受付午後10：00）

対

大人（中学生以上）

象

有効期限

平日・休日利用可

発行日より1年間
※未就学児はご入館できません。
※営業時間は変更となる場合がございます。
※時短営業等による，チケットの延長や払い戻しは
できませんので予めご了承ください。

勝田あかつきの湯
住

所

入 館 料

東石川六ツ野3378-17

入館回数券

℡029-354-4126

外野小

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（税込）⇒会員価格

4,000円（税込）

募 集 数

100セット（1会員1セットまで）

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）

有効期限

なし

勝田
あかつきの湯
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。
※営業時間は変更となる場合がございます。

キリトリ線

【108号はっぴいクーポン５００円券ご利用上の注意】 【108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。
※本券の複製・複写は禁止致します。
※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.P5掲載店舗以外ではご利用できません。

※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。
※本券の複製・複写は禁止致します。
※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.P5掲載店舗以外ではご利用できません。

利用期限：2022年5月1日
（日）
〜2022年6月30日
（木）

利用期限：2022年5月1日
（日）
〜2022年6月30日
（木）

見本

見本
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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（税込）

※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。】

日立市かみね動物園
入 園 券

大人（高校生以上64歳まで）通常520円⇒300円（税込）
小人（4歳以上中学生まで） 通常100円⇒ 50円（税込）
※３歳以下，65歳以上及び障害者手帳または療育手帳を
お持ちの方は無料となります，年齢が確認できる書類や手帳が必要となります。
（3歳以下は不要）
※営業時間等詳細はHP等でご確認下さい。https://www.city.hitachi.lg.jp/zoo/

募 集 数

100枚（1会員各5枚まで）※申し込み多数の場合は抽選となります。

有効期限

なし

日立市かみね公園 のりもの券
乗り物徳用券

1セット（100円券×30枚綴り） 通常2,600円⇒2,000円（税込）
※のりもの券は「かみね遊園地」と「かみねレジャーランド」共通で
ご利用いただけます。
※満3歳より，のりもの料金をいただきます。
※入園料について，遊園地は入園無料。
レジャーランドは入園有料。１セット購入毎に１名様分のレジャーランド入園優待券付き。

募 集 数

100セット（1会員2セットまで）※申し込み多数の場合は抽選となります。

有効期限

なし

一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（通称：全福センター）
サービスセンターの皆様は，ガイドブックや全福センターホームページにある
全福センター契約の施設やサービスをご利用できます。是非ご利用ください！

全福センター

ログインID：ｋｔ

QRコードから
ホームページへ
アクセスできます。
ご活用ください。

パスワード：ｚｅｎｐｕｋｕ

※ログインするとサービスセンター会員は関東B会員と表示されます。

ひ たちな か 市 総 合 運 動 公 園 か ら の お 知 らせ
運動不足の解消に
ぜひご利用ください！

お問合せ
総合体育館

TEL 029-273-9370
※詳しくはホームページで
ご確認ください。
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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！

センタ ーからのお知らせ
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。

◆入会・退会・登録内容変更について◆
入会
手続き

退会
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。

入会
申込み

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

費（毎

月）1人につき1,000円

③ 金融機関お届け印

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。

「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 ： 転居・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28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）

項目

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

件数

0
6
2

項目

永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

件数

12
10
0

項目

インフルエンザ
結婚記念祝金
入学祝金

件数

235
12
0

項目

還暦祝金
在会祝金
傷病休業見舞金

件数

10
15
3

項目

障害見舞金
健康診断等
受検助成金

件数

0

100

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。
※購入されたチケット・物品等の転売は禁止です。
チケット郵送サービス
（有料）
について

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。

チケット等の引換えは
6月1日（水）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: kinro.hitachinaka@workplaza.or.jp
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勤労者福祉
サービスセンター

