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2022年 9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…618所  ■現会員数…1,968名
　　　　令和4年7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

行　　程

FAX 029-271-0585 または 直接窓口へ
事業参加申込書にご記入のうえ，お申し込み下さい。
９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。

劇団四季『アナと雪の女王』観劇日帰りバスツアー

●新型コロナウイルス関連またはツアー開催日までに最少催行人員を下
　回った場合は，ツアーを急遽中止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（水分補給・薬の服用等）を除き車内での飲食が状況に
　より禁止となる場合がございます。
●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。

※お申込み頂いたチケット及び商品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出来かねますので，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９月15日（木）まで
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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％

※9月 15日（木）時点で最少催行人数に満たない場合、10月 15日（土）まで募集期限の延長を行います。
　9月 16日（金）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 10 月 15 日（土）までに最少催行人数に達しない場合は 10 月 16 日（日）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。

※９月 16 日（金）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

※事業申込書に‶はっぴい”に掲載されていない事業を追加でご案内
　する事がございますので，お申込み前に必ずご確認していただき
　ますようよろしくお願い申し上げます。

旅行企画・実施

出 発 日 2022年11月6日（日）
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
※お申し込み多数の場合は抽選となります。

参 加 費

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（6:40 配車 /7:00 出発）＝ひたちなか IC＝守谷 SA〈休憩〉（8:20～8:40）＝（首都高）＝築地場外市場〈昼食・散策〉
（10:00～11:50）＝NOMURA野村證券ミュージカルシアター JR東日本四季劇場［春］〈観劇（12:30開演）〉（12:00～15:30）＝日本橋（千疋屋）
〈軽食積込み〉（16:00～16:10）＝（首都高）＝守谷SA〈休憩〉（17:25～17:40）＝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。

（昼食イメージ）

（仕入状況等により
内容が変更となる
場合がございます）

会員　　　　　　　 17,000円（税込）
登録家族（３歳以上）17,500円（税込）
一般（３歳以上）　 22,300円（税込）
※座席の位置は選べません。　※公演当日３歳以上（膝上鑑賞不可）であること。２歳以下の参加はできません。
※公演会場のお座席は S1となります。（左右１席を空けず，通常通りの座席位置となります）
※昼食は築地玉寿司の江戸にぎりセットになります。（参加者全員同じメニューになります）
※上記料金には観劇チケット代（S1）・昼食代（築地玉寿司）・軽食代（千疋屋）が含まれています。
※公演終了後に添乗員が軽食を受取るため千疋屋に立ち寄りますが，参加者は千疋屋でのお買物はできません。
※早めの昼食となります。（11:00頃）　※日曜日の築地場外市場は定休日の店舗があります。ご了承ください。

会員　　　　　　　 17,000円（税込）
登録家族（３歳以上）17,500円（税込）
一般（３歳以上）　 22,300円（税込）
※座席の位置は選べません。　※公演当日３歳以上（膝上鑑賞不可）であること。２歳以下の参加はできません。
※公演会場のお座席は S1となります。（左右１席を空けず，通常通りの座席位置となります）
※昼食は築地玉寿司の江戸にぎりセットになります。（参加者全員同じメニューになります）
※上記料金には観劇チケット代（S1）・昼食代（築地玉寿司）・軽食代（千疋屋）が含まれています。
※軽食は千疋屋のフルーツサンドになります。（千疋屋でのお買物はできません。）
※早めの昼食となります。（11:00頃）　※日曜日の築地場外市場は定休日の店舗があります。ご了承ください。
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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

◆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申込書」を事務局へ提出してください。

入会
申込み

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

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。

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
　 ※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。

結婚祝金
出産祝金
二十歳の祝金

受付締切日 9月28日

10月14日給　付　日

10月28日

11月15日

0
6
0

76
21
0

0
11
37

13
45
8 8

項目
共済給付状況
（6・7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◆

※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出来かねますので，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。

ご希望の方に有料でご自宅または事業所へのチケット郵送サービスを行っています。
事前に指定の振込先へ代金（チケット代・郵送代・簡易書留代）をお振込みいただき（振込手数料は会員様ご負担）
入金確認後ご指定場所へ簡易書留で郵送いたします。
普通郵便での対応はいたしません。詳しくはサービスセンターへお問い合わせください。

チケット等の引換えは10月1日（土）10時からとなります。
※会報誌掲載の各チケット等は，引換え日が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

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。

各事業の支払方法 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。

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。

◆会費口座振替のお知らせ◆ 会費徴収区分　10月～12月分　⇒　口座振替日　２０２２年10月25日（火）
※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
手続き

退会
手続き

登録内容の
変更手続き

事業結果報告
ピラティス体験
実 施 日 6/25（土）

19名参加人数
これからも継続して，
健康的な日々を過ごしてくださいね！　
これからも継続して，
健康的な日々を過ごしてくださいね！　

◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ◆E-mail: kinro.hitachinaka@workplaza.or.jp

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

●受付時間●
午前9：00～午後8：00

○会報誌に掲載ご希望のもの（複数回答可）
◆商品券 …197票　
◆プリペードカード斡旋 …192票　
◆クーポン …170票　
◆コンサ－トチケット斡旋 …89票　
◆ツアー …65票

◆イベント …58票　
◆物品斡旋 …57票　
◆教室・講座 …55票
◆特になし …7票　
◆その他 …11票

○近年の会報誌の内容
　はいかがですか？
　◆良い … 189票
　◆普通 … 119票
　◆悪い …　  4票

アンケート結果

アンケートご協力ありがとうございました。

（回答者312名）

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！

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。
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はたらく男女のふれあいＳＴＯＲＹはたらく男女のふれあいＳＴＯＲＹ
今年も一味違った内面重視型婚活スタイル！マスクde婚活開催!!!今年も一味違った内面重視型婚活スタイル！マスクde婚活開催!!!

★３密を避けるため374名収容可能な広々としたホールの中，常時換気し，新型コロナウイルス感染症対策
　を実施した上で行います！
★最初のご対面タイム以外はすべてマスク着用となります！（マスク持参）
★はじめて婚活に参加される方・トークが苦手な方も大歓迎！
★サービスセンター会員様のお知り合いの方でも結構です，お気軽にお申し込みください！ 

マスク
de

婚活2022

昨年は15組中４組成立!!

主催：（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
共催：（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター　　後援：ひたちなか市，（一社）いばらき出会いサポートセンター

2022年11月13日（日） ［受　　付］13:00～
　　　　　　　　　　  ［開催時間］13:30～16:45頃まで
ワークプラザ勝田（ひたちなか市東石川1279番地）
多目的ホール（定員374名）

会　　場

開 催 日

会員及び登録家族・一般の方（30歳～45歳までの独身の方）
※11月13日（日）時点の年齢になります。

男性15名　女性15名　※申し込み多数の場合は抽選となります。募集人数

対　　象

自由

会員・登録家族  （男性）1,000円  （女性）　500円
一般の方　　　  （男性）1,500円  （女性）1,000円（お菓子・飲み物をご用意します）

参 加 費

★ご対面タイム　★透明シールド越しでの5分間二人でトークタイム
★フリータイム　★「Ring‘s!」によるハンドベル演奏
★マッチング発表（参加者全員にプレゼントをご用意いたしております）

主な内容

2022年10月30日（日）　※2022年11月４日（金）までに抽選結果をご連絡致します。申込期限

ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター
TEL 029-271-0520（ひたちなか市東石川1279番地）

問合せ先

事業申込書申込方法

服　　装

※メールでお申込みされた方には、１週間以内に受付の返信を致します。

お申込みmailアドレス▼
kinro.hitachinaka@workplaza.or.jp

※9月15日以降はひたちなか市勤労者福祉サービスセン
　ターHPからダウンロードした婚活申込書に必要事項
　を記入し,サービスセンターにFAX（029-271-0585）
　または窓口に持参してください。
　mailでも受付いたします。
 （送信内容はHPの婚活申込書をご確認ください）
　先着順ではありません。



3

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

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）

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♪

会員　※登録家族利用可配布対象

一般料金または協定料金より1,000円引き補 助 額
2023年3月31日まで有効期限

140セット
（１会員１セットまで（３枚綴り））

募 集 数
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

基本入浴料より200円引き補 助 額
2023年3月31日まで有効期限

150セット
（１会員１セットまで（６枚綴り））

募 集 数

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

いそざき温泉 ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（下期分）

いそざき温泉 ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（下期分） 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（下期分）ゴルフ利用補助券（下期分）

（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

回 数 券

200セット（１会員2セットまで）
募 集 数

※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。

無期限有効期限

映画鑑賞チケット（下期分）映画鑑賞チケット（下期分）
TOHOシネマズひたちなか，
水戸内原　他

利用可能施設

1,900円
⇒会員価格　1,100円

映画観賞券

400枚（1会員2枚まで）募 集 数
2023年3月31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。
※申込者多数の場合は抽選となります。

有効期限

※状況により営業時間等変更になる場合がございます。

お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

トレーニング室の予約QR

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）
※申込者多数の場合は抽選となります。

販売枚数

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

料　　金

※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出来かねますので，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。

開催日(2022年)対戦カード 開催時間
10/26（水）レバンガ北海道 19:05 TIP-OFF
11/30（水）仙台89ERS 19:05 TIP-OFF

HP：https://www.ibarakirobots.win/

©IRSE/Akihide TOYOSAKI

12/4（日） 15:05 TIP-OFF
12/3（土）群馬クレイン

サンダーズ
17:05 TIP-OFF

※WEBやインターネットからの予約ではご利用できません。

6

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

コピー
不可

利用期限：2022年9月1日（木）～2022年10月31日（月）
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：

※お会計700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　うどん吉BAY ・ そば房さわ

（必須）

110号はっぴいクーポン ¥300券

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

コピー
不可

利用期限：2022年9月1日（木）～2022年10月31日（月）
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：

※お会計700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　うどん吉BAY ・ そば房さわ

（必須）

110号はっぴいクーポン
キリトリ線

¥300券

110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

300円券
付き

利用期間

対　　象

利用方法

2022年9月1日（木）～ 2022年10月３1日（月）まで

会員・登録家族
下記のはっぴいクーポン3００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700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。

うどん吉ＢＡＹうどん吉ＢＡＹ

場　　所 ひたちなか市馬渡字大沼3106-9
営業時間 11：00～14：30

※土日祝は11：00～15：00
※状況により営業時間が変わる場合もございます。

定 休 日 月曜日・火曜日　
※祝日の場合は営業（店舗に要確認）

駐 車 場 有　20台H P https:// kichibay.comTEL 029-352-2171

TEL 029-202-0453

コロナ対策をしっかり行っておりますので，
安心してお越しください！

当店のお出ししているおうどんは「出汁」と「麺」に大変
こだわっております。
お出汁は，うどんの種類によってだし汁が変わりますの
で，様々なメニューをぜひご賞味ください。
麺は小麦にこだわった，ツルツルもちもちのコシのある
麺になっております。

そば房さわそば房さわ

場　　所 ひたちなか市佐和2245-2
営業時間 11：00～14：30

※土日祝日は11：00～15：30
※蕎麦が無くなり次第終了となります。
※状況により営業時間が変わる場合もございます。

定 休 日 水曜日・木曜日
駐 車 場 有　17台
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チ ケ ット あ っ せ ん

開 催 日 2022年12月17日（土）　開演14:00（開場13:15）

会　　場 ひたちなか市文化会館　小ホール

募 集 数 10枚（１会員2枚まで）
※座席は選べません。　※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お申込みください。）

料　　金 全席指定
一般　　　3,800円（税込）⇒会員価格　3,400円（税込）
小・中・高生  2,000円（税込）⇒会員価格　1,600円（税込）

100年前の実話を描いた文豪 新田次郎の小説を映画化
〈日立鉱山〉の奇跡〈日立の大煙突と桜並木〉に秘められた“感動実話” 命をかけて煙害と戦う若者たちの魂が軌跡を生んだ！

100年前の実話を描いた文豪 新田次郎の小説を映画化
〈日立鉱山〉の奇跡〈日立の大煙突と桜並木〉に秘められた“感動実話” 命をかけて煙害と戦う若者たちの魂が軌跡を生んだ！

（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社自主事業

特選
落語
特選
落語

ひたちなか寄席
桃月庵白酒・柳家わさび公演

ひたちなか寄席
桃月庵白酒・柳家わさび公演

柳家わさび桃月庵白酒

開 催 日 2022年10月29日（土）
１回目　開演10:00（開場 9:30）
２回目　開演14:00（開場13:30）

会　　場 ひたちなか市文化会館　小ホール

募 集 数 各回10枚（１会員2枚まで） ※座席は自由席となります。　※未就学児入場不可

料　　金 全席自由（前売）
一般　　　　1,100円（税込）⇒会員価格　800円（税込）
 小・中・高生　800円（税込）⇒会員価格　500円（税込）

映画「ある町の高い煙突」上映会映画「ある町の高い煙突」上映会

「五木ひろし」と改名し50年の歳月が経過しました。
そして今もなお、日本歌謡界のトップランナーとして走り続けています。

数々のヒット曲を始め，名曲の中から厳選をした内容を予定しております。常に挑戦と継承を続けて
きた五木ひろし。皆様お待ちかねのコンサートがいよいよスタートします。お楽しみに。

「五木ひろし」と改名し50年の歳月が経過しました。
そして今もなお、日本歌謡界のトップランナーとして走り続けています。

数々のヒット曲を始め，名曲の中から厳選をした内容を予定しております。常に挑戦と継承を続けて
きた五木ひろし。皆様お待ちかねのコンサートがいよいよスタートします。お楽しみに。

開 催 日 2022年11月21日（月）　開演14:00（開場13:30）

会　　場 ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール

募 集 数 20枚（１会員2枚まで）
※座席は選べません。　※未就学児入場不可

料　　金 全席指定　一般　7,700円（税込）⇒会員価格　4,500円（税込）

五木ひろしコンサート2022五木ひろしコンサート2022

開 催 日 2022年11月24日（木）　開演18:30（開場17:45）

会　　場 ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール

募 集 数 20枚（１会員2枚まで）
※座席は選べません。　※未就学児入場不可

料　　金 全席指定　S席　5,000円（税込）⇒会員価格　4,500円（税込）

野村萬斎　狂言公演野村萬斎　狂言公演

※各回ともスタッフ・出演者に
　よるトークショーがあり，全体
　で約150分を予定しています！

※申込者多数の場合は抽選となります。
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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

特選
落語
特選
落語

ひたちなか寄席
桃月庵白酒・柳家わさび公演

ひたちなか寄席
桃月庵白酒・柳家わさび公演

柳家わさび桃月庵白酒

開 催 日 2022年10月29日（土）
１回目　開演10:00（開場 9:30）
２回目　開演14:00（開場13:30）

会　　場 ひたちなか市文化会館　小ホール

募 集 数 各回10枚（１会員2枚まで） ※座席は自由席となります。　※未就学児入場不可

料　　金 全席自由（前売）
一般　　　　1,100円（税込）⇒会員価格　800円（税込）
 小・中・高生　800円（税込）⇒会員価格　500円（税込）

映画「ある町の高い煙突」上映会映画「ある町の高い煙突」上映会
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数々のヒット曲を始め，名曲の中から厳選をした内容を予定しております。常に挑戦と継承を続けて
きた五木ひろし。皆様お待ちかねのコンサートがいよいよスタートします。お楽しみに。
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きた五木ひろし。皆様お待ちかねのコンサートがいよいよスタートします。お楽しみに。

開 催 日 2022年11月21日（月）　開演14:00（開場13:30）

会　　場 ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール

募 集 数 20枚（１会員2枚まで）
※座席は選べません。　※未就学児入場不可

料　　金 全席指定　一般　7,700円（税込）⇒会員価格　4,500円（税込）

五木ひろしコンサート2022五木ひろしコンサート2022

開 催 日 2022年11月24日（木）　開演18:30（開場17:45）

会　　場 ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール

募 集 数 20枚（１会員2枚まで）
※座席は選べません。　※未就学児入場不可

料　　金 全席指定　S席　5,000円（税込）⇒会員価格　4,500円（税込）

野村萬斎　狂言公演野村萬斎　狂言公演

※各回ともスタッフ・出演者に
　よるトークショーがあり，全体
　で約150分を予定しています！

※申込者多数の場合は抽選となります。
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販売価格

有効期限

枚　　数

モスカード  あっせんモスカード  あっせん

一般価格　1,000円⇒会員価格　700円

発行日より約3年間

MOS  CARDとは全国のモスバーガー・マザーリーフのお店（一部店舗を除く）で
使えるチャージ式プリペイドカードです
MOS  CARDとは全国のモスバーガー・マザーリーフのお店（一部店舗を除く）で
使えるチャージ式プリペイドカードです

開 催 日

会　　場

時　　間

BLUE EARTH MUSIC FEST 2022 ㏌ MITO
Supported by 茨城日産グループ

BLUE EARTH MUSIC FEST 2022 ㏌ MITO
Supported by 茨城日産グループ

2022年10月15日（土）
2022年10月16日（日）

【タイムスケジュール・出演アーティスト等の詳細は公式ホームページでご確認ください。】
公式 HP
　BLUE EARTH MUSIC FEST 2022 in MITO - BLUE EARTH PROJECT (blue-earth-pj.com)

千波公園ふれあい広場　特設会場

募 集 数

料　　金 1日券（特典付きチケット） 
8,800円（税込）⇒会員料金　7,500円（税込）

開演　11：30（開場11：00）

各日10枚（１会員2枚まで）
※申込者多数の場合抽選。
※座席はありません。
※特典内容
　・前方エリア優先入場権とサスティナブル
カトラリーセット。

　・前方エリアはアーティス毎に完全入替え
制になります。

　・アーティスト毎に決められた前方エリア
への優先入場の特典付き。チケットご購入のお客様のみ先に入場できます。

　・優先入場時間を過ぎた場合は一般チケットのお客様も前方エリアに入場できます。
※６歳以上チケット必要。６歳未満は保護者同伴に限り入場無料（保護者1名につき1名入場可能）入場時に
身分証を確認させて頂く場合がございます。当日保護者の方はお子様の保険証などをお持ちください。
※フェス専用の駐車場はございませんので，一般の駐車場をご利用ください。
　満車になることが予想されますので公共交通機関をご利用ください。
※本公演はフェスティバルのため出演者が変更になる場合がございます。
※本公演は雨天決行です。公演開始後に，やむを得ない理由により中止となった場合や出演者の出演日
やステージの変更に伴うチケットの払戻し等は致しません。予めご了承ください。

100枚（１会員１枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。
※カードの有効期限は約３年です。お手元に届き
ましたら，有効期限を必ずご確認ください
　（https: //www.vcsys.com/s/mos/p/）。
　最後のご利用日，ご入金日から３年間ご利用がな
い場合，残高の有無に関わらず無効となります。
※カードデザインは変更になる可能性があります。
※MOS CARDについては https: //www.ｍｏｓ.jp/ｍｏｓｃａ/ でご確認ください。
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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

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）

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♪

会員　※登録家族利用可配布対象

一般料金または協定料金より1,000円引き補 助 額
2023年3月31日まで有効期限

140セット
（１会員１セットまで（３枚綴り））

募 集 数
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

基本入浴料より200円引き補 助 額
2023年3月31日まで有効期限

150セット
（１会員１セットまで（６枚綴り））

募 集 数

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

いそざき温泉 ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（下期分）

いそざき温泉 ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（下期分） 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（下期分）ゴルフ利用補助券（下期分）

（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

回 数 券

200セット（１会員2セットまで）
募 集 数

※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。

無期限有効期限

映画鑑賞チケット（下期分）映画鑑賞チケット（下期分）
TOHOシネマズひたちなか，
水戸内原　他

利用可能施設

1,900円
⇒会員価格　1,100円

映画観賞券

400枚（1会員2枚まで）募 集 数
2023年3月31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。
※申込者多数の場合は抽選となります。

有効期限

※状況により営業時間等変更になる場合がございます。

お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

トレーニング室の予約QR

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）
※申込者多数の場合は抽選となります。

販売枚数

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

料　　金

※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出来かねますので，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。

開催日(2022年)対戦カード 開催時間
10/26（水）レバンガ北海道 19:05 TIP-OFF
11/30（水）仙台89ERS 19:05 TIP-OFF

HP：https://www.ibarakirobots.win/

©IRSE/Akihide TOYOSAKI

12/4（日） 15:05 TIP-OFF
12/3（土）群馬クレイン

サンダーズ
17:05 TIP-OFF

※WEBやインターネットからの予約ではご利用できません。
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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

コピー
不可

利用期限：2022年9月1日（木）～2022年10月31日（月）
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：

※お会計700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　うどん吉BAY ・ そば房さわ

（必須）

110号はっぴいクーポン ¥300券

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

コピー
不可

利用期限：2022年9月1日（木）～2022年10月31日（月）
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：

※お会計700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　うどん吉BAY ・ そば房さわ

（必須）

110号はっぴいクーポン
キリトリ線

¥300券

110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

300円券
付き

利用期間

対　　象

利用方法

2022年9月1日（木）～ 2022年10月３1日（月）まで

会員・登録家族
下記のはっぴいクーポン3００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700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。

うどん吉ＢＡＹうどん吉ＢＡＹ

場　　所 ひたちなか市馬渡字大沼3106-9
営業時間 11：00～14：30

※土日祝は11：00～15：00
※状況により営業時間が変わる場合もございます。

定 休 日 月曜日・火曜日　
※祝日の場合は営業（店舗に要確認）

駐 車 場 有　20台H P https:// kichibay.comTEL 029-352-2171

TEL 029-202-0453

コロナ対策をしっかり行っておりますので，
安心してお越しください！

当店のお出ししているおうどんは「出汁」と「麺」に大変
こだわっております。
お出汁は，うどんの種類によってだし汁が変わりますの
で，様々なメニューをぜひご賞味ください。
麺は小麦にこだわった，ツルツルもちもちのコシのある
麺になっております。

そば房さわそば房さわ

場　　所 ひたちなか市佐和2245-2
営業時間 11：00～14：30

※土日祝日は11：00～15：30
※蕎麦が無くなり次第終了となります。
※状況により営業時間が変わる場合もございます。

定 休 日 水曜日・木曜日
駐 車 場 有　17台

見本 見本
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キリトリ線

病院・施設お迎えから納骨まで

【110号はっぴいクーポン３００円券ご利用上の注意】

利用期限：2022年9月1日（木）～2022年10月31日（月）

※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700円（税込）ごとに1枚利用できます。
　本誌.P6掲載店舗以外ではご利用できません。

【110号はっぴいクーポン３００円券ご利用上の注意】

利用期限：2022年9月1日（木）～2022年10月31日（月）

※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700円（税込）ごとに1枚利用できます。
　本誌.P6掲載店舗以外ではご利用できません。

セレモア 宮前 セレモア 宮前 

お問合せ先
お申込み先

〒312-0033  茨城県ひたちなか市市毛978-4
TEL：029-272-2705　FAX：029-273-0296

店 　 舗 米匠ふる市（ひたちなか市元町8-9）
TEL 029-272-2967
営業時間／10：00～18：30　 
定休日／土・日・祝日　駐車場２台

遠藤米穀店（ひたちなか市武田1255-26）
TEL 029-272-4325
営業時間／8：30～18：00
定休日／日曜日・祝日　駐車場２台

商 品 名 新米5kg　常陸太田産こしひかり

販売価格 引換券1枚（新米5kg） 1,500円（税込）
募 集 数 各店舗50枚（各店舗あわせて１会員１枚まで） ※申込者多数の場合は抽選となります。

お支払方法 サービスセンター窓口でお支払いいただき，引換券を発行いたします。
商品引換期間 令和4年10月1日から令和4年11月30日まで（変更となる場合があります）
引換え方法 事前に店舗へ受取日の連絡をしてから引換券を持参し，店舗で商品の受け取りを行ってください。

商品のお受取りは店舗営業時間内にお願い致します。

生
前
の　

遺
徳
を
偲
び

今
日
こ
こ
に

　
御
霊
を
送
ら
ん

　
　
感
謝
を
込
め
て

葬儀はご遺族様のお気持ちで有り，故人を偲びつつ
ご遺族様の未来へ向けての新たな旅立ちの場でもあります
セレモア宮前はその“場”を心を込めてご準備させて頂きます

会員事業所の物品あっせん

会員事業所ご紹介 ぜひご利用ください！

新米引換券（5㎏分）新米引換券（5㎏分）

1）小型葬
2）家族葬（寺葬）
3）偲ぶ葬（炉前葬）

取扱商品 割引率

価格応談
ご来店の方
最大限お値引
致します

備　考
規
模

※指定の商品以外との引換はできません。
※収穫状況や流通状況等の遅延により新米の引き換えが 10/1 よりご対応できない場合がございます。
【個人情報のお取り扱いについて】お申込み者のお名前・お電話番号を商品の受け渡し確認等のため店舗へ提供いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　 その他の目的以外では使用致しません。

価格帯目安
20万～80万
程度

価格帯目安
20万～80万
程度

見本 見本
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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

◆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申込書」を事務局へ提出してください。

入会
申込み

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

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。

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
　 ※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。

結婚祝金
出産祝金
二十歳の祝金

受付締切日 9月28日

10月14日給　付　日

10月28日

11月15日

0
6
0

76
21
0

0
11
37

13
45
8 8

項目
共済給付状況
（6・7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◆

※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出来かねますので，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。

ご希望の方に有料でご自宅または事業所へのチケット郵送サービスを行っています。
事前に指定の振込先へ代金（チケット代・郵送代・簡易書留代）をお振込みいただき（振込手数料は会員様ご負担）
入金確認後ご指定場所へ簡易書留で郵送いたします。
普通郵便での対応はいたしません。詳しくはサービスセンターへお問い合わせください。

チケット等の引換えは10月1日（土）10時からとなります。
※会報誌掲載の各チケット等は，引換え日が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

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。

各事業の支払方法 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。

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。

◆会費口座振替のお知らせ◆ 会費徴収区分　10月～12月分　⇒　口座振替日　２０２２年10月25日（火）
※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
手続き

退会
手続き

登録内容の
変更手続き

事業結果報告
ピラティス体験
実 施 日 6/25（土）

19名参加人数
これからも継続して，
健康的な日々を過ごしてくださいね！　
これからも継続して，
健康的な日々を過ごしてくださいね！　

◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ◆E-mail: kinro.hitachinaka@workplaza.or.jp

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

●受付時間●
午前9：00～午後8：00

○会報誌に掲載ご希望のもの（複数回答可）
◆商品券 …197票　
◆プリペードカード斡旋 …192票　
◆クーポン …170票　
◆コンサ－トチケット斡旋 …89票　
◆ツアー …65票

◆イベント …58票　
◆物品斡旋 …57票　
◆教室・講座 …55票
◆特になし …7票　
◆その他 …11票

○近年の会報誌の内容
　はいかがですか？
　◆良い … 189票
　◆普通 … 119票
　◆悪い …　  4票

アンケート結果

アンケートご協力ありがとうございました。

（回答者312名）

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！

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。


