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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…617所  ■現会員数…1,973名
　　　　令和4年9月30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，お申込み下さい。
11月下旬に，申込結果通知（抽選結果）を郵送いたします。
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ございます。

福島県アルツ磐梯スキー場日帰りバスツアー

●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全国旅行支援の対象外です。
●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11月15日（火）まで

商品あっせん販売
会員事業所ご紹介/給付事業案内
事業結果報告
センターからのお知らせ
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ツアー事業案内
クリスマス企画
チケット等あっせん販売
スキー場リフト券あっせん

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％

※11月 15日（火）時点で最少催行人員に満たない場合，12月 15日（木）まで募集期限の延長を行います。11月 16日（水）以降のお申込みは先着順にて参加者の
決定を致します。

　最少催行人員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郵送にてご連絡を致します。また12月15日（木）までに最少催行人員に達しない
場合は12月16日（金）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。

※11 月 16 日（水）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

※事業申込書で‶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。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。

CONTENTS

旅行企画・実施

出 発 日 2023年1月21日（土）
募集人数 30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　※申込者多数の場合は抽選になります

参 加 費

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

ワークプラザ勝田（5:30出発）－那珂 IC＝中郷PA〈休憩〉（6:30～6:45）＝阿武隈高原 SA〈休憩〉（7:40～7:55）＝猪苗代磐梯高原 IC＝
星野リゾートアルツ磐梯スキー場［終日・スキーをお楽しみください］（9:00～16:00）＝猪苗代磐梯高原 IC＝阿武隈高原SA〈休憩〉（17:05～
17:20）＝中郷PA〈休憩〉（18:15～18:30）＝那珂 IC＝ワークプラザ勝田（19:30頃帰着）
★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。

会員　　　　　　　　　　6,500円（税込）
登録家族（小学生以上）　6,800円（税込）
一般（小学生以上）　　  10,337円（税込）
・参加費にはリフト券代が含まれています。　・当ツアーに食事は付いておりません。
・スキー板・スノーボード等をお持ちの方は当日バスに積込みできます。
・リフト券以外のレンタルスキーウェアやスキー板等又はその他の費用は各自現地で手配及びご精算ください。

真冬でもバスで行くから行きも帰りも安全安心！思う存分楽しんで下さい！
会社の仲間やご家族ご友人とぜひご参加ください♪

会員募集中!! サービスセンター会員を募集しております！  詳しくはサービスセンター事務局までお問合せ下さい。
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群馬県草津温泉
　　  １泊２日バスツアー
群馬県草津温泉
　　  １泊２日バスツアー

旅行企画・実施

実 施 日

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

2023年2月4日（土）～５日（日）

喜びの宿 高松（１泊２食付き）
（群馬県吾妻郡草津町草津312　TEL 0279-88-3011）

募集人数

宿泊施設

40名（最少催行人員25名）
※２名以上からのお申込みになります。
※当ツアーは中学生以上からのお申込
　みとなります。
※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。
※各プラン申込者多数の場合は抽選に
　なります。

参加料金

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

行　　程 2/4（土）ワークプラザ勝田（8:00出発）－ひたちなか IC＝吉井 IC＝こんにゃくぱーく〈見学・試食〉（10:50～
11:30）＝富岡 IC＝渋川伊香保 IC－うどん茶屋水沢万葉亭〈昼食〉（12:30～13:20）－水沢観音見
学（13:25～14:00）－道の駅八ッ場ふるさと館（15:00～15:20）－草津温泉　喜びの宿 高松〈宿〉（15:40
頃到着）※到着後，湯畑散策などをお楽しみ下さい。

2/5（日）草津温泉　喜びの宿 高松（8:30出発）－浅間酒造観光センター〈自由散策〉（8:50～9:10）－月夜野びー
どろパーク（10:10～11:00）－月夜野 IC＝沼田 IC－川場田園プラザ〈自由散策〉（11:30～12:40）
－果実の里　原田農園〈昼食〉（12:50～13:50）－沼田 IC＝ひたちなか IC－ワークプラザ勝田
（16:50 頃帰着）　　　　　　　　　　★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。

バスだから目的地まで迷うことなく楽 ！々雪道でも安心安全♪
毎日毎日疲れていませんか？ 冬景色を堪能し草津温泉で癒され心身をリフレッシュ！
一生懸命に頑張ってる自分へのご褒美に！ご家族やご友人とぜひご参加ください♪

会　　員

25,000円

登録家族

25,500円

一　　般

28,592円５名１室

26,000円 26,500円 29,692円４名１室

27,000円 27,500円 30,792円３名１室

28,000円 28,500円 31,892円2名1室

※上記料金はお一人様の料金です。（消費税・入湯税含む）
※18歳未満の方だけの参加はできません。
　また18歳未満の方は親権者の同意が必要となります。
※上記料金には１日目昼食料金（水沢万葉亭）・２日目昼食料金（原田農園）
　宿泊料金（１日目夕食・２日目朝食）が含まれています。
※宿泊施設での夕食は，夕食会場へ移動して御膳での提供となります。
　（朝食はバイキングとなります。）
※お部屋は和室（スタンダードタイプ・禁煙）のお部屋となります。
　お部屋は選べません。
※お申込み後の参加者の変更・人数の変更はできません。
※プラン以外にかかる費用（追加注文など）は各自現地でご精算ください。



3

内　　容

募　　集 参 加 料

申込資格

1

クリスマス
企画

クリスマス
企画

12月24日（土） 18:00から20:00の間に，サンタクロースがプレゼントをお届けします。
お渡しするプレゼントは事前にご用意いただき，事務局までお持ちください。　　
そのプレゼントをサンタクロース(事務局職員の変装)がお届けします。　
あまりにも大きいプレゼントはサンタさんが困りますので，ご遠慮ください。

お住まい（お届け先）がひたちなか市内の会員の方で，お子様あるいはお孫さんが小学校3年生以下の方

条　　件 訪問時間は事前にお伝えしますが，当日の道路状況などで予定時間が前後する場合がございます。
また訪問時間のご希望は状況により添えない場合がございます。予めご了承ください。

わが家にサンタがやって来る！！
サンタさんのプレゼント宅配サービス

わが家にサンタがやって来る！！
サンタさんのプレゼント宅配サービス

５軒　※申込者多数の場合は抽選になります。 無料

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。

宿泊ツアー取消料について 国

　内

20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。
●２ページの掲載ツアーは全国旅行支援の対象外です。
●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。

対 象 者 参加方法会員のみ

ABC-MARTギフトカード 3,000円分 ...................3名様
コメダ珈琲店プリペイドカード 3,000円分 ............6名様

クリスマスプレゼント クイズ！クリスマスプレゼント クイズ！
2

クリスマス
企画

クリスマス
企画

全問正解者の中から抽選で素敵な賞品をプレゼント！

※１会員事業申込書1枚のみの参加になります。　　※正解者が多数の場合はサービスセンターで厳正なる抽選をいたします。
※正解者へのプレゼントのお渡しは12月以降になります。

事業申込書に答えを記入して11/15（火）までにサービスセンターに
FAX（029-271-0585）していただくか，窓口までご持参ください！

賞 品

サンタクロースのソリを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引っ張る動物は？

第１問第１問 ❶トナカイ ❷牛 ❸馬

メリークリスマスの『メリー』どんな意味？第２問第２問 ❶神聖な ❷楽しい ❸苦しい

赤鼻のトナカイの名前は？第３問第３問 ❶コメット ❷ルドルフ ❷ダンサー

問 題
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ひたちなか市文化会館ニューイヤーコンサート

『音楽の絵本～エレガンス』ひたちなか公演
ひたちなか市文化会館ニューイヤーコンサート

『音楽の絵本～エレガンス』ひたちなか公演

2023年1月14日（土）
開演14:00（開場13:15）
公演時間 １時間30分（休憩15分含む）

開 催 日

ひたちなか市文化会館　小ホール会　　場

全席指定　一　般　　2,000円（税込）⇒会員料金　1,500円（税込）
　　　　　中高生　　1,000円（税込）⇒会員料金　　800円（税込）
　　　　　小学生以下　500円（税込）⇒会員料金　　300円（税込）

料　　金

20枚（１会員2枚まで）
※座席は選べません。　※保護者１人につき３歳未満１人膝上鑑賞無料。
※小学生以下の入場は保護者同伴が必要です。　※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

日本製☆軽くて丈夫！キャンプ・アウトドアでも大活躍!!
スヌーピーのショッピングバスケット　販売
日本製☆軽くて丈夫！キャンプ・アウトドアでも大活躍!!
スヌーピーのショッピングバスケット　販売

一般価格　１個　1,320円（税込）
⇒会員価格　1,000円（税込）

販売価格

各50個（１会員１個まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。

販 売 数

スーパーのカートにもピッタリ合うのがGOOD☆お買い物カゴとしてお店で商品をそのまま入れてもらえば，
車に直接運べて便利でエコロジー！ランドリーバスケット，おもちゃの収納，ピクニックなど使い方はいろいろ♪
スーパーのカートにもピッタリ合うのがGOOD☆お買い物カゴとしてお店で商品をそのまま入れてもらえば，
車に直接運べて便利でエコロジー！ランドリーバスケット，おもちゃの収納，ピクニックなど使い方はいろいろ♪

親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本～エレガンス」
金管五重奏のズーラシアンブラスとバイオリンとピアノの弦うさぎ・・・動物たちが
織りなす不思議なクラシックコンサート「音楽の絵本」の世界へようこそ！

親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本～エレガンス」
金管五重奏のズーラシアンブラスとバイオリンとピアノの弦うさぎ・・・動物たちが
織りなす不思議なクラシックコンサート「音楽の絵本」の世界へようこそ！

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になります。

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

販売価格

※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
12/14（水）アルバルク東京 19:05 TIP-OFF
12/30（金）

滋賀レイクス
15:05 TIP-OFF

HP：https://www.ibarakirobots.win/

12/31（土） 15:05 TIP-OFF

色：①ネイビー 色：②ピスタチオ

　色　：ネイビー，ピスタチオ
サイズ：W495×D350×H240㎜
重　さ：700g　　　　　　 　容　量：31L
材　質：ポリプロピレン　　　原産国：日本
メーカー：錦化成（日本国内正規ライセンスです）

©2022 Peanuts Worldwide LLC©2022 Peanuts Worldwide LLC

©IRSE
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大人 3,000円（通常 4,900円） 対象：中学生以上
子供 1,300円（通常 2,300円） 対象：小学生
※未就学児無料

福島県耶麻郡磐梯町大字
更科字清水平6838-68
TEL 0242-74-5000　

星野リゾート アルツ磐梯

対　　象 会員のみ会員のみ

1会員6枚まで
※全スキー場あわせて６枚まで。
※申込者多数の場合は抽選になります。

1会員6枚まで
※全スキー場あわせて６枚まで。
※申込者多数の場合は抽選になります。

販売枚数

各スキー場シーズン終了まで各スキー場シーズン終了まで有効期限

各40枚各40枚募 集 数

12月上旬頃予定
※リフト券ご購入後のコロナ等による各スキー場の時短営業や
　閉鎖及び自己都合等による払戻・延期はできません。
　予めご了承ください。

12月上旬頃予定
※リフト券ご購入後のコロナ等による各スキー場の時短営業や
　閉鎖及び自己都合等による払戻・延期はできません。
　予めご了承ください。

引換え日

早割
1日券
早割
1日券

早割
1日券
早割
1日券

スキー場「１日リフト券」販売スキー場「１日リフト券」販売

会員価格
大人 3,000円（通常 4,900円） 対象：中学生以上
子供 1,300円（通常 2,300円） 対象：小学生
※未就学児無料

福島県耶麻郡北塩原村大字
桧原字猫魔山1163
TEL 0241-32-3001

星野リゾート 猫魔スキー場

会員価格

大人 2,600円（通常 3,800円） 対象：中学生以上
子供 2,600円（通常 3,000円） 対象：小学生
※未就学児無料

栃木県那須郡那須町大字大島
TEL 0287-77-2300

マウントジーンズ那須

早割
1日券
早割
1日券

会員価格 通常　大人 4,500円
　　　小人（5歳以上小学生）3,400円
　　　シニア60歳以上 3,700円）　
※大人・小人・シニア同額　※4歳以下無料

福島県南会津郡南会津町高杖原535
TEL 0241-78-2220

会津高原たかつえスキー場

会員価格 2,300円

前売券前売券
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ひたちなか市文化会館ニューイヤーコンサート

『音楽の絵本～エレガンス』ひたちなか公演
ひたちなか市文化会館ニューイヤーコンサート

『音楽の絵本～エレガンス』ひたちなか公演

2023年1月14日（土）
開演14:00（開場13:15）
公演時間 １時間30分（休憩15分含む）

開 催 日

ひたちなか市文化会館　小ホール会　　場

全席指定　一　般　　2,000円（税込）⇒会員料金　1,500円（税込）
　　　　　中高生　　1,000円（税込）⇒会員料金　　800円（税込）
　　　　　小学生以下　500円（税込）⇒会員料金　　300円（税込）

料　　金

20枚（１会員2枚まで）
※座席は選べません。　※保護者１人につき３歳未満１人膝上鑑賞無料。
※小学生以下の入場は保護者同伴が必要です。　※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

日本製☆軽くて丈夫！キャンプ・アウトドアでも大活躍!!
スヌーピーのショッピングバスケット　販売
日本製☆軽くて丈夫！キャンプ・アウトドアでも大活躍!!
スヌーピーのショッピングバスケット　販売

一般価格　１個　1,320円（税込）
⇒会員価格　1,000円（税込）

販売価格

各50個（１会員１個まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。

販 売 数

スーパーのカートにもピッタリ合うのがGOOD☆お買い物カゴとしてお店で商品をそのまま入れてもらえば，
車に直接運べて便利でエコロジー！ランドリーバスケット，おもちゃの収納，ピクニックなど使い方はいろいろ♪
スーパーのカートにもピッタリ合うのがGOOD☆お買い物カゴとしてお店で商品をそのまま入れてもらえば，
車に直接運べて便利でエコロジー！ランドリーバスケット，おもちゃの収納，ピクニックなど使い方はいろいろ♪

親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本～エレガンス」
金管五重奏のズーラシアンブラスとバイオリンとピアノの弦うさぎ・・・動物たちが
織りなす不思議なクラシックコンサート「音楽の絵本」の世界へようこそ！

親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本～エレガンス」
金管五重奏のズーラシアンブラスとバイオリンとピアノの弦うさぎ・・・動物たちが
織りなす不思議なクラシックコンサート「音楽の絵本」の世界へようこそ！

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になります。

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

販売価格

※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
12/14（水）アルバルク東京 19:05 TIP-OFF
12/30（金）

滋賀レイクス
15:05 TIP-OFF

HP：https://www.ibarakirobots.win/

12/31（土） 15:05 TIP-OFF

色：①ネイビー 色：②ピスタチオ

　色　：ネイビー，ピスタチオ
サイズ：W495×D350×H240㎜
重　さ：700g　　　　　　 　容　量：31L
材　質：ポリプロピレン　　　原産国：日本
メーカー：錦化成（日本国内正規ライセンスです）

©2022 Peanuts Worldwide LLC©2022 Peanuts Worldwide LLC
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販売価格

販売枚数

有効期限

クオ・カードクオ・カード

一般価格　3,000円⇒会員価格　2,000円

140枚（1会員1枚まで）

無期限
※申込者多数の場合は抽選になります。
※詳しいクオ・カード加盟店は
　https：//www.quocard.com/member/ 
　でご確認ください。
※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。

コンビニエンスストア，ドラッグストア，ファミリーレストランなど，日本全国約60,000店舗で使える
便利なギフトカード。

コンビニエンスストア，ドラッグストア，ファミリーレストランなど，日本全国約60,000店舗で使える
便利なギフトカード。

販売価格

販売枚数

有効期限

ユニクロギフトカードユニクロギフトカード

一般価格　3,000円⇒会員価格　2,000円

140枚（１会員１枚まで）

2025年８月１日まで
※申込者多数の場合は抽選になります。
※カードの有効期限経過後は，無効となり，
　残高の払戻はいたしません。
※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。

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。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。

コーヒーチケットコーヒーチケット
カフェで使えるチャージ式プリペイドカードです。カフェで使えるチャージ式プリペイドカードです。

販売価格

販売枚数

有効期限

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。

50枚（1会員1枚まで）

無期限
※申込者多数の場合は抽選になります。
※カードデザインは変更になる場合があります。

販売価格

販売枚数

有効期限

ABC-MART  ギフトカードABC-MART  ギフトカード

一般価格　3,000円⇒会員価格　2,000円

50枚（1会員1枚まで）

2024年5月31日まで
※申込者多数の場合は抽選になります。
※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。

誕生日やお祝い，シーズンイベントの贈り物に靴はいかがでしょうか。
全国のABC-MARTにてご利用頂けます。（一部店舗を除く）

誕生日やお祝い，シーズンイベントの贈り物に靴はいかがでしょうか。
全国のABC-MARTにてご利用頂けます。（一部店舗を除く）

※イメージです。



7

会 員 事 業 所 ご 紹 介

じょうしょう塾の特徴じょうしょう塾の特徴

じょうしょう塾は３つの要素で発達障がいの改善を目指しています！じょうしょう塾は３つの要素で発達障がいの改善を目指しています！

発達障がいの改善を目的としたプログラムにより，
お子様に秘められた能力を最大限にまで

引き出します。

ご家族の意識改革！ 能力開発
子どもの成長は親次第！親の意識，
能力の向上が，子どもの成長に大
きく関係してきます。

子ども一人一人に適した療育
その子の状態や目的に合った療育
をする事が大切です。
療育は基礎からきっちりと作って
いくのが大切になってきます。
じょうしょう塾では結果を残す療
育をしていきます。

応用行動分析による指導体制
問題行動の原因は本人ではありま
せん。それを取り巻く環境に原因
があります。
じょうしょう塾では，行動を分析
し環境を変えることで問題行動を
減らしていきます。

療育手法は，脳神経学，心理学，応用行動分析に基づいた RIKUI 式を取り入れ，環境の操作で，
自発的に正しい行動が出来るように，子ども達を良い方向へ導いていきます。

営 業 日 月曜日から土曜日住 　 所 ひたちなか市金上1097-3　TEL 029-352-3636

定 休 日 日曜日・祝日・年末年始 対 象 者 ０歳～18歳
定 員 数 10名 送　　迎 ご希望の方はお申し付けください。

営業時間 （平 　 日）午前9：30～午後5：30　（土曜日）午前9：00～午後4：30
（長期休み）午前9：00～午後4：30

営業時間・ご利用費用営業時間・ご利用費用

施設利用代金
厚生労働省の告示に基づく，

利用料の10％が利用者様のご負担となります。
※90％は受給者証を発行する自治体の負担となります。

※施設利用代金は所得により変わります。（一カ月）

● 非課税世帯＝自己負担金  0円
● 世帯所得税28万円未満，収入概ね890万円以下＝自己負担金  4,600円
● 世帯所得税28万円以上＝自己負担金  37,200円
※食費代，オムツ代，その他療育にかかる費用などは実費となります。

会員（本人）のみ利用対象 上限1,300円とし，領収書に記載
された金額を超えての給付はできません。

給 付 額年度内１回利用回数

①各自が医療機関等でインフルエンザ予防接種を受けてください。
②会員（本人）氏名のインフルエンザと明記した領収書を医療機関等より受け取ってください。
③接種日から3カ月以内に「健康診断等給付金請求書」に必要事項を記入のうえ，領収書（複写可）もしくは個人負担額の
　わかるものを添付してセンターにご持参ください。　※市町村によるインフルエンザ予防接種の公費助成と併用可

請求方法

インフルエンザ予防接種の給付インフルエンザ予防接種の給付インフルエンザ予防接種の給付

会員（本人）のみ利用対象 人間ドック・脳ドックなど個人負担が5,000円を
超えたときに，超えた金額を給付いたします。
ただし，限度額を5,000円までとします。

給 付 額年度内１回利用回数

①各自が医療機関にて健康診断等を受けてください。
※どこの医療機関で受診しても結構です。
②会員（本人）の領収書を医療機関等より受け取ってください。
③健康診断等を受けてから3カ月以内に「健康診断等給付金請求書」に必要事項を記入のうえ，
領収書（複写可）もしくは個人負担額のわかるものを添付してセンターにご持参ください。

請求方法

健康診断（人間ドック）の給付健康診断（人間ドック）の給付健康診断（人間ドック）の給付

給付事業のご案内 感染したときの重症化を防ぐために予防接種を受けましょう。感染したときの重症化を防ぐために予防接種を受けましょう。

※予防接種及び健康診断等の給付は個人負担が原則です。費用を事業所が負担した場合は対象になりません。
※上記の給付に関する申請は，予算に限りがございますので受診後速やかに領収書を添えて年度内手続きにご協力をお願いいたします。
※予算が無くなり次第，今年度の上記給付は終了になります。　※窓口受付は，毎月28日までとし，翌月15日以降のお支払いとなります。

改善のための三つの要素
～子ども達の 10 年後を考えて～
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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，給付事由の確認が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合せください。

結婚祝金
出産祝金
二十歳の祝金

受付締切日 11月27日

12月15日給　付　日

12月25日

1月13日

2
1
1

30
7
0

0
15
5

7
29
5 53

項目
共済給付状況
（8・9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合せください。

チケット等の引換えは12月1日（木）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。

入会
手続き

退会
手続き

登録内容の
変更手続き

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

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。

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。

事業結果報告
ハゼ釣り体験

実 施 日 9月17日（土）
17名参 加 者

◆会費口座振替のお知らせ◆ 次回会費徴収日（1月～3月分）　2023年1月25日（水）
※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。

●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！

1

111
No.No.

2022年 11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
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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，お申込み下さい。
11月下旬に，申込結果通知（抽選結果）を郵送いたします。
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ございます。

福島県アルツ磐梯スキー場日帰りバスツアー

●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全国旅行支援の対象外です。
●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11月15日（火）まで

商品あっせん販売
会員事業所ご紹介/給付事業案内
事業結果報告
センターからのお知らせ
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ツアー事業案内
クリスマス企画
チケット等あっせん販売
スキー場リフト券あっせん

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％

※11月 15日（火）時点で最少催行人員に満たない場合，12月 15日（木）まで募集期限の延長を行います。11月 16日（水）以降のお申込みは先着順にて参加者の
決定を致します。

　最少催行人員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郵送にてご連絡を致します。また12月15日（木）までに最少催行人員に達しない
場合は12月16日（金）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。

※11 月 16 日（水）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

※事業申込書で‶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。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。

CONTENTS

旅行企画・実施

出 発 日 2023年1月21日（土）
募集人数 30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　※申込者多数の場合は抽選になります

参 加 費

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

ワークプラザ勝田（5:30出発）－那珂 IC＝中郷PA〈休憩〉（6:30～6:45）＝阿武隈高原 SA〈休憩〉（7:40～7:55）＝猪苗代磐梯高原 IC＝
星野リゾートアルツ磐梯スキー場［終日・スキーをお楽しみください］（9:00～16:00）＝猪苗代磐梯高原 IC＝阿武隈高原SA〈休憩〉（17:05～
17:20）＝中郷PA〈休憩〉（18:15～18:30）＝那珂 IC＝ワークプラザ勝田（19:30頃帰着）
★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。

会員　　　　　　　　　　6,500円（税込）
登録家族（小学生以上）　6,800円（税込）
一般（小学生以上）　　  10,337円（税込）
・参加費にはリフト券代が含まれています。　・当ツアーに食事は付いておりません。
・スキー板・スノーボード等をお持ちの方は当日バスに積込みできます。
・リフト券以外のレンタルスキーウェアやスキー板等又はその他の費用は各自現地で手配及びご精算ください。

真冬でもバスで行くから行きも帰りも安全安心！思う存分楽しんで下さい！
会社の仲間やご家族ご友人とぜひご参加ください♪

会員募集中!! サービスセンター会員を募集しております！  詳しくはサービスセンター事務局までお問合せ下さい。
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