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2023年 1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…612所  ■現会員数…1,974名
　　　　令和4年11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。
１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あります。

栃木県陶芸手びねり体験といちご狩り日帰りバスツアー

※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。

申込方法：

申込結果：
個人情報の：
取り扱い

申込期限：2023 年１月15日（日）まで

ひたちなかSC生命共済案内
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
公社主催事業案内/補助事業案内
チケット等あっせん販売
SC推進員募集案内

※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。

CONTENTS

旅行企画・実施

出 発 日 2023年3月18日（土）
募集人数 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
※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（8:30 出発）－ひたちなか IC＝〈途中休憩あり〉＝桜川筑西 IC－益子焼窯元共販センター陶芸体験・散策（10:00～
11:30）－宇都宮餃子館インター店〈昼食〉（12:30～13:20）－真岡 IC＝都賀 IC－岩下の新生姜ミュージアム（14:30～15:10）－
スローライフリゾートいちごの里（いちご狩り 30 分食べ放題）－都賀 IC＝ひたちなか IC－ワークプラザ勝田（18:30 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　　　　　　　　　　　8,000円（税込）
登録家族（小学生以上）　  8,500円（税込）
登録家族（3歳以上小学生未満）7,500円（税込）
・上記料金には陶芸体験の送料は含まれておりません。送料が別途約1,400円かかります
　（大きさによっては送料が上がる場合がございます）ので，各自現地でご精算ください。
・陶芸作品のお渡しは4月～5月頃（配送）になる予定です。　
・上記料金には陶芸体験代・昼食代・いちご狩り代が含まれています。
・いちご狩りは，いちご30分食べ放題になります。
　畑で摘みとったいちごは持ち帰ることはできません。直売所にてお買い求め下さい。
・昼食は宇都宮餃子館インター店の餃子8種食べくらべ御膳となります。（参加者すべて同じメニューになります）

この日は芸術家気分で♪
コーヒーカップやお皿など世界に一つだけのモノを作ってみよう！

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。

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　2023年 元旦

謹 賀 新 年 本年もよろしくお願い申し上げます!

一般（小学生以上）　　12,564円（税込）
一般（3歳以上小学生未満）11,684円（税込）

※１月15日（日）時点で最少催行人数に満たない場合，２月15日（水）まで募集期限の延長を行います。１月16日（月）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郵送にて開催決定のご連絡を致します。また２月15日（水）までに最少催行人数に
達しない場合は２月16日（木）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。

（イメージ）
（イメージ）

（イメージ）
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チケット
郵送サービス（有料）

について

◆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 1月28日

2月15日給　付　日

2月25日

3月15日
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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◆

※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2月1日（水）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

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。

葵バスで行く福島県二本松
菊人形見学バスツアー

劇団四季『アナと雪の女王』
観劇バスツアー

実 施 日 10/22（土）
28名参 加 者

実 施 日 11/6（日）
32名参 加 者

マスクde 婚活パーティー
実 施 日 11/13（日）

２６名
５組成立！

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。

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！

事業結果報告

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

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！

サービスセンターの
年末年始休業は

12月29日（木）～１月３日（火）
までとなります。
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株に興味がある方，これから資産運用を考えている方など，
ぜひご参加ください！
株に興味がある方，これから資産運用を考えている方など，
ぜひご参加ください！

初心者向け株式投資入門講座初心者向け株式投資入門講座

開 催 日 2023年２月17日（金）

場　　所 ワークプラザ勝田　大会議室（ひたちなか市東石川1279）

対　　象 会員及び登録家族

募集人員 50名　※申込者多数の場合は抽選になります。

参 加 料 無料

※勝田全国マラソン補助申請書はサービスセンターHPからプリントアウトして頂くか，サービスセンター窓口にございます。
※インターネットで申込みされた方は会員（本人）の氏名が記載された領収証（複写可）など，支払い確認ができるものをご用意してください。
※グループ（団体）等による申込みで，会員（本人）の参加が判別できない場合は補助できません。
※令和 4年度開催の勝田全国マラソンが補助対象となります。

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主　催

株の仕組みや始め方など講座内容

岡三証券株式会社　　大場　敬史 氏
［資格］ 一種証券外務員資格・内部管理責任者資格

講　　師

「勝田全国マラソン」に参加する方の参加費を一部補助します。「勝田全国マラソン」に参加する方の参加費を一部補助します。

勝田全国マラソン参加費補助勝田全国マラソン参加費補助

補 助 額 1,000円 対 象 者 会員（本人）のみ

受付期間 2023年1月4日～2023年2月28日まで
サービスセンター窓口へ以下のものを持参し、お越しください。

●勝田全国マラソン補助申請書
●印鑑（スタンプ印不可）
●領収証（会員ご本人の氏名が記載されているもの）

ご用意いただくもの

※参加者が15名に満たない場合は，開催中止になります。
※当日は検温を実施いたします。また，マスク着用でのご参加をお願い致します。　　※当日体調不良の方は，ご参加できません。
※当講座は株式投資に関する知識の向上を目的としたものであり，株式投資を推奨するものではございません。
※株式投資は参加者ご自身の意思決定において行うものであり，株式投資による損害について主催者及び講師は原因の如何を問わず
　一切の責任を負いません。予めご了承ください。

［受付］18:00
［講座］18:30～19:45
［質疑応答］19:45～20:00

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

取消料率 20％ 30％

前　日

40％

当　日

50％ 100％

●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。
●P1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。
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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，家族または友人とお気軽にご参加ください。職場の仲間，家族または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

開 催 日 2023年2月22日（水）
19:00～21:00　［受付］18:30～

会　　場 勝田ミナミボウル

対　　象 会員・登録家族・一般

募集人員 20チーム（60名）
※申込者多数の場合は抽選になります。

参 加 費 会員　　　1,000 円（税込）
登録家族　1,500 円（税込）
一般　　　2,000 円（税込） （ゲーム代・シューズ・軽食・飲物・参加賞含む）

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ご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ご友人とご一緒にお楽しみください。

水戸京成ホテル「スイーツ食べ放題」チケット水戸京成ホテル「スイーツ食べ放題」チケット

会　　場 水戸京成ホテル「レストラン＆me」
TEL 029-226-3111

販売価格 通常価格
大人（中学生以上）　1,950 円（税込）⇒会員価格　1,200 円（税込）
小人（小学生）　　　　800円（税込）⇒会員価格　　500円（税込）
※未就学児無料

募 集 数 200枚（１会員2枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。

利用期間 2023年２月１日～2023年３月31日まで

利用時間 15:00～17:30　120分食べ放題
※土日や祝日は混雑する場合がございますので，
　ご予約をおすすめ致します。

形　　式 事業所対抗となりますが，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。

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・
　　　　伸びしろ賞〕

チ ケ ット あ っ せ ん

60歳以上
10 ピン
20 ピン

  5 ピン
10 ピン 10 ピン

  5 ピン
10 ピン

10 ピン
10 ピン

男 性
女 性

50歳以上 高校生～50歳未満 中学生 小学生

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。
　基本的に参加者以外の投球は禁止です。

（イメージ）
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雇用形態 業務委託

業務時間 月16日（1日5時間）程度
契約期間 2023年４月１日～2024年３月31日まで　※3ヶ月の試用期間あり

基本月額 85,120円（うち取引に係る消費税及び地方消費税を含む）
※歩合給あり（入会者1人に対し3,300円の支給あり）

休　　日 ワークプラザ勝田休館日及び土日祝

採用人数 １名

勤 務 地 ひたちなか市内

必須要件 ・普通自動車運転免許　・自家用自動車

募 集 期 間 2023年１月10日～2023年２月28日まで
お申込み方法
お問合せ先

履歴書を持参の上，サービスセンター窓口にお申し込みください

選考方法 面接
仕事内容 ・サービスセンター会員加入の勧誘

・入会金 / 会費の徴収
・各種申請の受理

・各種チケット及び給付金等の配達
・会報等の配布

サービスセンター推進員募集！サービスセンター推進員募集！

ケロポンズ  ファミリーコンサートケロポンズ  ファミリーコンサート
2023年3月11日（土）開 催 日

常陸大宮市文化センター　ロゼホール　大ホール会　　場

１回目　開演11：00 （開場10：30）
2回目　開演14：00 （開場13：30）

時　　間

全席指定
一　　般　2,000円（税込）⇒会員価格　1,000円（税込）
小学生以下　500円（税込）⇒会員価格　300円（税込）

販売価格

各10枚（１会員2枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。
※座席は選べません。　※3歳未満膝上鑑賞可。

募 集 数

三山ひろし  コンサート2023三山ひろし  コンサート2023
2023年2月26日（日）開 催 日

常陸大宮市文化センター　ロゼホール　大ホール会　　場

開演14：00 （開場13：30）時　　間

全席指定  S席  
一般　6,000円（税込）⇒会員価格　5,000円（税込）

販売価格

10枚（１会員2枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。
※座席は選べません。
※未就学児入場不可。

募 集 数

歌う
門には

歌う
門には

夢来
たる！

夢来
たる！

募集対象 心身が健康で，かつ，サービスセンター推進員としての意欲と情熱を持って活動できる方
勤労者福祉サービスセンター事務局　℡ 271-0520

お知り合いの方を
ご紹介ください！
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横須賀養鶏場  ひたちの里  おれんじ玉子引換券販売横須賀養鶏場  ひたちの里  おれんじ玉子引換券販売

全国共通お食事券ジェフグルメカード全国共通お食事券ジェフグルメカード

ひたちの里　おれんじ玉子MSサイズ：1箱（約35個入り）
※MSサイズはMサイズよりも若干小さいサイズになります。

品　　名

通常価格　1,000円（税込）⇒会員価格　500円（税込）販売価格
200枚　１会員１枚まで
※引換券1枚でMSサイズ：1箱/約35個入りと引換えできます。
※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

商品の受け取り時にご確認ください。消費期限

横須賀養鶏場（ひたちなか市部田野1581-3）
TEL 029-262-2289　
［営業時間］10:30～17:00  ［定休日］なし  ［駐車場］30台
※ご用意できる数は日々限りがございますので
　事前に店舗へ受取日の連絡をしてください。
※必ず引換え期間内の引換えをお願い致します。
※商品のお受取りは店舗営業時間内にお願い致します。
※指定の商品以外との引換はできません。

受取り店舗

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。
事前に店舗へ受取日の連絡を行い，直接店舗で引換券とたまごを交換してください。

引換え方法

2023年2月1日～2023年2月28日まで商品引換期間

一般価格　2,000円⇒会員価格　1,500円販売価格

300セット（１セット500円券4枚）
※1会員１セットまで
※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

ひたちなか温泉  喜楽里別邸  入館券ひたちなか温泉  喜楽里別邸  入館券
ひたちなか市大字市毛640番地2
TEL 029-229-2641

住　　所

通常　大人　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。）

入 館 料

800 枚（１会員２枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

８:00～23:00（最終受付22:00）営業時間
大人（中学生以上）　平日・休日利用可対　　象
2024年2月29日まで　　　
※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戻はできませんので予めご了承ください。

有効期限

横須賀養鶏場ではポリスブラウンという品種を飼育しております。
ポリスブラウンは黄身の固さや白身の盛り上がりの高さが特徴的で
見た目良く味も良いため赤玉鶏の王者とも言われております。
直売所の横にある鶏舎で太陽の光を浴びて自然の力ですくすく育った鶏が産んだ卵を
数時間後には選定を受け直売所にお出ししており新鮮で味わい深いのが特徴です。

横須賀養鶏場ではポリスブラウンという品種を飼育しております。
ポリスブラウンは黄身の固さや白身の盛り上がりの高さが特徴的で
見た目良く味も良いため赤玉鶏の王者とも言われております。
直売所の横にある鶏舎で太陽の光を浴びて自然の力ですくすく育った鶏が産んだ卵を
数時間後には選定を受け直売所にお出ししており新鮮で味わい深いのが特徴です。

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。
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。

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致します。その他の目的以外では使用致しません。個人情報のお取り扱いについて

横須賀
養鶏場

ひたちなか市営
たかのす霊園

ひたちなか
　IC 入口

63 部田野交差点

245
E50

108

至 大洗

使えるお店は下記URLでご確認ください。
https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.php

有効期限なし

（イメージ）
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横須賀養鶏場  ひたちの里  おれんじ玉子引換券販売横須賀養鶏場  ひたちの里  おれんじ玉子引換券販売

全国共通お食事券ジェフグルメカード全国共通お食事券ジェフグルメカード

ひたちの里　おれんじ玉子MSサイズ：1箱（約35個入り）
※MSサイズはMサイズよりも若干小さいサイズになります。

品　　名

通常価格　1,000円（税込）⇒会員価格　500円（税込）販売価格
200枚　１会員１枚まで
※引換券1枚でMSサイズ：1箱/約35個入りと引換えできます。
※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

商品の受け取り時にご確認ください。消費期限

横須賀養鶏場（ひたちなか市部田野1581-3）
TEL 029-262-2289　
［営業時間］10:30～17:00  ［定休日］なし  ［駐車場］30台
※ご用意できる数は日々限りがございますので
　事前に店舗へ受取日の連絡をしてください。
※必ず引換え期間内の引換えをお願い致します。
※商品のお受取りは店舗営業時間内にお願い致します。
※指定の商品以外との引換はできません。

受取り店舗

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。
事前に店舗へ受取日の連絡を行い，直接店舗で引換券とたまごを交換してください。

引換え方法

2023年2月1日～2023年2月28日まで商品引換期間

一般価格　2,000円⇒会員価格　1,500円販売価格

300セット（１セット500円券4枚）
※1会員１セットまで
※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

ひたちなか温泉  喜楽里別邸  入館券ひたちなか温泉  喜楽里別邸  入館券
ひたちなか市大字市毛640番地2
TEL 029-229-2641

住　　所

通常　大人　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。）

入 館 料

800 枚（１会員２枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

８:00～23:00（最終受付22:00）営業時間
大人（中学生以上）　平日・休日利用可対　　象
2024年2月29日まで　　　
※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戻はできませんので予めご了承ください。

有効期限

横須賀養鶏場ではポリスブラウンという品種を飼育しております。
ポリスブラウンは黄身の固さや白身の盛り上がりの高さが特徴的で
見た目良く味も良いため赤玉鶏の王者とも言われております。
直売所の横にある鶏舎で太陽の光を浴びて自然の力ですくすく育った鶏が産んだ卵を
数時間後には選定を受け直売所にお出ししており新鮮で味わい深いのが特徴です。

横須賀養鶏場ではポリスブラウンという品種を飼育しております。
ポリスブラウンは黄身の固さや白身の盛り上がりの高さが特徴的で
見た目良く味も良いため赤玉鶏の王者とも言われております。
直売所の横にある鶏舎で太陽の光を浴びて自然の力ですくすく育った鶏が産んだ卵を
数時間後には選定を受け直売所にお出ししており新鮮で味わい深いのが特徴です。

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。
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。

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致します。その他の目的以外では使用致しません。個人情報のお取り扱いについて

横須賀
養鶏場

ひたちなか市営
たかのす霊園

ひたちなか
　IC 入口

63 部田野交差点

245
E50

108

至 大洗

使えるお店は下記URLでご確認ください。
https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.php

有効期限なし

（イメージ）
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開　催　日対戦カード 開催時間

２０２３年３月１９日（日）

２０２3年３月18日（土）
広島ドラゴンフライズ

15:05 TIP-OFF

15:05 TIP-OFF

HP：https://www.ibarakirobots.win/

きかんしゃトーマス  ファミリーミュージカル　
ソドー島のたからもの

きかんしゃトーマス  ファミリーミュージカル　
ソドー島のたからもの

2023年1月29日（日）開 催 日

ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール会　　場

① 開演12:30（開場12:00）
② 開演15:00（開場14:30）

時　　間

全席指定　一般　3,300円（税込）⇒会員価格　2,300円（税込）販売価格

各10枚（１会員2枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。
※座席は選べません。
※2歳以上有料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料。
　膝上鑑賞は1名のみ無料。

募 集 数

高嶋ちさ子  12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー  2022～2023
高嶋ちさ子  12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー  2022～2023

2023年2月20日（月）開 催 日

ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール会　　場

開演18:00（開場17:15）時　　間

全席指定　一般　6,800円（税込）⇒会員価格　5,800円（税込）販売価格

10枚（１会員2枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。
※座席は選べません。 ※未就学児入場不可。 
※チケット引換えは入荷後の対応となります。

募 集 数

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（座席はお選びいただけません）席　　種

各日20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。

募 集 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。

©IRSE
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雇用形態 業務委託

業務時間 月16日（1日5時間）程度
契約期間 2023年４月１日～2024年３月31日まで　※3ヶ月の試用期間あり

基本月額 85,120円（うち取引に係る消費税及び地方消費税を含む）
※歩合給あり（入会者1人に対し3,300円の支給あり）

休　　日 ワークプラザ勝田休館日及び土日祝

採用人数 １名

勤 務 地 ひたちなか市内

必須要件 ・普通自動車運転免許　・自家用自動車

募 集 期 間 2023年１月10日～2023年２月28日まで
お申込み方法
お問合せ先

履歴書を持参の上，サービスセンター窓口にお申し込みください

選考方法 面接
仕事内容 ・サービスセンター会員加入の勧誘

・入会金 / 会費の徴収
・各種申請の受理

・各種チケット及び給付金等の配達
・会報等の配布

サービスセンター推進員募集！サービスセンター推進員募集！

ケロポンズ  ファミリーコンサートケロポンズ  ファミリーコンサート
2023年3月11日（土）開 催 日

常陸大宮市文化センター　ロゼホール　大ホール会　　場

１回目　開演11：00 （開場10：30）
2回目　開演14：00 （開場13：30）

時　　間

全席指定
一　　般　2,000円（税込）⇒会員価格　1,000円（税込）
小学生以下　500円（税込）⇒会員価格　300円（税込）

販売価格

各10枚（１会員2枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。
※座席は選べません。　※3歳未満膝上鑑賞可。

募 集 数

三山ひろし  コンサート2023三山ひろし  コンサート2023
2023年2月26日（日）開 催 日

常陸大宮市文化センター　ロゼホール　大ホール会　　場

開演14：00 （開場13：30）時　　間

全席指定  S席  
一般　6,000円（税込）⇒会員価格　5,000円（税込）

販売価格

10枚（１会員2枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。
※座席は選べません。
※未就学児入場不可。

募 集 数

歌う
門には

歌う
門には

夢来
たる！

夢来
たる！

募集対象 心身が健康で，かつ，サービスセンター推進員としての意欲と情熱を持って活動できる方
勤労者福祉サービスセンター事務局　℡ 271-0520

お知り合いの方を
ご紹介ください！
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株に興味がある方，これから資産運用を考えている方など，
ぜひご参加ください！
株に興味がある方，これから資産運用を考えている方など，
ぜひご参加ください！

初心者向け株式投資入門講座初心者向け株式投資入門講座

開 催 日 2023年２月17日（金）

場　　所 ワークプラザ勝田　大会議室（ひたちなか市東石川1279）

対　　象 会員及び登録家族

募集人員 50名　※申込者多数の場合は抽選になります。

参 加 料 無料

※勝田全国マラソン補助申請書はサービスセンターHPからプリントアウトして頂くか，サービスセンター窓口にございます。
※インターネットで申込みされた方は会員（本人）の氏名が記載された領収証（複写可）など，支払い確認ができるものをご用意してください。
※グループ（団体）等による申込みで，会員（本人）の参加が判別できない場合は補助できません。
※令和 4年度開催の勝田全国マラソンが補助対象となります。

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主　催

株の仕組みや始め方など講座内容

岡三証券株式会社　　大場　敬史 氏
［資格］ 一種証券外務員資格・内部管理責任者資格

講　　師

「勝田全国マラソン」に参加する方の参加費を一部補助します。「勝田全国マラソン」に参加する方の参加費を一部補助します。

勝田全国マラソン参加費補助勝田全国マラソン参加費補助

補 助 額 1,000円 対 象 者 会員（本人）のみ

受付期間 2023年1月4日～2023年2月28日まで
サービスセンター窓口へ以下のものを持参し、お越しください。

●勝田全国マラソン補助申請書
●印鑑（スタンプ印不可）
●領収証（会員ご本人の氏名が記載されているもの）

ご用意いただくもの

※参加者が15名に満たない場合は，開催中止になります。
※当日は検温を実施いたします。また，マスク着用でのご参加をお願い致します。　　※当日体調不良の方は，ご参加できません。
※当講座は株式投資に関する知識の向上を目的としたものであり，株式投資を推奨するものではございません。
※株式投資は参加者ご自身の意思決定において行うものであり，株式投資による損害について主催者及び講師は原因の如何を問わず
　一切の責任を負いません。予めご了承ください。

［受付］18:00
［講座］18:30～19:45
［質疑応答］19:45～20:00

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

取消料率 20％ 30％

前　日

40％

当　日

50％ 100％

●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。
●P1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。
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チケット
郵送サービス（有料）

について

◆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 1月28日

2月15日給　付　日

2月25日

3月15日

2
5
0

25
8
0

37
5
2

5
21
7 32

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◆

※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2月1日（水）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

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。

葵バスで行く福島県二本松
菊人形見学バスツアー

劇団四季『アナと雪の女王』
観劇バスツアー

実 施 日 10/22（土）
28名参 加 者

実 施 日 11/6（日）
32名参 加 者

マスクde 婚活パーティー
実 施 日 11/13（日）

２６名
５組成立！

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。

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！

事業結果報告

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

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！

サービスセンターの
年末年始休業は

12月29日（木）～１月３日（火）
までとなります。


