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No.No.

2023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…604所  ■現会員数…1,963名
　　　　令和5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

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。
３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，当事業以外では使用いたし
ません。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。

劇団四季『ライオンキング』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ませんので，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３月15日（水）まで

全福センター事業案内/
給付事業の案内
全福ネット入院保険案内
センターからのお知らせ

……………………… P6
…………… P7
…………… P8

……………………… P1
… P2
… P3

………… P3～5

ツアー事業案内
水戸SC共催/チケット等あっせん販売
東京ディズニーリゾートパスポート案内
チケット等あっせん販売

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％

※ライオンキング観劇日帰りバスツアーの参加者募集は 3月 21日（火）まで行います。
　その他の会報誌に掲載している事業のお申込み期限は3月15日（水）までになります。

※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５月６日（土）

募集人数 30名（最少催行人員20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

名鉄観光サービス（株） 水戸支店
　○ 水戸市泉町2-2-33 水戸泉町ビル（団体・法人営業：月曜日～金曜日　9:30～12:00・13:00～17:30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL 029-221-4528　FAX 029-221-4510
　○ 総合旅行業務取扱管理者：結城　武文　担当：近藤　禎聡 　　○ 観光庁長官登録旅行業第55号

ワークプラザ勝田（7:10配車 /7:30出発）－ひたちなか IC＝守谷SA〈休憩〉（8:45～9:00）＝首都高速＝向島 IC－お台場・オーシャン
クラブビュッフェ〈昼食〉（11:00～12:15）－有明四季劇場〈観劇（13:00開演）〉（12:30～16:00）－箱崎 IC＝守谷SA〈休憩〉（17:15～17:30）
＝ひたちなか IC－ワークプラザ勝田（18:45 頃帰着）　★道路状況により帰着時間の変動がございます。ご了承ください。

会員　　　　　　　　　　　　 14,500円（税込）
登録家族（中学生以上）　　　 15,000円（税込）
登録家族（小学生）　　　　　 10,000円（税込）
登録家族（3歳以上小学生未満） 9,000円（税込）
一般（中学生以上）　　　　　 22,285円（税込）
一般（小学生）　　　　　　　 14,935円（税込）
一般（3歳以上小学生未満）　  14,115円（税込）
・2023年５月６日（土）公演当日の年齢でお申し込みください。
・上記料金には往復交通費・観劇チケット代金・昼食代金・駐車代金・
　保険代金が含まれています。　・２歳未満はご参加できません。
・昼食はOCEAN CLUB BUFFET デックス東京ビーチの洋食ビュッフェになります。

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。

（昼食イメージ）

会員　　　　　　　　　　　　 14,500円（税込）
登録家族（中学生以上）　　　 15,000円（税込）
登録家族（小学生）　　　　　 10,000円（税込）
登録家族（3歳以上小学生未満） 9,000円（税込）
一般（中学生以上）　　　　　 22,285円（税込）
一般（小学生）　　　　　　　 14,935円（税込）
一般（3歳以上小学生未満）　  14,115円（税込）
・2023年５月６日（土）公演当日の年齢でお申し込みください。
・上記料金には往復交通費・観劇チケット代金・昼食代金・駐車代金・
　保険代金が含まれています。　・２歳以下はご参加できません。
・昼食はOCEAN CLUB BUFFET デックス東京ビーチの洋食ビュッフェになります。
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300枚（１会員４枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

※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

入場券　5,300円（税込）⇒会員価格　1,500円（税込）販売価格

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。

2023年度  スパリゾートハワイアンズ入場券2023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　800円（税込）
※大人・小人同額　※有料施設別料金

販売価格

1,450枚（１会員8枚まで）
※申込者多数の場合は抽選になります。

募 集 数

2023年４月１日～2024年3月31日有効期間

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。

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。

2023年５月14日（日）
※予備日５月21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１5回ソフトボール大会第１5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

2024年2月29日まで
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● インフルエンザ　上限 1,300円　
● 健康診断　　　　上限 5,000円（本人負担額が5,000円を超えた分）

2022年４月１日から2023年３月28日の間に受診されたもの（給付申請は会員のみ年度内１回）

助 成 額

ワークプラザ勝田（窓口）までご持参ください。提出場所

2023年３月28日（火）まで
※2023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5年度の取り扱い
　となりますのでご注意ください。慶弔共済給付金申請も同様となります。

今年度分給付申請締切日

● 健康診断等給付金請求書
  （サービスセンター窓口またはサービスセンターHPからプリントアウトできます。）
● 印鑑（スタンプ印不可）
● 領収書（会員本人の氏名が必ず記載されていること）

ご用意いただくもの

令和4年度のインフルエンザ予防接種と
健康診断給付申請が未だの方はお急ぎ下さい!
令和4年度のインフルエンザ予防接種と
健康診断給付申請が未だの方はお急ぎ下さい!
令和4年度のインフルエンザ予防接種と
健康診断給付申請が未だの方はお急ぎ下さい!

住所や登録家族※の変更，また職場の変更や退職があった場合は，
速やかに変更申込書や退会届をサービスセンター事務局に提出して下さい。
※登録家族とは，会員と同居している家族のこと
会員本人が疾病や事故により死亡した場合または会員の配偶者・子・親（義理含）が死亡した場合も
保険金の対象となりますので，共済給付金請求書及び関係書類のご提出をお願い致します。
（慶弔共済給付金は事由発生日後3年以内までご請求できます）

3

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。

公式HP

会員のみ（※登録家族利用可）配布対象

2024年3月31日有効期限

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になります。申込み方法

１会員４枚配布枚数

１枚につき1,000円補 助 額

2023 2

利用券を無料配布いたします！

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

ご利用にあたっての注意事項

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！
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！

①専用サイトへアクセス ②パスワード入力 ③購入枚数選択・購入

QRコードより専用サイト
にアクセスしてください。

■所 在 地　〒357-0001  埼玉県飯能市宮沢 327-6 メッツァ
■営業時間　ムーミンバレーパーク 　
　　　　　　　［平　日］10:00～17:00　
　　　　　　　［土日祝］10:00～18:00

■アクセス（車）
　・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

PayPay決済・クレジット
カードに対応しております。

●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。　
●来園前には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。
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桂ヶ丘カントリークラブ

ゴルフ倶楽部セブンレイクス

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

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

うぐいすの森ゴルフクラブ水戸

勝田ゴルフ倶楽部

浅見ゴルフ倶楽部

提携ゴルフ場のご案内 （順不同）

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

※状況により営業時間等変更になる場合がございます。

基
本
入
浴
料

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

回数券（１セット/１１枚綴り）

2００セット（１会員2セットまで）
※申込者多数の場合は抽選になります。　

募 集 数

25人 / 時間　※複数時間利用可能です。事前予約定員制

無期限　※ご利用の際は事前に予約が必要となります。 有効期限

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。

予約方法

配布対象

募 集 数

補 助 額

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）） 
※申込者多数の場合は抽選になります。
協定料金より1,000円引き

配布対象

募 集 数

補 助 額

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））
※申込者多数の場合は抽選になります。
基本入浴料より200円引き　

有効期限 2023年9月30日まで

有効期限 2023年9月30日まで
※WEBやインターネットからの予約では
　ご利用できません。

2023年9月30日まで
※WEBやインターネットからの予約では
　ご利用できません。

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（税込）⇒会員価格　1,200円（税込）

1,000枚（１会員４枚まで） ※申込者多数の場合は抽選になります。

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

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♪

トレーニング室
予約QR

映画鑑賞チケット（上期分）映画鑑賞チケット（上期分）

2023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。

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）
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純烈コンサート2023
なんてったってスーパー銭湯アイドル！

純烈コンサート2023
なんてったってスーパー銭湯アイドル！

2023年6月2日（金）
1回目　開演14:00（開場13:30）
2回目　開演18:00（開場17:30）

開 催 日

ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール会　　場

全席指定　一般　7,000円（税込）
⇒会員価格　4,000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。 ※未就学児入場不可。

募 集 数

2023年新メンバーでお届けする「スーパー銭湯アイドル」純烈
唯一無二のグループで今年も話題満載！
2023年新メンバーでお届けする「スーパー銭湯アイドル」純烈
唯一無二のグループで今年も話題満載！

関西芸術座　遥かなる甲子園関西芸術座　遥かなる甲子園
第２回　ひたちなかほっこりシアター第２回　ひたちなかほっこりシアター

2023年６月３日（土）　開演13:00（開場12:15）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）⇒会員価格　1,500円（税込）
中高生　1,000円（税込）⇒会員価格　　800円（税込）
小学生　　500円（税込）⇒会員価格　　300円（税込）

販売価格

20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　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。）

募 集 数

ろう学校の生徒たちが，野球がしたい一心で
硬式野球部を作って奮闘する実話を舞台化！
ろう学校の生徒たちが，野球がしたい一心で
硬式野球部を作って奮闘する実話を舞台化！

情熱のコンチェルト
チャイコフスキー＆ラフマニノフ
情熱のコンチェルト
チャイコフスキー＆ラフマニノフ

2023年６月10日（土）　開演14:00（開場13:00）開 催 日

ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール会　　場

全席指定　S席　一般　5,000円（税込）
⇒会員価格　4,000円（税込）

販売価格

20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

国内外で熱い喝采を集めているソリストを迎え一度は聴いてみたい
協奏曲が堪能できるクラシックファン待望のプレミアムコンサート
国内外で熱い喝采を集めているソリストを迎え一度は聴いてみたい
協奏曲が堪能できるクラシックファン待望のプレミアムコンサート

●金子三勇士（ピアノ）
●成田達輝（ヴァイオリン）

●浮ケ谷孝夫（指揮）
●東京21世紀管弦楽団

出 演
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● インフルエンザ　上限 1,300円　
● 健康診断　　　　上限 5,000円（本人負担額が5,000円を超えた分）

2022年４月１日から2023年３月28日の間に受診されたもの（給付申請は会員のみ年度内１回）

助 成 額

ワークプラザ勝田（窓口）までご持参ください。提出場所

2023年３月28日（火）まで
※2023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5年度の取り扱い
　となりますのでご注意ください。慶弔共済給付金申請も同様となります。

今年度分給付申請締切日

● 健康診断等給付金請求書
  （サービスセンター窓口またはサービスセンターHPからプリントアウトできます。）
● 印鑑（スタンプ印不可）
● 領収書（会員本人の氏名が必ず記載されていること）

ご用意いただくもの

令和4年度のインフルエンザ予防接種と
健康診断給付申請が未だの方はお急ぎ下さい!
令和4年度のインフルエンザ予防接種と
健康診断給付申請が未だの方はお急ぎ下さい!
令和4年度のインフルエンザ予防接種と
健康診断給付申請が未だの方はお急ぎ下さい!

住所や登録家族※の変更，また職場の変更や退職があった場合は，
速やかに変更申込書や退会届をサービスセンター事務局に提出して下さい。
※登録家族とは，会員と同居している家族のこと
会員本人が疾病や事故により死亡した場合または会員の配偶者・子・親（義理含）が死亡した場合も
保険金の対象となりますので，共済給付金請求書及び関係書類のご提出をお願い致します。
（慶弔共済給付金は事由発生日後3年以内までご請求できます）
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22-TC07405　2022年11月作成

（22 09）TMZENFAX-1　A4 DIC 28

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称：全福センター)会員の皆さまへ

【募集代理店】「全福ネット入院あんしん保険相談デスク」（株）全福サポートサービス
フリーダイヤル ： ０１２０－０５５－５１２  （土日祝日年末年始を除く 10：0０～１6：００）

お問い合わせ先

•このご案内は団体総合生活保険（医療補償・がん補償・介護補償）の概要について説明したものです。ご加入にあたって
は、必ず「お手続きサイト」掲載の[重要事項説明書]をよくお読みください。詳細についてご不明な点は下記募集代理
店または引受保険会社にお問い合わせください。この保険契約は全福センターを保険契約者とし、全福センターの会
員等を被保険者とする団体総合生活保険（医療補償基本特約、がん補償基本特約、介護補償基本特約）団体契約です。

サービスセンターを退会すると更新ができなくなりますのでご注意ください

引受保険会社 ：

ご自身・ご家族の安心をサポート！新商品投入で益々充実しました

全福ネット入院あんしん保険
〈団体契約ならではのメリット〉保険料が割安

2023年度版

団体保険契約期間2023年6月1日午後4時～2024年6月1日午後4時まで

約28％の割引(※)が適用されます。 ※団体割引20％損害率に
よる割引10％

いつでも
平日夜間、休日も
お手続きOK!

かんたん
お見積もりに必要な
情報を入力するだけ!

例 
H３タイプ

保険料

補償内容
病気・ケガで1日以上入院されたとき
病気・ケガにより手術を受けられたとき（手術の種類に応じてお支払い）
退院後通院されたとき
所定の先進医療を受けられたとき（実額払）

日額 3,000円
1.5、3、12万円
日額 2,000円

最高 200万円まで

〈医療補償〉加入年齢：満5歳～満89歳（2023年6月1日時点の満年齢）

〈介護補償〉
【年金払】NEW 加入対象年齢：満40歳～満79歳。更新の場合は満84歳以下（2023年6月1日時点の満年齢）

日額 5,000円タイプ、10,000円タイプもあります

月換算で 519 ！円約年間保険料 6,230“　　　　 ”円40歳の例

年金払介護補償保険金額

60歳（男性）の例
※公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた
場合。

例 
KN2タイプ

保険料

補償内容

年間保険料“2,700円”

WEB申し込みで簡単!
WEB募集システム

〈イーチョイス〉

e-CHOICE
お申込み・詳細についてはこちらから！

例 
GN1タイプ

保険料

補償内容
（一部抜粋）

がんと診断確定されたとき
がんにより入院されたとき
がんにより手術されたとき（手術の種類に応じてお支払い）

一時金 50万円
日額 5,000円
5、10、20万円

〈がん補償〉加入年齢：満5歳～満89歳新規加入時の待機期間なし！
（2023年6月1日時点の満年齢）

一時金100万円タイプ、抗がん剤治療補償特約付きタイプもあります

月換算で 425 ！円約年間保険料“5,100円”40歳の例

がん補償の引受範囲が拡大となります
告知内容が簡素化されました

介護補償保険金額

【一時払】加入対象年齢：満5歳～満84歳（2023年6月1日時点の満年齢）

60歳の例

一時金 200万円タイプ、300万円タイプもあります

100万円、30万円のタイプもあります

※公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた
場合、または東京海上日動所定の要介護状態（要介護3
用）と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合

例 
DG1タイプ

保険料

補償内容

年間保険料“1,650円”
介護保険制度対象外の
39歳以下でも対象

介護補償に新商品を投入しました！
「認知症アシスト付年金払い介護補償」
•要介護状態が継続する限り最大10年に
わたって毎年定額の保険金をお支払いします。
•要介護3以上の認定を受けたとき以降の
保険料は不要です。 保険金額 ： 年額50万円（100万円、30万円のタイプもあります）

てん補期間 ： 10年（途中で亡くなられた場合、保険金のお支払いは終了します。）

以降の保険料負担は不要 途中で亡くなられた場合、
その時点で保険金支払いは終了

年額50万円

要介護3以上
と認定（78歳）

1年後
（79歳）

2年後
（80歳）

9年後
（87歳）

年額50万円 年額50万円 年額50万円

年金50万円※

一時金100万円※

2023年3月1日より全福センター
ホームページ内からアクセスできます！！ 

全福ネット入院あんしん保険
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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 3月28日

4月14日給　付　日

4月28日

5月12日

2
1
1

32
18
0

258
16
0

3
37
13

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
54
1

障害見舞金
健康診断等受検助成金
勝田全国マラソン参加費補助

項目 件数 項目 件数

◆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4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。

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
サンタさんのプレゼント

宅配サービス
実 施 日 12月24日（土）

4件参 加 者

◆会費口座振替のお知らせ◆ 会費徴収区分　4月～6月分 ⇒ 口座振替日　2023年4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。

●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！


