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ひたちなか市
サービスセンターニュース

（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
　　　　　　　　　勤労者総合福祉センター
〒312-0052 ひたちなか市東石川 1279 番地
TEL：029-271-0520／ FAX：029-271-0585

    平成 28 年（2016）

■事業所… 766 所　■現会員数… 2,136 名
平成 28 年 4 月 1 日現在

72
《5月発行》【編集・発行】

６月12日（日）

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

行　　程

参 加 費 会員・登録家族　  　　　　  12,200円
一般・大人・小人(６歳以上)　15,700円
※５歳以下は入場不可

明治座 コロッケ特別公演ツアー

ワークプラザ勝田 ( 出発 7:50)＝ひたちなか IC＝守谷ＳＡ（休憩 9:15 ～ 9:30）＝（首都高）
＝明治座 10:40（観劇 11 時開演―15 時終演／昼食）15:15＝浅草寺・仲見世（自由散策 15:50 ～ 17:00）
＝（首都高）＝守谷ＳＡ（休憩 17:45 ～ 18:00）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田 ( 解散 19:20 頃 ) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◇取扱い： 日立電鉄交通サービス（株）
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※５歳以下のお子様のツアー参加はご遠慮ください。
（上記料金には入場料・昼食代・交通費等含む）



写真はイメージです

写真はイメージです

戦場ヶ原ハイキングツアー
（現地ガイド・入浴・ランチ付）
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７月３日（日）開 催 日

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

参 加 費 会員・登録家族（小学生以上）　4,500円　
一般・大人・小人(小学生以上) 　8,000円
※ハイキング所要時間は３時間を見込んでおり
　ます。
　体力に自信のない方、小学生未満のお子様は
　ご遠慮ください。
（上記料金には昼食代・入浴料・交通費等含む）　

行　　程 ワークプラザ勝田（出発 6:00）＝ひたちなか IC＝（北関東道）＝ 都賀西方ＰＡ（休憩 7:30 ～ 7:45） 
＝清滝 IC＝湯滝駐車場（9:20 頃）・・・泉門池・・・（戦場ヶ原ハイキング）・・・光徳入口
＝日光アストリアホテル（入浴・昼食 12:20 ～ 14:50）・・・磐梯日光店（ショッピング 15:50 ～ 16:20）
＝日光 IC＝笠間ＰＡ（休憩 17:50 ～ 18:05）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田（解散 18:50）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◇取扱い：日立電鉄交通サービス（株）

桃狩り＆喜多方蔵の町
自由散策ツアー

７月31日（日）開 催 日

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

参 加 費 会員・登録家族（高校生以上）　3,000円
登録家族（中学生以下）　　　　2,500円　
一般・大人(高校生以上) 　　　　6,500円
一般・小人(中学生以下) 　　　　6,000円
（上記料金には入場料・交通費等含む）　

行　　程 ワークプラザ勝田（出発 7:00）＝日立南太田 IC
＝中郷 SA（休憩 8:00 ～ 8:15) 
＝磐梯 SA（休憩 9:50 ～ 10:05）＝新鶴スマート IC
＝フルーツランド北会津（桃狩り 10:40 ～ 11:40）
＝喜多方市内／蔵の街並み等（自由昼食・散策 12:10 ～14:10）
＝諸橋近代美術館（15:00 ～ 16:00）＝猪苗代磐梯高原 IC
＝阿武隈高原 SA（休憩 17:05 ～ 17:20）
＝日立中央（休憩 18:20 ～ 18:35）＝日立南太田 IC
＝ワークプラザ勝田（解散 19:15）
　　　　　　　　　　　　　◇取扱い：茨城交通株式会社
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劇団四季ミュージカル
ウェストサイド物語

鼓童
ワン•アース•ツアー 2016

螺旋
9月22日（木・祝）
開演18:30 （開場18:00）
ひたちなか市文化会館　大ホール
全席指定　50枚　5,000円 ⇒ 会員価格 3,000円（１会員４枚まで）
※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申込み）

撮影：下坂敦俊

７月30日（土）
開演18:00 （開場17:30）
ひたちなか市文化会館　大ホール
Ｓ席50枚　8,000円 ⇒ 会員価格 5,500円　
Ａ席30枚　6,000円 ⇒ 会員価格 3,500円
Ｂ席20枚　4,000円 ⇒ 会員価格 1,500円
（１会員４枚まで）
※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申込み）

蛇の目 遊々亭のご案内
当施設内で営業しております。
どなたでもお気軽にお食事できますので、是非ご利用ください。

営業時間
　１１：００～１４：００
　１７：００～２１：００（ラストオーダー２０：３０）
定 休 日
　毎週月曜日（月曜日が祝祭日の場合翌日）

各種定食・日替わりランチ・仕出し弁当（要予約）
TEL 029-275-2233（直通）

★ランチのみ会員証提示で
　お食事代５％ＯＦＦになります

これからの時期
暑気払い（宴会）・ビアガーデンなど

ご予約お待ちいたして
おります。
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なでしこリーグ
案内

プロ野球
イースタンリーグ公式戦チケット

6月26日（日）
試合開始13:00 
ひたちなか市民球場
全席自由席
　大　　人　　1,000円 ⇒ 会員価格 700円
　小中学生　　   800円 ⇒ 会員価格 500円
各100枚（１会員４枚まで）
※未就学児は無料です。

※開催日間近につき，
　チケット購入は直接
　総合運動公園でお求めください。

鹿島アントラーズホームゲーム
6・7月  観戦チケット

カテゴリー２
ホームサポーターズシート

新日鐡住金
ゲート

1 ゲート

6 ゲート 5 ゲート◎ カテゴリー２
　 前売価格　4,200円⇒会員価格　2,500円（大人・小人同額）
◎ サポーターズシート（大人）
 　前売価格　2,300円⇒会員価格　1,500円
◎ サポーターズシート（小中学生）
　 前売価格　1,400円⇒会員価格　　500円
　 1 会員  計 4 枚まで
　 ※未就学児無料
     （座席なし）

対戦カード 開催日
6月25日（土）
7月  2日（土）
7月13日（水）
7月23日（土）

キックオフ
未　定
未　定
未　定
未　定

アビスパ福岡
ガンバ大阪

名古屋グランパス
浦和レッズ

取扱いチケット

※キックオフ時間については，5/12にＪリーグオフィシャルサイトにて告知されますのでご確認ください。
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高速バス回数乗車券販売

平日マル得回数券
（2枚綴り）

「東海～勝田⇔上野・東京駅」間「東海～勝田⇔上野・東京駅」間

茨城交通㈱勝田営業所　TEL 029-272-7311（8:30～18:00）お問合せ

車内座席：先着順（座席定員制）

都内出張やご旅行などにご利用下さい！

窓口で常時販売中

定価3,800円⇒会員価格  3,000円
100セット（１会員２セットまで）
有効期間　平成29年3月31日まで

ツインチケット・回数乗車券
（2枚綴り）

「常陸太田～那珂 IC⇔上野・東京・新宿駅 間「常陸太田～那珂 IC⇔上野・東京・新宿駅 間
車内座席：予約制（座席指定制）

定価4,200円⇒会員価格  3,500円
30セット（１会員２セットまで）
有効期間　平成29年3月31日まで

福島県
スパリゾートハワイアンズ
入場券　　3,240円
⇒会員価格　700円
800枚（１会員 8枚まで）
有効期限　平成28年9月30日
※大人・小人同額
※有料施設別料金

上期分

スパリゾートハワイアンズ
入場券

吉  幾三コンサート
2016

9月30日（金）
昼の部：
開演14:30 (開場14:00)
夜の部：
開演18:00（開場17:30）
茨城県立県民文化センター
大ホール
SS席　7,000円
⇒会員価格  5,500円
各10枚（1会員 2枚まで）
※未就学児入場不可

9月30日（金）
昼の部：
開演14:30 (開場14:00)
夜の部：
開演18:00（開場17:30）
茨城県立県民文化センター
大ホール
SS席　7,000円
⇒会員価格  5,500円
各10枚（1会員 2枚まで）
※未就学児入場不可

51
（公財）ひたちなか市
　　　　生活・文化・スポーツ公社

6 3
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平成28年度  市営プール臨時雇用職員募集要項
（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社  情報コーナー

平成２8年度  勤労者総合福祉センター共済事業予定
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4～6月
・三春の滝桜と花見山お花見＆ランチバイキング
・「ディズニー・イースター」バスツアー
・明治座　コロッケ特別公演

・戦場ヶ原ハイキングとランチ＆入浴
・桃狩り＆喜多方自由散策
・梨狩り＆大相撲９月場所観戦ツアー

7～9月

・紅葉狩りバスツアー
・歌舞伎座観劇ツアー
・ランチビュッフェ＆よみうりランドイルミネーション見学

10～12月

・新春初詣＆横浜中華街自由散策
・ウインタースポーツを満喫　スノーシュートレッキング
・劇団四季公演観劇＆ランチビュッフェ

1～3月

5月
5月
9月
11月
11月
1２月
2月
2月

・理事長杯ソフトボール大会※水戸市ＳＣと合同事業
・理事長杯ゴルフ大会
・ハゼ釣り大会※水戸市ＳＣと合同事業
・ボジョレーヌーボを楽しむワイン列車
・婚活パーティー
・ＪＡＺＺ＆クリスマスパーティー
・理事長杯ボウリング大会
・ライフアップセミナー

チ
ケ
ッ
ト

補
助
等

年間
・ディズニー・コーポレートプログラム利用券
・芸能コンサートチケット（市内外）
・スポーツ観戦チケット（市内外）

年1回

・東武動物公園ハッピーフリーパス
・なか健康センター・北投の湯入館券
・笠松運動公園施設利用プリペードカード
・高速バス乗車券
・土浦全国花火大会桟敷席
・スキー場前売リフト券

年間
・宿泊補助
・サークル活動補助
・健康診断等給付

上期・下期

・総合体育館トレーニング室利用回数券
・ホテルニュー白亜紀　入浴補助券
・ゴルフ場　利用補助券
・ＴＯＨＯシネマズ　映画割引入場券
・スパリゾートハワイアンズ入場券
・アクアワールド大洗水族館入場券

11月～3月 ・インフルエンザ予防接種給付

12月～3月 ・勝田全国マラソン参加料補助

管理人
水質管理（ろ過装置運転含む）

及び監視員の管理等業務 プール利用者の受付及び監視等業務

20歳以上（学生不可）

７月１日～８月３１日
（勤務はローテーションによる）

6月30日～9月１日
（開設準備、閉設片付け含む）

午前８時３０分～午後５時１５分

市営プール４施設（石川町，馬渡，枝川，佐野）のいずれか

ひたちなか市総合運動公園  総合体育館　 TEL.029-273-9370
（ホームページ）http://business4.plala.or.jp/h-lcs/　

総合体育館・松戸体育館・那珂湊体育館
５月8日（日）までに受付場所へ履歴書（写真添付）持参　※4月18日，25日，5月2日は休館日の為除く。

１８歳以上（高校生不可）
期間中１０日以上勤務できる方

高校生
期間中２０日以上勤務できる方

１日８時間  ８，０００円
（通勤手当支給　公社規定による）

時給１，０００円

１日８時間  ６，８００円
（通勤手当支給　公社規定による）

時給８５０円

１日８時間  ６，２４０円
（通勤手当支給　公社規定による）

時給７８０円

１０名

５月１4日（土）１０時～ ５月２1日（土）１０時～
総合体育館　ミーティング4

３０名 ２０名

監視員Ａ 監視員Ｂ項 目
募集職種

業務内容

対象者

雇用期間

雇用時間

賃金

勤務地
募集人員
受付場所
申込方法
面接日時
面接会場

問合せ先

◎採用内定者は，下記のとおり予定されている水難救助訓練への参加が正式採用の条件です。不参加者は，採用しない。
◎水難救助訓練予定　平成２8年6月12日（日）  場所：松戸体育館（柔剣道場）  午前９時００分開始（受付午前８時３０分開始）
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平成 28 年 5 月 10 日（火） まで　

FAX 0 2 9 - 2 7 1 - 0 5 8 5 直接窓口 事業参加申込書にご記入のうえ、お申し込み下さい。

申込期限　：

申込方法　：

申込結果　：
各事業の　：
支払方法

個人情報の：
取り扱い

各事業とも募集人員を超えた場合は抽選となります。
5 月下旬に、申込結果通知 ( 抽選結果 ) をご郵送致します。
各ツアーの参加費は、取扱い旅行会社へお支払い頂きます。振込みの際、別途振込み手数料が掛かります。
　※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。後日、取扱い旅行会社より取消料や追加料金に
　　関する連絡をいたします。
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のキャンセルは出来ません。
　　チケット等の引換えは 6 月 1 日からとなります。
　※チケット引換えの際は、事業申込決定通知文若しくは会員証の提示が必要となります。
　※会員証を紛失した方は，再発行の手続きをお願いします。
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。

【No.72  掲載事業のお申込みについて】



各種事業のお申込み・お問合せは 

第１期
納　期

4・5・6月分
第２期 7・8・9月分
第３期 10・11・12月分
第４期 1・2・3月分

納入分
  4月25日
  7月25日
10月25日
  1月25日

納入期日
  4月1日
  7月1日
10月1日
  1月1日

基準日

サービスセンター NEWS８

公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 勤労者総合福祉センター
〒312-0052  ひたちなか市東石川１２７９番地  ワークプラザ勝田内
T E L  0 2 9 - 2 7 1 - 0 5 2 0 　 F A X  0 2 9 - 2 7 1 - 0 5 8 5
●http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ●E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●営業時間●
午前8：30～午後5：30

勤労者総合福祉センターは、各種サービスをよりいっそう充実させるため、全国規模で展開することを目的とし、「（一社）全国中小企業
勤労者福祉サービスセンター」に加盟しています。

全福センター加盟

事業結果報告

事　業　名
チ ケ ッ ト 事 業

申込数

7
2
2

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

項目
共済給付状況
（2・3月分）

件数
28

3
0

永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

項目 件数
121

6
5

インフルエンザ
結婚記念祝金
入学祝金

項目 件数
10
33

6

還暦祝金
在会祝金
傷病休業見舞金

項目 件数
1

120

障害見舞金
健康診断等
　　受検助成金

項目 件数

東京ディズニー・コーポレートプログラム利用券
美輪明宏ロマンチック音楽会
松竹大歌舞伎
市総合体育館トレーニング室利用回数券
映画鑑賞チケット
スパリゾートハワイアンズ入場券（上期分）
アクアワールド・大洗入場券（上期分）
北投の湯　なか健康センター入館券

1,160枚
98枚
22枚

59セット
1,379枚

632枚
275枚

46セット

事　業　名 申込数
東武動物公園ハッピーフリーパス
ゴルフ補助券（上期分）
ホテルニュー白亜紀温泉入浴補助券（上期分）
4月24日鹿島アントラーズホームゲーム
5月4日鹿島アントラーズホームゲーム
5月14日鹿島アントラーズホームゲーム
5月29日鹿島アントラーズホームゲーム

325枚
120セット
140セット

9枚
4枚

16枚
6枚

実 施 日 3月6日（日）
参加人数 77名

実 施 日 2月19日（金）
参加人数 60名

第12回
理事長杯ボウリング大会
第12回
理事長杯ボウリング大会

センターからのお知らせ
■会費口座振替のお知らせ

※会費未納の場合は、該当する給付や、各種事業に参加できません。
※会費を3ケ月以上滞納した場合は、会員資格を失い退会となりますので、期限内に会費の
　納入をお願いします。

◎入会手続き　下の①・②の書類に必要事項を記入し、入会金と会費（入会翌月から次の口座振替月の
　　　　　　　  前月分まで）を添えて、センター事務局へお申込ください。
　　① 入会（変更）申込書
　　② 預金口座振替申込書
　　　 入会金（入会時） 1人につき1,000円
　　　 会　費（毎　月） 1人につき1,000円
◎退会手続き　
　　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。
　　※退会届を受理した日が退会日となりますので、退会届を提出されない場合は、会費徴収の対象とますのでご注意ください。途中で退会
　　　したときは、翌月以降の納入済み会費をお返しします。その他ご不明なことがありましたら、センター事務局へお申し出ください。
◎登録内容の変更手続き　
      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」に改めて記入して事務局へ提出してください。
      　変更事由 ： 住所、登録家族、結婚などがあります。

■入会・退会・登録内容変更について

■共済給付について ◇各種給付申請は、毎月28日までとし、翌月15日に給付致します。
◇29日～31日に受付した場合は翌月の受付とし、給付は翌々月15日以降となります。
　（給付日の15日が、月(休館日)・土日祝の場合は前後いたします。）
◇共済給付請求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合せください。

会費徴収区分　7月～9月分 ⇒ 口座振替日　平成28年7月25日（月）

新規会員募集中!新規会員募集中!
　サービスセンターでは、現在、
新規会員を募集しております。
会員の皆さん、お知り合いの事
業所・商店などがありましたら
是非ご紹介ください。
　ご紹介者には、新規入会1名
につき謝礼として1,000円相当
の商品券を差し上げます。
　詳しくは、サービスセンター
までご連絡ください。

口座振替日前に通帳残高をご確認
ください。
なお、振替できなかった場合は
8月21日㈰までにセンター事務局
へご持参ください。

海鮮浜焼バイキング＆いちご狩りと
木更津アウトレット散策ツアー
海鮮浜焼バイキング＆いちご狩りと
木更津アウトレット散策ツアー




