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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 30年（2018）

■事業所… 719 所　■現会員数… 2,094 名
平成 30年 2月 1日現在

83
《3月発行》【編集・発行】
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平成30年度事業予定表
雄国沼湿原散策ツアー
第10回ソフトボール大会
平成30年度地域の文化・芸術活動助成事業
　 PAC（静岡県舞台芸術センター）公演『寿歌』
鼓童　特別公演2018「道」
来る！プロ野球セントラル・リーグ公式戦「巨人VS広島」戦
ゴルフ利用補助券（上期分）
ホテルニュー白亜紀温泉入浴補助券（上期分）
市総合体育館トレーニング室利用回数券（上期分）
映画鑑賞チケット（上期分）
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）
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東武動物公園ハッピーフリーパス
北投の湯　なか健康センター入館券
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券の配布
鹿島アントラーズホームゲーム　４月・５月観戦チケット
期間限定！スパリゾートハワイアンズ入場券割引販売
川井郁子　100年の音楽コンサート
梅沢富美男＆研ナオコ　アッ！とおどろく「夢芝居」2018
水森かおりコンサート　～歌謡紀行～
高速バス回数乗車券販売
事務局からのお知らせ
記載事業のお申込みについて
事業結果報告
センターからのお知らせ

7月 雄国沼湿原散策ツアー

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

劇団四季鑑賞ツアー

11月 高尾山紅葉散策ツアー（平日・日曜実施）

世界文化遺産「富岡製糸場」見学ツアー

5月 ソフトボール大会　※水戸市ＳＣと共催事業

9月 ハゼ釣り大会　※水戸市ＳＣと共催事業

11月
ボジョレーヌーボを楽しむワイン列車

婚活パーティー

1月
新春パワースポット巡りツアー

イチゴ＆牡蠣 W食べ放題ツアー

10月

2月

お座トロ列車で行く渓谷紅葉と大内宿散策ツアー

五色沼ハイキング

8月
桃狩りツアー（平日・日曜実施）

明治座鑑賞ツアー

ボウリング大会

12月

2月

JAZZ＆クリスマスパーティー

年間
● ディズニー・コーポレートプログラム利用券
● 鑑賞・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
● ひたち海浜公園のりもの券
● 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

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

イベント

ツアー チケット

年間
● 宿泊補助
● サークル活動補助
● 健康診断等給付

補助等

平成30年度  勤労者総合福祉センター共済事業予定平成30年度  勤労者総合福祉センター共済事業予定
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取扱旅行業者

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

7月8日（日）開 催 日

参 加 費 会員・登録家族（中学生以上）　3,700円
登録家族（小学生以下）　　　　2,700円
一般・大人（中学生以上）　6,200円
一般・小人（小学生以下）　5,200円
（上記料金にはお弁当代・交通費等含む）

参 加 費

雄国沼湿原散策ツアー

行　　程

通常価格

ワークプラザ勝田発（6:30）－日立南太田 IC＝中郷 SA（休憩）＝五百川 PA（休憩）
＝磐梯河東 IC－雄国萩平駐車場（シャトルバスへ乗り換え）
・・・雄国沼湿原散策（11:00 ～ 13:00）・・・（シャトルバス）－雄国沼萩平駐車場
－会津柏屋（お買い物）－磐梯河東 IC＝阿武隈高原 SA（休憩）
＝中郷SA（休憩）＝日立南太田 IC－ワークプラザ勝田着（18:00 予定）

初夏の湿原に自生するニッコウキスゲ群生を見に行こう！初夏の湿原に自生するニッコウキスゲ群生を見に行こう！

平成30年５月13日（日） 
※雨天時  ５月27日（日）に延期

会　　場 水戸市田野市民運動場（予定）

開催日時

会員・登録家族（中学生以上）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

１チーム　6,000円（昼食12名分含む）参 加 費
（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター共同事業

第１０回ソフトボール大会
日頃の運動不足解消に，打って！  走って！  守って！

さわやかな汗をかこう！
日頃の運動不足解消に，打って！  走って！  守って！

さわやかな汗をかこう！

日立電鉄交通サービス株式会社  勝田サテライトオフィス
　○ ひたちなか市元町2-12
　　（営業日時：月曜日～金曜日　10：00～18：30　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：江幡　佳代子　担当：武田　光司
　○ 茨城県知事登録旅行業第２－４６１号
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公社自主事業のご案内公社自主事業のご案内

桂ヶ丘カントリークラブ

マナゴルフクラブ

日立高鈴ゴルフ倶楽部

スパ＆ゴルフリゾート久慈

勝田ゴルフ倶楽部

グランドスラムカントリークラブ

うぐいすの森ゴルフクラブ水戸

うぐいすの森ゴルフクラブ
　　　　　　　　＆ホテル馬頭

ゴルフ倶楽部セブンレイクス

提携ゴルフ場のご案内

基　本
入浴料

大　人

入浴時間

500円
（土・日・祝祭日は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
（土・日・祝祭日は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）

会員　※登録家族利用可

ホテルニュー白亜紀温泉
入浴補助券　　　

ホテルニュー白亜紀温泉
入浴補助券　　　

ゴルフ利用補助券ゴルフ利用補助券
提携ゴルフ場プレー費一部補助事業

基本入浴料の200円引き

配布対象

協定料金より1,000円引き

2018年６月８日（金）
18:40開場／19:00開演予定
ひたちなか市文化会館　小ホール
全席自由　一　般　2,500円⇒会員価格　1,700円
　　　　　Ｕ２２　1,200円⇒会員価格　   800円
　　　　　一般およびU22　合計で20枚
※未就学児入場不可／託児サービス有（要予約有料・
　公演一週間前までに申込み）

補 助 額
平成30年９月30日まで有効期限

配布対象
配 布 数

会員　※登録家族利用可会員　※登録家族利用可

平成３０年９月３０日まで
補 助 額
有効期限

配 布 数

区　　分 昼の部 夜の部

（順不同）

140セット １会員  １セットまで（３枚綴り）

150セット

３月１０日（土）　午前１０時から

場　　所

日　　時

ひたちなか市総合運動公園　市民球場ひたちなか市総合運動公園　市民球場

５月２３日（水） 午後６時試合開始（午後４時開場予定）５月２３日（水） 午後６時試合開始（午後４時開場予定）

ひたちなか市総合体育館ほか

チケット一般販売

プレイガイド

ひたちなか市総合体育館　２７３－９３７０
※この試合のチケット斡旋はございません。

お問合せ

１会員  １セットまで（６枚綴り）

上期分

SPAC（静岡県舞台芸術センター）公演
『寿歌』

SPAC（静岡県舞台芸術センター）公演
『寿歌』

  作 ：北村  想　演出：宮城  聰
出演：SPAC／奥野晃士・春日井一平・たきいみ

核戦争後の荒野を歩く旅芸人２人、ゲサクとキョウコ・・・
風の中から現れたヤスオと名乗る男・・
彼らは何処から来て、何処に向かうのか・・
８０年代に演劇史を変えたと言われる北村想の代表作に、
世界から注目される宮城聰が新演出で挑む
現代の“寿歌”とは！？
ご期待ください！！

上期分

ほぎ うたほぎ うた

平成30年度地域の文化・芸術活動助成事業

来る！ プロ野球セントラル・リーグ公式戦

2018年8月3日(金)　
18:00開場／18:30開演（途中休憩含む約120分の公演）
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　3,500円
※未就学児入場不可／託児サービスあり（要予約有料・
　公演一週間前までに申込み）

鼓童　特別公演2018「道」鼓童　特別公演2018「道」
太鼓芸能集団

演出：船橋裕一郎（鼓童）

「巨人VS広島」戦「巨人VS広島」戦
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市総合体育館トレーニング室
利用回数券　　　上期分

１会員　１セットまで
（１セット　１１回分）

映画鑑賞チケット映画鑑賞チケット 上期分

1,500枚

北投の湯なか健康センター
入館券
北投の湯なか健康センター
入館券

東武動物公園
ハッピーフリーパス
東武動物公園

ハッピーフリーパス
動物園・遊園地（のりもの乗り放題），
夏季はプールも楽しめる
お得なフリーパスです。

4,000円⇒会員価格　3,000円回 数 券

無期限有効期限

募 集 数 100セット １会員　４枚まで

１，８００円⇒会員価格　１，０００円映画観賞券
ＴＯＨＯシネマズひたちなか，水戸内原  他利用可能施設

ひたちなか市総合体育館利用施設

福島県　スパリゾートハワイアンズ利用施設

大洗町　
アクアワールド・大洗

平成３０年９月３０日まで有効期限
募 集 数

スパリゾートハワイアンズ
入場券

スパリゾートハワイアンズ
入場券

1,920枚

上期分

3,500円⇒会員価格　750円入 場 券

平成30年９月30日まで
※大人・小人同額
※有料施設別料金

有効期限
募 集 数 １会員　８枚まで

埼玉県　東武動物公園利用施設
4,800円⇒会員価格　1,000円入 場 券

平成31年３月31日まで
※５枚以上の購入を希望される方は，１枚 1,350円で
　購入できます。この機会にお申し込みください。

有効期限
募 集 数

大　 人　　1,850円⇒会員価格　1,200円
小・中学生　 930円⇒会員価格　　600円
幼児（3歳以上）310円⇒会員価格　　200円

アクアワールド・大洗入場券アクアワールド・大洗入場券
上期分

300枚 １会員　６枚まで

入 場 券

利用施設

無期限
※毎週土曜日は，現地にて中学生以下460円，
　幼児150円で入場券をお買い求めいただけます。
　但し，春休み・夏休み・冬休みの期間を除きます。

有効期限
募 集 数

400枚

那珂市　
北投の湯　なか健康センター

利用施設

１セット　３枚綴り
５，５２０円⇒会員価格　３，５００円

入 館 券

１年間
※繁忙期（年始，ゴールデンウィーク，お盆の年10日間
　程度）を除く。

有効期限
募 集 数１会員　４枚まで １会員　１セットまで100セット

サービスセンターNEWS 5

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム利用券の配布

東京ディズニーランド®または東京ディズニーシー®のパークチケット（パスポート）か
ディズニーホテル宿泊でご利用いただける割引券です。

会員のみ
（※登録家族利用可）

配布枚数 １会員　４枚まで

配布対象

割 引 額 １枚につき 1,000円
有効期限 平成31年３月31日

配 布 日 ４月１日より
　なくなり次第終了

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

鹿島アントラーズホームゲーム
４月・５月観戦チケット

◎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（小中高）
　　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）

取扱いチケット

対戦カード 開催日 キックオフ

ヴィッセル神戸 ４月２５日（水） １９：００

V・ファーレン長崎 ５月２日（水） １９：００

ベガルタ仙台 ５月２０日（日） １４：００
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市総合体育館トレーニング室
利用回数券　　　上期分
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（１セット　１１回分）
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動物園・遊園地（のりもの乗り放題），
夏季はプールも楽しめる
お得なフリーパスです。

4,000円⇒会員価格　3,000円回 数 券

無期限有効期限

募 集 数 100セット １会員　４枚まで

１，８００円⇒会員価格　１，０００円映画観賞券
ＴＯＨＯシネマズひたちなか，水戸内原  他利用可能施設

ひたちなか市総合体育館利用施設

福島県　スパリゾートハワイアンズ利用施設

大洗町　
アクアワールド・大洗

平成３０年９月３０日まで有効期限
募 集 数

スパリゾートハワイアンズ
入場券

スパリゾートハワイアンズ
入場券

1,920枚

上期分

3,500円⇒会員価格　750円入 場 券

平成30年９月30日まで
※大人・小人同額
※有料施設別料金

有効期限
募 集 数 １会員　８枚まで

埼玉県　東武動物公園利用施設
4,800円⇒会員価格　1,000円入 場 券

平成31年３月31日まで
※５枚以上の購入を希望される方は，１枚 1,350円で
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募 集 数

大　 人　　1,850円⇒会員価格　1,200円
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幼児（3歳以上）310円⇒会員価格　　200円

アクアワールド・大洗入場券アクアワールド・大洗入場券
上期分

300枚 １会員　６枚まで

入 場 券

利用施設

無期限
※毎週土曜日は，現地にて中学生以下460円，
　幼児150円で入場券をお買い求めいただけます。
　但し，春休み・夏休み・冬休みの期間を除きます。

有効期限
募 集 数

400枚

那珂市　
北投の湯　なか健康センター

利用施設

１セット　３枚綴り
５，５２０円⇒会員価格　３，５００円

入 館 券

１年間
※繁忙期（年始，ゴールデンウィーク，お盆の年10日間
　程度）を除く。

有効期限
募 集 数１会員　４枚まで １会員　１セットまで100セット
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鹿島アントラーズホームゲーム
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◎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（小中高）
　　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）

取扱いチケット

対戦カード 開催日 キックオフ

ヴィッセル神戸 ４月２５日（水） １９：００

V・ファーレン長崎 ５月２日（水） １９：００

ベガルタ仙台 ５月２０日（日） １４：００
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公社自主事業のご案内公社自主事業のご案内

桂ヶ丘カントリークラブ

マナゴルフクラブ

日立高鈴ゴルフ倶楽部

スパ＆ゴルフリゾート久慈

勝田ゴルフ倶楽部

グランドスラムカントリークラブ

うぐいすの森ゴルフクラブ水戸

うぐいすの森ゴルフクラブ
　　　　　　　　＆ホテル馬頭

ゴルフ倶楽部セブンレイクス

提携ゴルフ場のご案内

基　本
入浴料

大　人

入浴時間

500円
（土・日・祝祭日は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
（土・日・祝祭日は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）

会員　※登録家族利用可

ホテルニュー白亜紀温泉
入浴補助券　　　

ホテルニュー白亜紀温泉
入浴補助券　　　

ゴルフ利用補助券ゴルフ利用補助券
提携ゴルフ場プレー費一部補助事業

基本入浴料の200円引き

配布対象

協定料金より1,000円引き

2018年６月８日（金）
18:40開場／19:00開演予定
ひたちなか市文化会館　小ホール
全席自由　一　般　2,500円⇒会員価格　1,700円
　　　　　Ｕ２２　1,200円⇒会員価格　   800円
　　　　　一般およびU22　合計で20枚
※未就学児入場不可／託児サービス有（要予約有料・
　公演一週間前までに申込み）

補 助 額
平成30年９月30日まで有効期限

配布対象
配 布 数

会員　※登録家族利用可会員　※登録家族利用可

平成３０年９月３０日まで
補 助 額
有効期限

配 布 数

区　　分 昼の部 夜の部

（順不同）

140セット １会員  １セットまで（３枚綴り）

150セット

３月１０日（土）　午前１０時から

場　　所

日　　時

ひたちなか市総合運動公園　市民球場ひたちなか市総合運動公園　市民球場

５月２３日（水） 午後６時試合開始（午後４時開場予定）５月２３日（水） 午後６時試合開始（午後４時開場予定）

ひたちなか市総合体育館ほか

チケット一般販売

プレイガイド

ひたちなか市総合体育館　２７３－９３７０
※この試合のチケット斡旋はございません。

お問合せ

１会員  １セットまで（６枚綴り）

上期分

SPAC（静岡県舞台芸術センター）公演
『寿歌』

SPAC（静岡県舞台芸術センター）公演
『寿歌』

  作 ：北村  想　演出：宮城  聰
出演：SPAC／奥野晃士・春日井一平・たきいみ

核戦争後の荒野を歩く旅芸人２人、ゲサクとキョウコ・・・
風の中から現れたヤスオと名乗る男・・
彼らは何処から来て、何処に向かうのか・・
８０年代に演劇史を変えたと言われる北村想の代表作に、
世界から注目される宮城聰が新演出で挑む
現代の“寿歌”とは！？
ご期待ください！！

上期分

ほぎ うたほぎ うた

平成30年度地域の文化・芸術活動助成事業

来る！ プロ野球セントラル・リーグ公式戦

2018年8月3日(金)　
18:00開場／18:30開演（途中休憩含む約120分の公演）
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　3,500円
※未就学児入場不可／託児サービスあり（要予約有料・
　公演一週間前までに申込み）

鼓童　特別公演2018「道」鼓童　特別公演2018「道」
太鼓芸能集団

演出：船橋裕一郎（鼓童）

「巨人VS広島」戦「巨人VS広島」戦

サービスセンターNEWS６

400枚（売切れ次第終了）

チケット有効期限 平成30年3月31日まで

販売価格 通常販売価格700円⇒500円
販売枚数

ハワイアンズでは3月24日から4月1日までの間「春休み
ビッグスマイル祭り」と称し，人気キャラクターショーや
旬芸人大集合！お笑いライブが開催されます。
是非，この機会にハワイアンズへ出かけてみませんか！

※キャラクターショーや出演される芸人等詳細については，
　ハワイアンズのホームページでご確認ください。

スパリゾートハワイアンズ入場券特別販売

川井郁子
１００年の音楽コンサート

６月３日（日） 開演16:00（開場15:30）開 催 日
常陸大宮市文化センター　ロゼホール場　　所
全席指定　4,000円⇒会員価格　3,500円
20枚（1会員　2枚まで）
※未就学児入場不可／託児サービスあり（事前要予約）

料　　金

水森かおりコンサート
～歌謡紀行～

梅沢富美男＆研ナオコ
アッ！とおどろく「夢芝居」２０１８
6月7日（木） 昼の部　開演14:00（開場13:30）

夜の部　開演18:00（開場17:30）
開 催 日

茨城県立県民文化センター　大ホール場　　所
全席指定　7,560円⇒会員価格　4,000円
各20枚（1会員　2枚まで）

料　　金

6月28日（木） 昼の部　開演14:00（開場13:30）
夜の部　開演18:00（開場17:30）

開 催 日

茨城県立県民文化センター　大ホール場　　所
SS席　6,500円⇒会員価格　4,000円
各20枚（1会員　2枚まで）

料　　金

期間限定！
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高速バス回数乗車券販売

日帰りバス旅行助成

都内出張やご旅行にご活用ください。

平成 30 年３月１５日（木）まで

FAX 0 2 9 - 2 7 1 - 0 5 8 5

申込期限 ：

申込方法 ：

直接窓口

または，

事業参加申込書にご記入のうえ，お申し込み下さい。
各事業とも募集人員を超えた場合は抽選となります。

３月下旬に，申込結果通知 (抽選結果 )をご郵送致します。申込結果 ：

各事業の ：
支払方法

【No.83  記載事業のお申込みについて】

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。

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。
※販売しましたチケット類の転売（オークションを含む）は，お断りします。

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。

個人情報の：
取り扱い  

チケット等の引換えは 4月 1日午前 10時からとなります。

全福センター

ID：kt
パスワード：zenpuku

勤労者福祉サービスセンター

いずれのＱＲコードから
各ホームページへアクセス
できます。ご活用ください。

回数乗車券（2枚綴り）回数乗車券（2枚綴り）
● 車内座席：先着順（座席定員制） ※予約制ではありません。
● 定価4,000円⇒会員価格　3,500円（全日同料金）
● 200セット（１会員　２セットまで）
● 有効期限　平成31年３月31日まで

茨城交通㈱勝田営業所  まで　
TEL 029-272-7311 （8：30～18：00）※ご利用にあたっての詳しいご確認は

事務局からのお知らせ

サービスセンターと提携している旅行会社が
企画する日帰りバス旅行を利用すると，割引
料金にて参加できるサービスを始めます。

チケット郵送サービス（有料）
申し込んだチケットを窓口へ取りに来るのが
大変な方へ，郵送にてチケットをお届けする
サービスを始めます。

詳細は5月号で！
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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 30年（2018）

■事業所… 719 所　■現会員数… 2,094 名
平成 30年 2月 1日現在
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平成30年度事業予定表
雄国沼湿原散策ツアー
第10回ソフトボール大会
平成30年度地域の文化・芸術活動助成事業
　 PAC（静岡県舞台芸術センター）公演『寿歌』
鼓童　特別公演2018「道」
来る！プロ野球セントラル・リーグ公式戦「巨人VS広島」戦
ゴルフ利用補助券（上期分）
ホテルニュー白亜紀温泉入浴補助券（上期分）
市総合体育館トレーニング室利用回数券（上期分）
映画鑑賞チケット（上期分）
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）
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東武動物公園ハッピーフリーパス
北投の湯　なか健康センター入館券
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券の配布
鹿島アントラーズホームゲーム　４月・５月観戦チケット
期間限定！スパリゾートハワイアンズ入場券割引販売
川井郁子　100年の音楽コンサート
梅沢富美男＆研ナオコ　アッ！とおどろく「夢芝居」2018
水森かおりコンサート　～歌謡紀行～
高速バス回数乗車券販売
事務局からのお知らせ
記載事業のお申込みについて
事業結果報告
センターからのお知らせ

7月 雄国沼湿原散策ツアー

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

劇団四季鑑賞ツアー

11月 高尾山紅葉散策ツアー（平日・日曜実施）

世界文化遺産「富岡製糸場」見学ツアー

5月 ソフトボール大会　※水戸市ＳＣと共催事業

9月 ハゼ釣り大会　※水戸市ＳＣと共催事業

11月
ボジョレーヌーボを楽しむワイン列車

婚活パーティー

1月
新春パワースポット巡りツアー

イチゴ＆牡蠣 W食べ放題ツアー

10月

2月

お座トロ列車で行く渓谷紅葉と大内宿散策ツアー

五色沼ハイキング

8月
桃狩りツアー（平日・日曜実施）

明治座鑑賞ツアー

ボウリング大会

12月

2月

JAZZ＆クリスマスパーティー

年間
● ディズニー・コーポレートプログラム利用券
● 鑑賞・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
● ひたち海浜公園のりもの券
● 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

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

イベント

ツアー チケット

年間
● 宿泊補助
● サークル活動補助
● 健康診断等給付

補助等

平成30年度  勤労者総合福祉センター共済事業予定平成30年度  勤労者総合福祉センター共済事業予定
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結婚祝金
出産祝金
成人祝金

3
7
1

27
13
1

10
0
3

29
7
0

23

261

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
結婚記念祝金
入学祝金
還暦祝金

項目 件数
在会祝金
傷病休業見舞金
障害見舞金

項目 件数

インフルエンザ
　　　　　 助成金

項目 件数

センターからのお知らせ
■会費口座振替のお知らせ

◎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。

■共済給付申請について
◇ 各種給付申請の受付は、毎月28日までとし，翌月に給付致します。
◇ 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。

健康診断等
　　　 受検助成金

各種事業のお申込み・お問合せは 

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で事務局へ連絡してください。

実 施 日 12月2日（土） 40名参加人数

日本三大曳山祭！秩父夜祭（宵宮）ツアー
実 施 日 12月3日（日） 64名参加人数

婚活クリスマスパーティー

事業結果報告

会員の皆様のご意見・ご要望をお聞かせください。ご持参いただくか，下の FAX番号へお願いします。会員の皆様のご意見・ご要望をお聞かせください。ご持参いただくか，下の FAX番号へお願いします。

実 施 日
12月15日（金）
参加人数
31名

実 施 日
1月14日（日）
参加人数
40名

明治神宮初詣と築地・月島散策ツアークリスマスJAZZパーティー

実 施 日
1月27日（土）
参加人数
35名

東京宝塚劇場
雪組公演「ひかりふる路」鑑賞ツアー

◎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。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。

会費徴収区分  ４月～６月分 ⇒ 口座振替日  平成３０年４月25日（水）

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。

新規会員募集中!

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

※口座振替日前に通帳残高のご確認をお願いします。残高不足による振替ができないことがございます。
　なお、4月～6月分会費の振替ができなかった方は，5月27日（日）までに事務局へご持参ください。
※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3ヶ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，入会金と会費を添えて，センター事務局へ
　　　　　　　  お申込ください。
　　① 入会申込書
　　② 預金口座振替申込書
　　③ 入会金（入会時）1人につき1,000円
　　④ 会　費（月　額）1人につき1,000円

■入会・退会・登録内容変更について

入会手続き後，事業参加申込を受付けます。ただし，申込期限内の受付に限ります。詳しくは事務局へご確認ください。

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
TEL  029 -271 -0520　 FAX  029 -271 -0585
●http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ●E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●営業時間●
午前8：30～午後8：00


