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2020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…675所  ■現会員数…2,083名
　　　　令和元年12月1日現在編集・発行

No.94  掲載事業のお申込みについてNo.94  掲載事業のお申込みについて

ぜひ，皆様に鑑賞して頂きたい演目です。また，歌舞伎鑑賞後，
新規オープンした「コレド室町テラス」での自由時間をお楽しみ頂けます。

3月22日（日）開 催 日 40名（最少催行人員　25名）募集人数

会員・登録家族（中学生以上） 14,000円
登録家族（小学生）　    　　   13,000円（５歳以下参加不可）
一般・大人（中学生以上）　    19,400円
一般・小人（小学生）　　　    18,400円
（上記料金にはチケット代・弁当代・交通費等含む）
※チケットは，１階１等席（15,000円）をご用意しています。
※昼食は，幕間にお弁当をお楽しみいただきます。

CONTENTS
ツアー事業・イベント案内
チケットあっせん・販売
会員入会キャンペーン案内
東京ディズニーリゾート パスポート案内
お年玉プレゼント付なぞなぞクイズ
富士急ハイランドパーク案内
リソルプレス冬号案内
補助事業のご案内
事業結果報告
センターからのお知らせ

………… P1～2
…………… P2～4
……………… P5

…… P5
…… P6

…………… P6
…………………… P7

………………………… P7
……………………………… P8

………………… P8

FAX 029-271-0585　または　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。
1月下旬に，申込結果通知（抽選結果）をご郵送致します。
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。

支払方法及び
チケットの引換え等は

結果通知を
ご覧ください。

申込方法：

申込結果：
個人情報の：
取り扱い

申込期限：2020年 1月 15日（水）まで

明治座 「三月花形歌舞伎」 鑑賞ツアー

行　　程

取扱旅行業者 茨城交通（株）　勝田営業所
　○ ひたちなか市東石川3158-2
　　（営業日時：月曜日～土曜日　9:10～18:00　日・祝日は休業）
　○ TEL029-276-2233　FAX029-276-2587
　○ 総合旅行業務取扱管理者：岩下　渡　担当：武田  光司
　○ 茨城県知事登録旅行業第2－594号

通常価格
通常価格

ワークプラザ勝田発（8:00）＝ひたちなか IC＝守谷SA（9:15～9:30）＝
（首都高）＝明治座「三月花形歌舞伎」10:30（鑑賞 11:00 ～ 15:00）＝
コレド室町テラス（15:15～16:30）＝（首都高）＝守谷SA（17:30～17:45）＝
ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（19:00 予定）

一、 菅原伝授手習鑑　車引
二、 一本刀土俵入り
三、 上  芝翫奴　　下  近江のお兼

参 加 費

●車引
松王丸 坂東　彦三郎
梅王丸 坂東　巳之助
桜丸 中村　壱太郎
藤原時平 片岡　亀蔵

●一本刀土俵入り
駒形茂兵衛 中村　勘九郎
お蔦 中村　七之助
船印彫師辰三郎 坂東　彦三郎
堀下根吉 坂東　巳之助
若船頭 中村　橋之助
清大工 澤村　由次郎
波一里儀十 片岡　亀蔵
老船頭 坂東　秀調

●芝翫奴
奴駒平 中村　橋之助

●近江のお兼
近江のお兼 中村　壱太郎

本年もよろしくお願い申し上げます

明治座 三月花形歌舞伎

【
配
役
】

【
演
目
】

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
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◆入会・退会・登録内容変更について◆

◆会費口座振替のお知らせ◆
会費徴収区分　１月～３月分　⇒　口座振替日　2020年１月27日（月）

◇ 各種給付申請の受付は，毎月28日までとし，翌月15日に給付致します。（給付日の15日が，月(休館日)・土日祝の場合は変更となります。）
◇ 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。

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届出書」を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
申込み

結婚祝金
出産祝金
成人祝金
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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
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
健康診断等
　　　 受検助成金

入会
手続き

退会
手続き

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（毎　月）1人につき1,000円

登録内容の
変更手続き
登録内容の
変更手続き

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。

◆共済給付申請について◆

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。

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。

チケット等の引換えは
2月1日（土） 10時からとなります。

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。各事業の支払方法

センターからのお知らせ

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: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●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

実 施 日
11月24日（日） 40名

参加人数

JAL工場＆東京タワー見学ツアー
実 施 日
11月15日（金） 60名

参加人数

第１６回理事長杯ボウリング大会
実 施 日
11月3日（日） 40名

参加人数

紅葉を楽しむ上州の旅
実 施 日
10月20日（日） 80名

参加人数

江ノ電鎌倉満喫の旅

実 施 日
12月8日（日） 44名

参加人数

婚活クリスマスパーティー

事業結果報告

新規会員をご紹介ください！
　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。

チケット郵送サービス（有料）について
サービスセンターでは，希望者に有料でチケット郵送サービスを
行っています。チケット代＋郵送代の振込みが必要となります。
ご希望される方は，事務局までご連絡ください。

2019年も多くの会員様に事業参加をいただき盛り上がりを見せました。2020年に付きましても会員の
皆様には，多くの事業に参加いただきますよう，スタッフ一同心よりお待ちしております。

カ
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補助事業のご案内

この冬，ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには冬の魅力が
詰まったプログラムがいっぱい！
ホームページ
https://w7.lifesc.com/webbook/2019win/B/index.html
または，QRコードから電子版をご利用いただけます。

会員及び登録家族の皆様へ あなたのオフを，もっとスマイルに

リソルプレス2019冬号情報についてリソルプレス2019冬号情報について

QRコードからリソルプレスに
アクセスできます。

「第６8回勝田全国マラソン大会」参加費一部補助「第６8回勝田全国マラソン大会」参加費一部補助
会員（本人）のみ

1,000円
対　　象

補 助 額

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 年度内１回利用回数利用対象
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か月以内に「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事務局にご持参くだ
　さい。
④給付額は，上限 1,300 円となります。領収書に記載された金額を超えての給付となります。

請求方法

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。

健康診断等の給付健康診断等の給付
会員（本人）のみ

①各自が医療機関等にて健康診断等を受けてください。
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か月以内に「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窓口に
　ご持参ください。
④給付額は，個人負担額が 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。

年度内１回

※上記の給付事業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。
※各申請の受付は，毎月２８日までとし，翌月１５日以降のお支払いとなります。
　給付申請は、受診後すみやかに領収書を添えて年度内手続きにご協力お願いします。

利用対象 利用回数

請求方法

請求方法 第68回勝田全国マラソンにエントリーされた方で，氏名の記載がある
領収書等を勝田マラソン補助申請書に添付して事務局までご提出ください。
※会員（本人）氏名の記載ない領収書は無効となります。グループ（団体）等に
　よる申込みで，会員（本人）参加の判別ができない場合は補助いたしません。

君よ、勝田の風になれ

2

取扱旅行業者 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
　　（営業日時：月曜日～金曜日　9:30～12:00・13:00～17:30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL029-221-4528　FAX029-221-4510
　○ 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

2月23日（日）

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

開 催 日

会員・登録家族（中学生以上） 7,800円　
登録家族（小学生以下）　　　 7,000円
一般・大人（中学生以上）　  10,400円
一般・小人（小学生以下）　　 9,400円
（上記料金には昼食代・交通費等含む）
※昼食は，浜焼きバイキングを楽しめます。

参 加 費

房総お花摘み＆横浜赤レンガ倉庫
お楽しみツアー
房総お花摘み＆横浜赤レンガ倉庫
お楽しみツアー
房総で浜焼き，お花摘みの後，アクアラインからの車窓を眺め
横浜赤レンガ倉庫へ向かう旅です。
房総で浜焼き，お花摘みの後，アクアラインからの車窓を眺め
横浜赤レンガ倉庫へ向かう旅です。

行　　程 ワークプラザ勝田発（6:30）＝ ひたちなか IC＝谷田部東PA（休憩7:45～8:00）＝大栄JCT・宮野木JCT＝
市原 SA（休憩 9:10 ～ 9:25）＝鋸南保田 IC＝道の駅保田小学校（10:10 ～ 10:40）＝
〈昼食〉富浦 : 漁師料理たてやま浜焼き食べ放題＝（11:30 ～ 12:30）＝
〈花摘み〉道の駅おおつの里（13:00 ～ 13:40）＝富浦 IC＝（東京湾アクアライン・首都高）＝
みなとみらい IC＝横浜赤レンガ倉庫《フリータイム 15:15 ～ 16:30》＝（首都高）＝三郷 JCT＝
守谷 SA（休憩 18:15 ～ 18:30）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（19:50 予定）

水戸京成ホテル「レストラン＆me」 利用期間 ２月１日（土）～３月31日（火）２月１日（土）～３月31日（火）会　　場

15：00～17：30　90分食べ放題

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「スイーツバイキング」水戸京成ホテル「スイーツバイキング」

利用時間

100枚（1会員2枚まで）販売枚数

通常　大人（中学生以上）1,884円（税込）
　　　⇒会員価格　1,500円
　　　小人（小学生）　　　814円（税込）
　　　⇒会員価格　　600円
※未就学児無料

料 　 金

※天候や交通事情等やむを得ない事情により，行程の一部を変更，または中止することがあります。

チケット
あっせん

通常価格
通常価格

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％
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会　　場 アダストリア水戸アリーナ
（東町運動公園体育館）

販売枚数 各日50枚

販売枚数 トータル100枚（1会員4枚まで）

１階指定席G
前売価格　大人　　2,500円⇒会員価格　1,800円（税込）
　　　　　小中高　1,300円⇒会員価格　　800円（税込）
１会員計４枚まで
※未就学児は膝上観戦のみ無料，席占有の場合は有料。

料 　 金

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

チケット
あっせん

開催期間 2月15日（土）～4月12日（日）

休 演 日 毎週火曜日と
2月19日（水）・3月18日（水）
道の駅うつのみや　ろまんちっく村
にぎわい広場大テント

場 　 所

ホームページをご覧ください公演時間

自由席
前売価格　大人（高校生以上）　　2,600円
　　　　　⇒会員価格　2,000円
　　　　　子ども（３歳以上中学生） 1,300円
　　　　　⇒会員価格　1,000円
※入場券（自由席）は，日時，座席の指定なく開催期間中に１名様１回のみ有効となります。
※2歳以下膝上無料　※入場料金（自由席)に別途追加料金にて，指定席・ボックス席への変更可

券 　 種

ポップサーカス宇都宮公演ポップサーカス宇都宮公演チケット
あっせん

世界が喝采を贈るサーカスエンターテインメント，ここに集結‼世界が喝采を贈るサーカスエンターテインメント，ここに集結‼

販売枚数 200枚（1会員2枚まで）

入 館 料 大人（平日940円，土日祝・特定日990円）
⇒会員価格　600円

大人（中学生以上）　平日・休日利用可対 　 象 1年間　※未就学児はご入館できません。有効期限

喜楽里別邸入館券喜楽里別邸入館券チケット
あっせん

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。）

〒312-0033  ひたちなか市大字市毛640番地2　TEL 029-229-2641

開　催　日対戦カード 開始時間

3/8（日） 14：00
3/7（土）香川 17：00

ポップサーカス
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「よこはま・たそがれ」から50年

五木ひろし
50ｔｈ Anniversaryコンサート2020

「よこはま・たそがれ」から50年

五木ひろし
50ｔｈ Anniversaryコンサート2020 前川清＆川中美幸

二人爆笑コンサート2020
前川清＆川中美幸

二人爆笑コンサート2020

渡辺美里
35ｔｈ Anniversary

Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020

渡辺美里
35ｔｈ Anniversary

Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020

お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

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スパリゾートハワイアンズ入場券

常　時
販売中
常　時
販売中

福島県　スパリゾートハワイアンズ利用施設

3,500円⇒会員価格　750円入 場 券

3,300円分⇒会員価格　2,000円
100セット（1会員2セットまで）

のりもの券

無期限
※入園料・駐車料金は別料金です。
※レンタサイクル・現金扱い施設は除きます。
※３歳以上有料となります。
※のりものには利用制限がありますので
　ご注意ください。

有効期限

4月18日（土）
開演17：30（17：00開場）

開 催 日

ザ・ヒロサワ・シティ会館
大ホール
（茨城県立県民文化センター）

場 　 所

指定席　8,250円
⇒会員価格　7,250円

料 　 金

2020年３月31日
※大人・小人同額
※有料施設別料金

有効期限

3月4日（水）
開演14：00（13：30開場）
※公演時間 約120分
　休憩無し

開 催 日

全席指定　7,700円⇒会員価格　4,400円
料 　 金

ザ・ヒロサワ・シティ会館
大ホール
（茨城県立県民文化センター）

場 　 所

20枚（1会員合計2枚まで）
※未就学児入場不可

販売枚数

4月28日（火）
開演13：00（12：30開場）
※公演時間 約120分

開 催 日

ザ・ヒロサワ・シティ会館
大ホール
（茨城県立県民文化センター）

場 　 所

全席指定　7,700円
⇒会員価格　4,400円

料 　 金

20枚（1会員合計2枚まで）
※未就学児入場不可

販売枚数

20枚（1会員合計2枚まで）
※3歳以下入場不可。
　未就学児は保護者の膝上での鑑賞に限り，入場無料。
　座席が必要な場合はファミリー席あり。桐生音協まで
　お問合せください。

販売枚数

2020年、五木ひろしとして50年を迎えます。日本歌謡界を長年に
渡り牽引し常に進化し続づける圧巻のステージをお楽しみ下さい。
2020年、五木ひろしとして50年を迎えます。日本歌謡界を長年に
渡り牽引し常に進化し続づける圧巻のステージをお楽しみ下さい。

ひたち海浜公園乗り物券販売ひたち海浜公園乗り物券販売
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詳しくは
利用者専用
サイトへ

働く方の福利厚生を行政がバックアップ！仲間の輪を広げてサービスの充実を‼
ひたちなか市勤労者福祉サービスセンターは，働く仲間が集いスケールメリットを活かした
運営強化を目指しています。会員組織強化のため，皆様のお仲間をご紹介ください。

①ひたちなか市内に所在する事業所（個人商店等）に勤務する方及び事業主
②ひたちなか市に居住し，市外の事業所に勤務する方及び事業主
　※パート，非常勤，家族従業員の皆様もお一人様から入れます。

入会対象

2020 年 1月 4日（土）から 2020年 2月 29日（土）までキャンペーン期間

★ 期間中ご紹介いただいた方　入会者  1人につき  1,000円の商品券進呈
★ 期間中入会された方　　　　入会金  1,000円免除

キャンペーン内容

新会員紹介入会キャンペーンのご案内

2020年１月6日（月）～2020年3月19日（木）
※土日祝日含む全日　※入園制限中のパークでは利用いただけません。

実施期間

販売期間

料 　 金

12月6日（金）～2020年3月19日（木）18時まで
※「サンクス・フェスティバル」パスポートは「東京ディズニー
　リゾート・オンライン予約・購入サイト」以外での販売は
　ありません。（チケット販売窓口での購入不可）

東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート案内

ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター事務局まで
お申込みください。（年度内会員お一人4枚まで）

コーポレート
プログラム利用券

区分

大人（18歳以上）
通常料金

7,500円

サンクス・フェスティバル
料金

6,900円

コーポレートプログラム
利用券使用後

5,900円
中人（中学・高校生12～17歳） 6,500円 5,900円 4,900円
小人（幼児・小学生4～11歳） 4,900円 4,300円 3,300円

ご購入にあたりましては，
次の条件を入力いただく事が必要です。

①プランパスワード：thanks219（サンクス二ーイチキュー）
②契約団体番号：1563（※4ケタの団体番号になります）

重 

要

パークチケットを1,000円引きでご購入いただけます

実施期間中のイベント
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富士急ハイランドパーク  特別感謝デー案内富士急ハイランドパーク  特別感謝デー案内富士急ハイランドパーク  特別感謝デー案内

春 お 年 玉 企 画新

▲ シネマギフトカード

ひたち海浜公園
プレジャーガーデンのりもの１回券 ▶

新春お年玉プレゼント付「なぞなぞクイズ」新春お年玉プレゼント付「なぞなぞクイズ」新春お年玉プレゼント付「なぞなぞクイズ」
問題

答え

2020年はオリンピックイヤーです。
また，オリンピックと一緒に４年に一度やって来るものは何？

　る　どし（○に入る共通するひらがなは何でしょう？）

事業申込書に解答を記載のうえ，ご応募ください。
正解者多数の場合，抽選で
「シネマギフトカード（TOHOシネマズ）2,000円分」を２名様及び
「ひたち海浜公園プレジャーガーデンのりもの１回券」を
4枚1組で20名様にプレゼントします‼

事業申込書に解答を記載のうえ，ご応募ください。
正解者多数の場合，抽選で
「シネマギフトカード（TOHOシネマズ）2,000円分」を２名様及び
「ひたち海浜公園プレジャーガーデンのりもの１回券」を
4枚1組で20名様にプレゼントします‼
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補助事業のご案内

この冬，ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには冬の魅力が
詰まったプログラムがいっぱい！
ホームページ
https://w7.lifesc.com/webbook/2019win/B/index.html
または，QRコードから電子版をご利用いただけます。

会員及び登録家族の皆様へ あなたのオフを，もっとスマイルに

リソルプレス2019冬号情報についてリソルプレス2019冬号情報について

QRコードからリソルプレスに
アクセスできます。

「第６8回勝田全国マラソン大会」参加費一部補助「第６8回勝田全国マラソン大会」参加費一部補助
会員（本人）のみ

1,000円
対　　象

補 助 額

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 年度内１回利用回数利用対象
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か月以内に「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事務局にご持参くだ
　さい。
④給付額は，上限 1,300 円となります。領収書に記載された金額を超えての給付となります。

請求方法

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。

健康診断等の給付健康診断等の給付
会員（本人）のみ

①各自が医療機関等にて健康診断等を受けてください。
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か月以内に「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窓口に
　ご持参ください。
④給付額は，個人負担額が 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。

年度内１回

※上記の給付事業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。
※各申請の受付は，毎月２８日までとし，翌月１５日以降のお支払いとなります。
　給付申請は、受診後すみやかに領収書を添えて年度内手続きにご協力お願いします。

利用対象 利用回数

請求方法

請求方法 第68回勝田全国マラソンにエントリーされた方で，氏名の記載がある
領収書等を勝田マラソン補助申請書に添付して事務局までご提出ください。
※会員（本人）氏名の記載ない領収書は無効となります。グループ（団体）等に
　よる申込みで，会員（本人）参加の判別ができない場合は補助いたしません。

君よ、勝田の風になれ



8

◆入会・退会・登録内容変更について◆

◆会費口座振替のお知らせ◆
会費徴収区分　１月～３月分　⇒　口座振替日　2020年１月27日（月）

◇ 各種給付申請の受付は，毎月28日までとし，翌月15日に給付致します。（給付日の15日が，月(休館日)・土日祝の場合は変更となります。）
◇ 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。

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届出書」を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
申込み

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

3
3
0

33
10
0

9
1
6

32
3
0

13

8

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
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
健康診断等
　　　 受検助成金

入会
手続き

退会
手続き

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（毎　月）1人につき1,000円

登録内容の
変更手続き
登録内容の
変更手続き

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。

◆共済給付申請について◆

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。

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。

チケット等の引換えは
2月1日（土） 10時からとなります。

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。各事業の支払方法

センターからのお知らせ

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: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●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

実 施 日
11月24日（日） 40名

参加人数

JAL工場＆東京タワー見学ツアー
実 施 日
11月15日（金） 60名

参加人数

第１６回理事長杯ボウリング大会
実 施 日
11月3日（日） 40名

参加人数

紅葉を楽しむ上州の旅
実 施 日
10月20日（日） 80名

参加人数

江ノ電鎌倉満喫の旅

実 施 日
12月8日（日） 44名

参加人数

婚活クリスマスパーティー

事業結果報告

新規会員をご紹介ください！
　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。

チケット郵送サービス（有料）について
サービスセンターでは，希望者に有料でチケット郵送サービスを
行っています。チケット代＋郵送代の振込みが必要となります。
ご希望される方は，事務局までご連絡ください。

2019年も多くの会員様に事業参加をいただき盛り上がりを見せました。2020年に付きましても会員の
皆様には，多くの事業に参加いただきますよう，スタッフ一同心よりお待ちしております。

カ
ッ
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ル
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立  
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組


