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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
〒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…673所  ■現会員数…2,074名
　　　　2020年1月31日現在
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申込期限：2020年 3月 15日（日）まで

2020年度事業予定

4月 御岳山ハイキング
6月 東京オペラシティ ウィーン少年合唱団公演観賞

ムーミンバレーパーク＆鉄道博物館

JAZZ＆クリスマスパーティー

7月 沿岸イルカウォッチング（銚子海洋研究所）銚子電鉄利用
9月 明治座「氷川きよし」特別公演観劇

JAL工場見学
お座トロ列車で行く渓谷紅葉と大内宿散策10月
はとバスタイアップ「オープンバスで極めるTOKYO夜景コース」11月

12月 東京ディズニーランド（パークファンパーティー）
1月 新春初詣＆初笑い

JAL工場見学

2月
3月

劇団四季「アナと雪の女王」観劇
いちご狩り＆喜多方ラーメン

5月 理事長杯ソフトボール大会 ※水戸市SCと合同事業
ハゼ釣り大会 ※水戸市SCと合同事業9月
婚活パーティー ※水戸市・小山市SCと合同事業

11月
ボジョレーヌーボを楽しむワイン列車

12月 JAZZ＆クリスマスパーティー
サンタのクリスマスプレゼント宅配サービス

理事長杯ボウリング大会

2月
3月

ライフアップセミナー
映画上映会
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東京ディズニーランド
（パークファンパーティー）

開催月 会報案内 事 業 名

No.95  掲載事業のお申込みについてNo.95  掲載事業のお申込みについて

申込方法：

申込結果：
個人情報の：
取り扱い

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。
３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。

※事業予定は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
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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

おとなの社会科見学ツアー

サンタさんのプレゼント宅配サービス

実 施 日
12月20日（金）

33名
参加人数

実 施 日
12月14日（土）

40名
参加人数

クリスマスＪＡＺＺパーティー

実 施 日
1月19日（日）

40名
参加人数

開運初詣ツアー

事業結果報告

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。

小学校・中学校の入学祝金について小学校・中学校の入学祝金について
2020年4月に小学校及び中学校にご入学
するお子様をお持ちの会員様は「入学祝金」
給付の対象となります。給付請求書に「入学通
知書の写し」又は「入学証明書」を添えて4月
1日以降にご請求ください。

センターからのお知らせ

◆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　4月～6月分　⇒　口座振替日　2020年4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
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出産祝金
成人祝金
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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
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◆

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
4月1日（水）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

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。

　12月24日（火）と25日（水）の2日間で9件の会員様宅を宅配サービスで訪問させてい
ただきました。日頃の感謝を込めて，なにか皆様に喜んで頂ける企画を提供したいと計画
いたしました。想像以上にお子様が喜び，また，その姿を見た家族の皆様も喜んで頂けた
心暖かまる企画となりました。

12月24日（火）・25（水）

9件
訪問件数

実 施 日
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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

4月26日（日）

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

開 催 日

通常価格

パワースポットの宝庫!! 御岳山ハイキングツアーパワースポットの宝庫!! 御岳山ハイキングツアー
新緑のロックガーデンを歩こう！昼食は大自然の中，お弁当を楽しめます。
サイボクハムでは，お買物及びご希望の方は入浴が出来ます。
新緑のロックガーデンを歩こう！昼食は大自然の中，お弁当を楽しめます。
サイボクハムでは，お買物及びご希望の方は入浴が出来ます。

行　　程

一般・大人（中学生以上） 6,900円
一般・小人（小学生以下） 5,900円

ワークプラザ勝田発（7:00）＝ひたちなか IC＝友部 SA（休憩 7:30 ～ 7:45）＝（圏央道）＝
菖蒲PA（休憩 9:00 ～ 9:15）＝青梅 IC＝御岳山ロックガーデンハイキング〔往復ケーブルカー利用
（10:30 ～ 14:00）〕＝青梅 IC＝狭山日高 IC＝サイボクハム（入浴等フリータイム 15:30 ～ 16:30）＝
狭山日高 IC＝千代田 PA（休憩 18:00 ～ 18:15）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（19:00 予定）

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

6月7日（日）

募集人数 40名（最少催行人員　25名）

開 催 日

会員・登録家族（21歳以上）　  11,500円　
登録家族（中学生以上20歳以下） 9,400円
登録家族（5歳以上小学生以下）　7,700円
（上記料金にはチケット代S席7,700円・U20チケット3,000円・有料プログラム・昼食代・交通費等含む）

一般（21歳以上） 　　　　　16,400円
一般（中学生以上20歳以下） 13,400円
一般（5歳以上小学生以下）　11,000円

参 加 費 通常価格

東京オペラシティ ウィーン少年合唱団
公演鑑賞ツアー
東京オペラシティ ウィーン少年合唱団
公演鑑賞ツアー
心癒される“天使の歌声” 世界的な人気と実力を誇る音楽大使が贈る夢のひととき
また，開催間近に迫った東京オリンピックメイン会場周辺の散策を
楽しみませんか。

心癒される“天使の歌声” 世界的な人気と実力を誇る音楽大使が贈る夢のひととき
また，開催間近に迫った東京オリンピックメイン会場周辺の散策を
楽しみませんか。

行　　程 ワークプラザ勝田発（7:00）＝ひたちなか IC＝守谷 SA（休憩 8:15 ～ 8:30）＝（首都高）＝
オリンピックスタジアム周辺散策 9:30～11:00＝京王プラザホテル『スーパーブッフェ　グラスコート』
（昼食11:30～ 13:00）＝東京オペラシティコンサートホール13:15（13:20開場14:00～ 16:00）16:30発＝
（首都高）＝守谷SA（休憩 18:00 ～ 18:15）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（19:30 予定）

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％

会員・登録家族（中学生以上） 4,800円　
登録家族（小学生以下）　　　 4,200円
（上記料金にはお弁当代・交通費等含む。また，入浴希望の方は各自負担となります。）　

参 加 費

※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。

曲目等詳細はジャパン・アーツホームページをご覧ください。
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会員のみ（※登録家族利用可）

配布枚数 １会員　４枚まで
１枚につき 1,000円

配布対象

割 引 額

2021年３月31日有効期限

配 布 日 ４月上旬よりなくなり次第終了

職域限定
ショッピングサイト
全福センター
社販マーケット

職域限定
ショッピングサイト
全福センター
社販マーケット

送料無料！
※沖縄県除く

※代引き手数料無料！

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

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
利用券の配布

見　本

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
ける割引券を無料配布します。

2020年4月15日，
東京ディズニーランドに
新しい夢の世界が
広がります。
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2020年5月17日（日）
※雨天時　5月24日（日）に延期

会　　場 水戸市田野市民運動場

対　　象 会員・登録家族（高校生以上）

競技方法 トーナメント方式
※参加チームが少ない場合はリーグ戦

チーム編成 会員事業所チーム・個人会員の連合チーム

開催日時

１チーム　6,000円（昼食12名分含む）参 加 費

2,000円⇒

あっせん枚数 200枚（1会員2枚）

額 面 額

第12回ソフトボール大会第12回ソフトボール大会

共同事業 （一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター

日頃の運動不足解消に，打って！走って！守って！さわやかな汗をかき，絆を深めよう！
多くの皆様の参加を心よりお待ちしています。
日頃の運動不足解消に，打って！走って！守って！さわやかな汗をかき，絆を深めよう！
多くの皆様の参加を心よりお待ちしています。

全国の加盟店で使えるカードです。
この機会にお気に入りの一冊を !!
そして，進学・進級の準備にお役立てください。

全国の加盟店で使えるカードです。
この機会にお気に入りの一冊を !!
そして，進学・進級の準備にお役立てください。

常夏の楽園を思いっきり，楽しもう。常夏の楽園を思いっきり，楽しもう。

趣味，進学・進級応援企画趣味，進学・進級応援企画

図書カードNEXTあっせん

利用施設 福島県　スパリゾートハワイアンズ

スパリゾートハワイアンズ入場券（年間利用分）

3,500円⇒

有効期限 2021年3月31日まで
※大人・小人同額
※有料施設別料金

55周年のテーマは，「ビッグ・スマイル！」。55周年のテーマは，「ビッグ・スマイル！」。

1,960枚（1会員8枚まで）募 集 数

入 場 券 会員価格  700円
（今回申込み限定価格）

あっせん価格　1,500円

通常会員価格 750円
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北海道のうまいもん特集  ～予約制～
うまいもんと満開のさくらで春気分‼

ホテルクリスタルパレス（℡ 029-273-7711）
☆屋台料理［チケット制］ ＋ フリードリンク

開催日時 3月28日（土）～4月2日（木）の
毎日 18:30～20:30（受付18:00）

場　　所

通常　
大人  6,000円（税込，中学生以上）⇒会員価格　5,000円
小人  3,000円（税込，小学生）　　⇒会員価格　2,500円
各日20枚（1会員　合計5枚まで）

アルゼンチン・タンゴコンサート
～世界のタンゴ～ Vol.37

アルゼンチン・タンゴコンサート
～世界のタンゴ～ Vol.37

森山良子コンサートツアー2020～2021森山良子コンサートツアー2020～2021

島津亜矢コンサート2020島津亜矢コンサート2020島津亜矢コンサート2020坂本冬美コンサート2020坂本冬美コンサート2020

５月29日（金）
開演16:30（開場16:00）

日　　時

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　6,800円⇒会員価格　5,800円
料　　金

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

販売枚数

６月24日（水）
昼の部　
開演14:00（開場13:30）
夜の部　
開演18:00（開場17:30）

日　　時

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

Ｓ席　7,200円
⇒会員価格　5,000円

料　　金

昼夜各20枚（１会員　２枚まで）販売枚数
販売枚数

7月5日（日）
開演16:00（15:30開場）

日　　時

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　一般　6,800円
⇒会員価格　5,200円

20枚（１会員　２枚まで）

料　　金

６月６日（土）
開演15:00（開場14:30）

日　　時

ザ・ヒロサワ・シティ会館  小ホール
（茨城県立県民文化センター）

場 　 所

全席指定　4,800円
⇒会員価格　4,300円

料　　金

20枚（１会員　２枚まで） ※未就学児入場不可
販売枚数

幼少の頃より数々のグランプリを手にした「えん歌の申し子」。幼少の頃より数々のグランプリを手にした「えん歌の申し子」。

演奏予定曲　さとうきび畑，涙そうそう，禁じられた恋 他演奏予定曲　さとうきび畑，涙そうそう，禁じられた恋 他
演奏予定曲　エル・チョクロ，パリのカナロ，ラ・クンパルシータ 他演奏予定曲　エル・チョクロ，パリのカナロ，ラ・クンパルシータ 他

ホテルクリスタルパレス  第27回さくらまつりチケット販売ホテルクリスタルパレス  第27回さくらまつりチケット販売ホテルクリスタルパレス  第27回さくらまつりチケット販売
引換期間：3/20～3/25  当選者へは☎連絡いたします。

チケット
販売価格

菅原 洋一菅原 洋一

チコス・デ・パンパチコス・デ・パンパ

賑やかな
縁日風の屋台，
楽しい芸能の

オンステージ有り！

賑やかな
縁日風の屋台，
楽しい芸能の

オンステージ有り！
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お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

都内出張やご旅行にご活用ください。都内出張やご旅行にご活用ください。

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。
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。

高速バス回数乗車券販売高速バス回数乗車券販売

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

映画鑑賞チケット（上期分）映画鑑賞チケット（上期分）

利用可能施設 TOHOシネマズひたちなか，水戸内原　他

映画観賞券 1,900円⇒会員価格　1,100円

募 集 数 1,500枚（1会員4枚まで）

有効期限 2020年9月30日まで

利用施設 那珂市　北投の湯　なか健康センター

入 場 券 1セット3枚綴り　5,610円⇒会員価格　3,500円

募 集 数 100セット（1会員1セットまで）

有効期限 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。

利用施設
埼玉県
東武動物公園

入 場 券
5,100円⇒
会員価格　1,100円

募 集 数 400枚（1会員5枚まで）

有効期限 2021年3月31日まで

利用施設
大洗町
アクアワールド大洗

入 場 券
大　　人　　2,000円⇒会員価格　1,300円
小・中学生　　900円⇒会員価格　　600円
幼児（3歳以上） 300円⇒会員価格　　200円

募 集 数 300枚（1会員6枚まで）

有効期限 無期限

回 数 券 4,200円⇒会員価格　3,200円

募 集 数 100セット（1会員1セットまで（1セット11回分））

有効期限 無期限

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） アクアワールド大洗入場券

（上期分）
アクアワールド大洗入場券
（上期分）

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

※ご利用にあたっての詳しいご確認は
　茨城交通（株）勝田営業所まで

TEL 029-272-7311（8：30～18：00）

◆ 車内座席：先着順（座席定員制）
　 ※予約制ではありません。
◆ 定価　4,100円⇒会員価格　3,600円
◆ 200セット（1会員2セットまで）

◆ 車内座席：先着順（座席定員制）
　 ※予約制ではありません。
◆ 定価　4,100円⇒会員価格　3,600円
◆ 200セット（1会員2セットまで）

勝田・東海線
片道2,300円区間２枚綴り
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ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（上期分）
ホテルニュー白亜紀

温泉入浴補助券（上期分）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

ゴルフ利用補助券（上期分）ゴルフ利用補助券（上期分）

スパリゾートハワイアンズ入場券特価販売スパリゾートハワイアンズ入場券特価販売スパリゾートハワイアンズ入場券特価販売

300枚
（売切れ次第終了）

販売枚数

2020年3月31日までチケット有効期限

会　員　※登録家族利用可配布対象

150セット（1会員　1セットまで（6枚綴り））配 布 数

基本入浴料より200円引き補 助 額

2020年9月30日まで有効期限

会　員　※登録家族利用可配布対象

140セット（1会員　1セットまで（3枚綴り））配 布 数

協定料金より1,000円引き補 助 額

2020年9月30日まで有効期限

基　本
入浴料

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 夜の部桂ヶ丘カントリークラブ グランドスラムカントリークラブ

マナゴルフクラブ うぐいすの森ゴルフクラブ水戸

日立高鈴ゴルフ倶楽部

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

勝田ゴルフ倶楽部 ゴルフ倶楽部セブンレイクス

提携ゴルフ場のご案内 （順不同）

◎カテゴリー２
　前売価格　4,500円⇒会員価格　3,000円（大人・小人同額）
◎サポーターズシート（大人）
　前売価格　2,400円⇒会員価格　1,500円
◎サポーターズシート（小中高）
　前売価格　1,500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）

NIPPON STEEL
ゲート

1 ゲート

6 ゲート 5 ゲート

ホームサポーターズシートカテゴリー２

鹿島アントラーズホームゲーム　5月・6月観戦チケット鹿島アントラーズホームゲーム　5月・6月観戦チケット

取扱い
チケット

開　催　日対戦カード キックオフ

5/17（日）川崎フロンターレ 14:00
5/23（土）北海道コンサドーレ札幌
6/13（土）ベガルタ仙台

5/13（水）FC東京 19:00

18:30
6/27（土）横浜F・マリノス 19:00

15:00

期間
限定

日頃のご愛顧に感謝し，3月1日から31日までの期間限定で，スパリゾートハワイアンズの入場券を特別価格にて販売いたします。日頃のご愛顧に感謝し，3月1日から31日までの期間限定で，スパリゾートハワイアンズの入場券を特別価格にて販売いたします。

通常販売価格　750円⇒400円

スパリゾートハワイアンズ創業55周年記念
悠健クラブ会員様限定特典ウォータースライダー特別価格券を進呈いたします。
（有効期限2020年3月31日まで，なくなり次第終了）
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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

4月26日（日）

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

開 催 日

通常価格

パワースポットの宝庫!! 御岳山ハイキングツアーパワースポットの宝庫!! 御岳山ハイキングツアー
新緑のロックガーデンを歩こう！昼食は大自然の中，お弁当を楽しめます。
サイボクハムでは，お買物及びご希望の方は入浴が出来ます。
新緑のロックガーデンを歩こう！昼食は大自然の中，お弁当を楽しめます。
サイボクハムでは，お買物及びご希望の方は入浴が出来ます。

行　　程

一般・大人（中学生以上） 6,900円
一般・小人（小学生以下） 5,900円

ワークプラザ勝田発（7:00）＝ひたちなか IC＝友部 SA（休憩 7:30 ～ 7:45）＝（圏央道）＝
菖蒲PA（休憩 9:00 ～ 9:15）＝青梅 IC＝御岳山ロックガーデンハイキング〔往復ケーブルカー利用
（10:30 ～ 14:00）〕＝青梅 IC＝狭山日高 IC＝サイボクハム（入浴等フリータイム 15:30 ～ 16:30）＝
狭山日高 IC＝千代田 PA（休憩 18:00 ～ 18:15）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（19:00 予定）

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

6月7日（日）

募集人数 40名（最少催行人員　25名）

開 催 日

会員・登録家族（21歳以上）　  11,500円　
登録家族（中学生以上20歳以下） 9,400円
登録家族（5歳以上小学生以下）　7,700円
（上記料金にはチケット代S席7,700円・U20チケット3,000円・有料プログラム・昼食代・交通費等含む）

一般（21歳以上） 　　　　　16,400円
一般（中学生以上20歳以下） 13,400円
一般（5歳以上小学生以下）　11,000円

参 加 費 通常価格

東京オペラシティ ウィーン少年合唱団
公演鑑賞ツアー
東京オペラシティ ウィーン少年合唱団
公演鑑賞ツアー
心癒される“天使の歌声” 世界的な人気と実力を誇る音楽大使が贈る夢のひととき
また，開催間近に迫った東京オリンピックメイン会場周辺の散策を
楽しみませんか。

心癒される“天使の歌声” 世界的な人気と実力を誇る音楽大使が贈る夢のひととき
また，開催間近に迫った東京オリンピックメイン会場周辺の散策を
楽しみませんか。

行　　程 ワークプラザ勝田発（7:00）＝ひたちなか IC＝守谷 SA（休憩 8:15 ～ 8:30）＝（首都高）＝
オリンピックスタジアム周辺散策 9:30～11:00＝京王プラザホテル『スーパーブッフェ　グラスコート』
（昼食11:30～ 13:00）＝東京オペラシティコンサートホール13:15（13:20開場14:00～ 16:00）16:30発＝
（首都高）＝守谷SA（休憩 18:00 ～ 18:15）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（19:30 予定）

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％

会員・登録家族（中学生以上） 4,800円　
登録家族（小学生以下）　　　 4,200円
（上記料金にはお弁当代・交通費等含む。また，入浴希望の方は各自負担となります。）　

参 加 費

※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。

曲目等詳細はジャパン・アーツホームページをご覧ください。

7

会員のみ（※登録家族利用可）

配布枚数 １会員　４枚まで
１枚につき 1,000円

配布対象

割 引 額

2021年３月31日有効期限

配 布 日 ４月上旬よりなくなり次第終了

職域限定
ショッピングサイト
全福センター
社販マーケット

職域限定
ショッピングサイト
全福センター
社販マーケット

送料無料！
※沖縄県除く

※代引き手数料無料！

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

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
利用券の配布

見　本

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
ける割引券を無料配布します。

2020年4月15日，
東京ディズニーランドに
新しい夢の世界が
広がります。
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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

おとなの社会科見学ツアー

サンタさんのプレゼント宅配サービス

実 施 日
12月20日（金）

33名
参加人数

実 施 日
12月14日（土）

40名
参加人数

クリスマスＪＡＺＺパーティー

実 施 日
1月19日（日）

40名
参加人数

開運初詣ツアー

事業結果報告

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。

小学校・中学校の入学祝金について小学校・中学校の入学祝金について
2020年4月に小学校及び中学校にご入学
するお子様をお持ちの会員様は「入学祝金」
給付の対象となります。給付請求書に「入学通
知書の写し」又は「入学証明書」を添えて4月
1日以降にご請求ください。

センターからのお知らせ

◆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　4月～6月分　⇒　口座振替日　2020年4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

5
5
1

25
8
5

10
0
8

48
6
0

49

192

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
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◆

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
4月1日（水）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

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。

　12月24日（火）と25日（水）の2日間で9件の会員様宅を宅配サービスで訪問させてい
ただきました。日頃の感謝を込めて，なにか皆様に喜んで頂ける企画を提供したいと計画
いたしました。想像以上にお子様が喜び，また，その姿を見た家族の皆様も喜んで頂けた
心暖かまる企画となりました。

12月24日（火）・25（水）

9件
訪問件数

実 施 日


