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2020年 9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…658所  ■現会員数…2,079名
　　　　令和2年7月31日現在編集・発行
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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。
9月下旬に，申込結果通知（抽選結果）をご郵送致します。
お預かりしました個人情報は，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き換え等は結果通知をご覧ください。
※ツアー及びイベント等については今後の状況により，中止または延期となる可能性がございます。

申込方法：

申込結果：
個人情報の：
取り扱い

申込期限：2020年 9月 15日（火）まで

ムーミンバレーパーク
  ＆川越散策バスツアー

取扱旅行業者

2020年11月14日（土）

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

開 催 日

行　　程

会員・登録家族（中学生以上）　3,000円　
登録家族（4歳以上小学生以下） 2,000円
登録家族（3歳以下）　　　　 　1,000円
一般・大人（中学生以上）　　　   6,000円
一般・小人（4歳以上小学生以下） 5,500円
一般・小人（3歳以下）　　　　　 4,500円
（上記料金には入場料及び交通費を含みます。
　昼食代及びムーミンバレーパーク有料施設は，旅行代金には含まれておりません。）
※ムーミンバレーパーク有料施設は別途有料施設共通チケットが必要となります。

参 加 費

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）＝狭山日高 IC＝ムーミンバレーパーク（10:00－13:00）（自由昼食含む）＝
サイボクハム（自由散策 13:30－14:10）＝小江戸・川越（自由散策 14:40－16:00）＝川島 IC＝
（圏央道）＝谷田部東 PA（休憩 17:20－17:35）＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（18:40 頃）

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～金曜日  9:10～18:10  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：岩下  渡　担当：永島  和之
　○ 茨城県知事登録旅行業第2－594号

通常価格
通常価格
通常価格

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。

ムーミンバレーパーク

ようこそ自然に満ちた物語の世界へ

★道路状況により到着時間の変動がございます。ご了承ください。
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大人から子どもまで楽しめる♪ 自分へご褒美！
『母畑温泉と袋田の旅』日帰りバスツアー
大人から子どもまで楽しめる♪ 自分へご褒美！
『母畑温泉と袋田の旅』日帰りバスツアー
毎日頑張っている自分に！プロが選ぶ日本のホテル・旅館１００選で上位にランクインしている
八幡屋での優雅なひと時に，そして紅葉の見頃を迎える袋田の滝に心を癒されてください！
毎日頑張っている自分に！プロが選ぶ日本のホテル・旅館１００選で上位にランクインしている
八幡屋での優雅なひと時に，そして紅葉の見頃を迎える袋田の滝に心を癒されてください！

10月31日（土） 募集人数 ４0名（最少催行人員　30名）開 催 日

会員・登録家族（小学3年生以上）6,000円
登録家族（小学2年生以下）　　　4,300円
一般・大人（小学3年生以上）　　9,000円
一般・小人（小学2年生以下）　　7,300円
（上記料金には交通費・昼食代・入浴料（フェイスタオル含む）・りんご園入場料を含みます。）
※昼食メニューは活アワビ膳コースとなります。
※昼食は小学2年生以下はお子様メニューになります。
※料理写真はイメージです。お料理内容や器などは季節により変更になりますので，予めご了承ください。

参 加 費

行　　程 ワークプラザ勝田発（7:30）＝日立南太田 IC＝中郷 SA（休憩 8:30 ～ 8:50）＝小野 IC
＝母畑温泉・八幡屋〈入浴・昼食〉（10:10 ～ 12:50）＝袋田の滝〈見学〉（14:20 ～ 15:50）
＝大子町内りんご園〈りんご狩り〉（16:00 ～ 16:40）＝一般道＝ワークプラザ勝田着（18:00 頃）
★道路状況により到着時間の変動がございます。ご了承ください。

芦ノ牧温泉  日帰り入浴と大内宿散策＆りんご狩り芦ノ牧温泉  日帰り入浴と大内宿散策＆りんご狩り
芦ノ牧温泉大川荘で贅沢なお食事と出湯の恵みを浴びながら，毎日頑張る自分の心と体をねぎらい，
人気観光スポット「大内宿」の家並みを散策，がぶりガーデンでりんご狩りをお楽しみください！
芦ノ牧温泉大川荘で贅沢なお食事と出湯の恵みを浴びながら，毎日頑張る自分の心と体をねぎらい，
人気観光スポット「大内宿」の家並みを散策，がぶりガーデンでりんご狩りをお楽しみください！

11月28日（土） 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）　　  8,700円 
登録家族（４歳以上小学生以下）　  7,500円
登録家族（３歳以下）　　　　　　  6,400円
一般・大人（中学生以上）　　　   11,700円
一般・小人（４歳以上小学生以下）10,500円
一般・小人（３歳以下）　 　　　    9,400円
（上記料金には交通費・昼食代・入浴料（バスタオル・フェイスタオル含む）・
がぶりガーデン入場料（30分間食べ放題）を含みます。）
☆料理写真はイメージです。お料理内容や器などは季節により変更になりますので，予めご了承ください。
☆ご昼食は小学生 / 子ども膳　3歳から未就学児 / お子様ランチになります。　

参 加 費

行　　程 ワークプラザ勝田発（7:30）＝日立南太田 IC＝【常磐道・磐越道：途中休憩２か所（予定）】＝会津若松 IC　
＝芦ノ牧温泉・大川荘〈昼食・入浴〉(11:10 ～ 13:00) ＝大内宿〈散策〉（13:30 ～ 14:30）
＝がぶりガーデン〈りんご狩り〉（15:10 ～ 15:50）＝会津若松 IC＝
【磐越道・常磐道：途中休憩２か所（予定）】＝日立南太田 IC＝ワークプラザ勝田着（19:00頃）
★道路状況により到着時間の変動がございます。ご了承ください。

りんご1Kg
お土産付き
りんご1Kg
お土産付き

※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。

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％

取扱旅行業者 株式会社ツアーサービス
　〇 ひたちなか市馬渡1247（営業日時：月曜日～金曜日　9:30～17:30　土・日・祝日は休業）
　〇 TEL029-303-7080　FAX029-303-7089
　〇 総合旅行業務取扱管理者：黒澤　寿方　担当：黒澤　寿方 　　〇 茨城県知事登録旅行業第3 －584号

取扱旅行業者 茨城交通（株）　勝田営業所
　〇 ひたちなか市東石川3158-2（営業日時：月曜日～金曜日　9:10～18:10　土・日・祝日は休業）
　〇 TEL029-276-2233　FAX029-276-2587
　〇 総合旅行業務取扱管理者：岩下　渡　担当：永島  和之　　〇 茨城県知事登録旅行業第2－594号
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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しています。 
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しています。 

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。

会員のみ  ※登録家族利用可

1会員　4枚まで（無料）年間
１枚につき 1,000円
2021年3月31日まで 

ワークプラザ勝田　窓口  ※なくなり次第終了となります。

見　本

ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（下期分）
ホテルニュー白亜紀

温泉入浴補助券（下期分） 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（下期分）ゴルフ利用補助券（下期分）

基　本
入浴料

大　人

入浴時間

500円
（休日・休前日は700円）

※状況により営業時間等変更になる場合がございます。
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

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）

配布対象

配布枚数

割 引 額

有効期限

配布場所

発行日より 3 年間 

※申込者多数の場合は抽選になります。
※カードの有効期限経過後は、無効となり、残高の払い戻しはいたしません。
※デザインは変更になる場合がございます。デザインは選べません。

100 枚（会員一人につき  1枚まで） 

有効期限

枚　　数

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〉）

配布対象

配 布 数

基本入浴料より 200円引き

2021年3月31日まで

補 助 額

有効期限

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〉）

配布対象

募 集 数

協定料金より 1,000円引き

2021年3月31日まで

補 助 額

有効期限

ユニクロギフトカードユニクロギフトカード ユニクロギフトカードは，全国のユニクロ店舗
またはオンラインストアでご利用頂けます。
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はたらく男女のふれあいＳＴＯＲＹはたらく男女のふれあいＳＴＯＲＹ

健康診断等の給付健康診断等の給付
会員（本人）のみ

①各自が医療機関にて健康診断等を受けてください。※どこの医療機関で受診しても結構です。
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カ月以内に「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にご持参ください。

年度内１回

※予防接種及び健康診断等の給付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。
※上記の補助及び給付に関する申請は，受診後速やかに領収書を添えて年度内手続きにご協力をお願いいたします。
　窓口受付は，毎月28日までとし，翌月15日以降のお支払いとなります。予めご承知ください。

利用対象
人間ドック・脳ドックなど個人負担が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。

給 付 額

利用回数

請求方法

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

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カ月以内に「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にご持参ください。
※市町村によるインフルエンザ予防接種の公費助成と併用可

年度内１回利用対象
上限1,300円とし，領収書に記載された金額を超えての給付はできません。給 付 額

利用回数

請求方法

11月８日（日）受付13:00～  開会13:30～16:30

会員及び登録家族 ・ 一般の方（３０歳～４５歳までの独身の方）
開 催 日 ワークプラザ勝田  大会議室（定員150名）会 　 場

対 　 象
30名（男性１５名　女性１５名）※申込多数の場合は抽選となります。募集人数
会員・登録家族  （男性）1,000円  （女性）　500円　　
一般参加者　　  （男性）1,500円  （女性）1,000円　（お菓子・飲み物をご用意します。）

参 加 費

★ご対面タイム　★3分間二人でトークタイム（透明シート越しでのトーク） ★フリータイム
★お楽しみ抽選会（参加者全員にプレゼントをご用意しております） ★カップル発表

主な内容

自由服 　 装

補助事業のご案内

今回は一味違った内面重視型婚活スタイル！ マスクｄｅ婚活開催!!!今回は一味違った内面重視型婚活スタイル！ マスクｄｅ婚活開催!!!

運命の出会いは，いつどこで訪れるかわかりません。
はじめて婚活される方・トークが苦手な方まずはアクションを!!
３時間という短い時間の中で相手を知りカップルになるのはとても難しいもの，
“お友達からスタート”でも出会いのツールとしてご参加してみてはいかがでしょうか？
真剣な思いを持った方，会員様のお知り合いの方でも結構です，ぜひお気軽にお申し込みください !

2020年10月25日（日） 申込期限
ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター　℡029-271-0520
※３密を避けるため１５０名収容の広々とした大会議室の中で，常時換気している空間で行います！
　最初のご対面タイム以外はすべてのイベントタイムでマスク着用となります！（マスク持参）

問合せ先

昨年のパーティーに参加した先輩からのメッセージ
昨年のイベントに参加した際に縁ができた方と，今年無事に結婚することになりました。主催者の皆様には心より感謝
を申し上げます。会場の雰囲気は，落ち着いていて会話をしやすく，また人数も少な過ぎず，多過ぎずとちょうどよく
気になった方と再び話をしたいときに，声をかけやすい規模でした。
これから参加する人に一言，とにかく会話をすることが大事です。恥ずかしがったり，悩んだりする暇があったらとに
かく声をかけて，お相手の印象に残るようにアピールして下さい。

♡June brideで結ばれたお二人，心よりお祝い申し上げます！末永くお幸せに♡

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。

マスク
de

婚活2020

マスク
de

婚活2020
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利用期限 ： 2020年9月１日（火）～2020年10月３1日（土）
会員番号，氏名を記入し店舗でお会計の際にご提出ください。

（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

会員番号 ：

会員氏名 ：

お会計
１,０００円（税込）ごとに
1枚利用できます。

コピー不可

¥500¥500

利用期限 ： 2020年9月１日（火）～2020年10月３1日（土）
会員番号，氏名を記入し店舗でお会計の際にご提出ください。

（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

会員番号 ：

会員氏名 ：

お会計
１,０００円（税込）ごとに
1枚利用できます。¥500¥500

コピー不可
キリトリ線

遠藤
米穀店

歩道橋

至市毛交差点

本町

コンビニ

勝田駅

西口

勝
田
駅

共栄町

元町

市営
駐車場

東
口

江戸屋
菓子店

勝田駅入口

勝
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駅

共栄町

元町

市営
駐車場

東
口

米匠
ふる市

勝田駅入口

至
那
珂
湊
漁
港

那珂湊駅

桔梗屋
本舗

湊本町

秋のバラエティクーポン秋のバラエティクーポン
食欲の秋！　秋といったら新米が食べたい！　スイーツも食べたい！食欲の秋！　秋といったら新米が食べたい！　スイーツも食べたい！

ひたちなか市武田1255-26所 在 地

029-272-4325電 　 話

日曜日定 休 日

8:30～18:00営業時間

２台駐 車 場

遠藤米穀店遠藤米穀店 お買い上げ2,000円から
無料で配達いたします。

ひたちなか市元町6-8所 在 地

029-272-3825電 　 話

火曜日定 休 日

9:00～18:00営業時間

近隣の市営駐車場
をご利用ください。

駐 車 場

㈲江戸屋菓子店㈲江戸屋菓子店
おすすめは当店一番人気のアーモンドのクッ
キー「瓦作部」（かわらつくりべ）です。
また、春夏秋冬それぞれの季節に合わせた練り
切り等の上生菓子も好評頂いてます。

ひたちなか市元町8-9所 在 地

029-272-2967電 　 話

土・日・祭日定 休 日

10:00～18:00営業時間

有 ２台駐 車 場

米匠  ふる市米匠  ふる市 五ツ星お米マイスターが精米した
常陸太田産こしひかりをお楽しみ下さい。

ひたちなか市東本町10-1所 在 地

029-262-4561電 　 話

日曜・祝日定 休 日

9:00～18:00営業時間

有 １台駐 車 場

桔梗屋  本舗桔梗屋  本舗 全国菓子大博覧会金賞受賞の
なかみなとマドレーヌをご賞味ください！

サービスセンター会員様限定！

２０20年 9月１日（火）～10月３1日（土）利用期間

本誌５ページの秋のバラエティクーポン５００円券２枚を切り取り，会員番号・氏名を記入し
お会計の際にご提出ください。お買上げ1,000円（税込）ごとに，１枚ご利用できます。
◇お買上げ2,000円（税込み）以上で２枚同時にご利用する事もできます。
※商品や料金等の詳細はお店にお問い合わせ下さい。

利用方法

会員・登録家族対　　象

お得なクーポンを使っておいしいものを食べて秋も頑張っていきましょう！ 
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※本券利用はサービスセンター会員及び登録家
　族に限る。　
※利用期限を過ぎたものや，会員番号，氏名の
　記入がないものは無効です。
※１回のお買物が2,000円以上の場合，クーポン
　500円券２枚を同時にご使用できます。

【秋のバラエティクーポンご利用上の注意】

◎遠藤米穀店　　　　　 ◎米匠　ふる市
◎（有）江戸屋菓子店　　◎桔梗屋 本舗

【取扱店舗】（会報誌掲載４店舗）

大切な人に届け！大作戦   ピンクリボンウォーク ㏌ ひたちなか
2020健康増進事業

2021年3月31日までの有効期限となる高速バス回数乗車券を追加販売いたします。2021年3月31日までの有効期限となる高速バス回数乗車券を追加販売いたします。

高速バス回数乗車券販売高速バス回数乗車券販売

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

開 催 日 令和２年10月11日（日）

開催時間 9:30～12:30

集合場所 ひたちなか市総合運動公園
レクリエーション広場

コ ー ス 国営ひたち海浜公園 参加資格 どなたでも

募 　 集 200名 参 加 料 無料

お問合せ先 ひたちなか市総合運動公園
TEL 029-273-9370

申込方法 電話または，HPによる申し込み

申 込 み 9月12日（土）～

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（下期分）

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（下期分）

※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  TEL029-272-7311（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　◆30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　◆30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

※有効期限：2021年3月31日まで（約6か月）

受　付   9:30～10:00
開会式 10:00～10:15
ウォーキング 10:15～12:00

お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

※人数制限が設定されている場合がございますので，
　ご利用の際は予め施設へご確認をしていただきます
　ようお願いいたします。

映画 『縄文にハマる人々』 ＆ トークイベント 『堀江 武史』映画 『縄文にハマる人々』 ＆ トークイベント 『堀江 武史』映画 『縄文にハマる人々』 ＆ トークイベント 『堀江 武史』

2020年１１月8日（日）
場 　 所 ひたちなか市文化会館　小ホール
開 催 日

開演 12:00～14:00（約２時間）◆開場 11:30
休憩 14:00～14:15
トークショー 14:15～14：40料　　金 一般（当日）　　 1,400円

⇒会員価格　800円
小中高生（当日）　800円
⇒会員価格　700円
※全席自由席になります

募 集 数 各20枚　※未就学児入場不可 主催
公益財団法人　ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
（ひたちなか市文化会館・ひたちなか市埋蔵文化財調査センター）
有限会社　茨城映画センター

公社
自主事業

公社
自主事業

※本券利用はサービスセンター会員及び登録家
　族に限る。　
※利用期限を過ぎたものや，会員番号，氏名の
　記入がないものは無効です。
※１回のお買物が2,000円以上の場合，クーポン
　500円券２枚を同時にご使用できます。

【秋のバラエティクーポンご利用上の注意】

◎遠藤米穀店　　　　　 ◎米匠　ふる市
◎（有）江戸屋菓子店　　◎桔梗屋 本舗

【取扱店舗】（会報誌掲載４店舗）

お申し込みはこちら▶

１回目

２回目 開演 14:50～16:50（約２時間）
◆開場はトークショー後入替え予定

時　　間
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大人から子どもまで楽しめる♪ 自分へご褒美！
『母畑温泉と袋田の旅』日帰りバスツアー
大人から子どもまで楽しめる♪ 自分へご褒美！
『母畑温泉と袋田の旅』日帰りバスツアー
毎日頑張っている自分に！プロが選ぶ日本のホテル・旅館１００選で上位にランクインしている
八幡屋での優雅なひと時に，そして紅葉の見頃を迎える袋田の滝に心を癒されてください！
毎日頑張っている自分に！プロが選ぶ日本のホテル・旅館１００選で上位にランクインしている
八幡屋での優雅なひと時に，そして紅葉の見頃を迎える袋田の滝に心を癒されてください！

10月31日（土） 募集人数 ４0名（最少催行人員　30名）開 催 日

会員・登録家族（小学3年生以上）6,000円
登録家族（小学2年生以下）　　　4,300円
一般・大人（小学3年生以上）　　9,000円
一般・小人（小学2年生以下）　　7,300円
（上記料金には交通費・昼食代・入浴料（フェイスタオル含む）・りんご園入場料を含みます。）
※昼食メニューは活アワビ膳コースとなります。
※昼食は小学2年生以下はお子様メニューになります。
※料理写真はイメージです。お料理内容や器などは季節により変更になりますので，予めご了承ください。

参 加 費

行　　程 ワークプラザ勝田発（7:30）＝日立南太田 IC＝中郷 SA（休憩 8:30 ～ 8:50）＝小野 IC
＝母畑温泉・八幡屋〈入浴・昼食〉（10:10 ～ 12:50）＝袋田の滝〈見学〉（14:20 ～ 15:50）
＝大子町内りんご園〈りんご狩り〉（16:00 ～ 16:40）＝一般道＝ワークプラザ勝田着（18:00 頃）
★道路状況により到着時間の変動がございます。ご了承ください。

芦ノ牧温泉  日帰り入浴と大内宿散策＆りんご狩り芦ノ牧温泉  日帰り入浴と大内宿散策＆りんご狩り
芦ノ牧温泉大川荘で贅沢なお食事と出湯の恵みを浴びながら，毎日頑張る自分の心と体をねぎらい，
人気観光スポット「大内宿」の家並みを散策，がぶりガーデンでりんご狩りをお楽しみください！
芦ノ牧温泉大川荘で贅沢なお食事と出湯の恵みを浴びながら，毎日頑張る自分の心と体をねぎらい，
人気観光スポット「大内宿」の家並みを散策，がぶりガーデンでりんご狩りをお楽しみください！

11月28日（土） 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）　　  8,700円 
登録家族（４歳以上小学生以下）　  7,500円
登録家族（３歳以下）　　　　　　  6,400円
一般・大人（中学生以上）　　　   11,700円
一般・小人（４歳以上小学生以下）10,500円
一般・小人（３歳以下）　 　　　    9,400円
（上記料金には交通費・昼食代・入浴料（バスタオル・フェイスタオル含む）・
がぶりガーデン入場料（30分間食べ放題）を含みます。）
☆料理写真はイメージです。お料理内容や器などは季節により変更になりますので，予めご了承ください。
☆ご昼食は小学生 / 子ども膳　3歳から未就学児 / お子様ランチになります。　

参 加 費

行　　程 ワークプラザ勝田発（7:30）＝日立南太田 IC＝【常磐道・磐越道：途中休憩２か所（予定）】＝会津若松 IC　
＝芦ノ牧温泉・大川荘〈昼食・入浴〉(11:10 ～ 13:00) ＝大内宿〈散策〉（13:30 ～ 14:30）
＝がぶりガーデン〈りんご狩り〉（15:10 ～ 15:50）＝会津若松 IC＝
【磐越道・常磐道：途中休憩２か所（予定）】＝日立南太田 IC＝ワークプラザ勝田着（19:00頃）
★道路状況により到着時間の変動がございます。ご了承ください。

りんご1Kg
お土産付き
りんご1Kg
お土産付き

※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。

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％

取扱旅行業者 株式会社ツアーサービス
　〇 ひたちなか市馬渡1247（営業日時：月曜日～金曜日　9:30～17:30　土・日・祝日は休業）
　〇 TEL029-303-7080　FAX029-303-7089
　〇 総合旅行業務取扱管理者：黒澤　寿方　担当：黒澤　寿方 　　〇 茨城県知事登録旅行業第3 －584号

取扱旅行業者 茨城交通（株）　勝田営業所
　〇 ひたちなか市東石川3158-2（営業日時：月曜日～金曜日　9:10～18:10　土・日・祝日は休業）
　〇 TEL029-276-2233　FAX029-276-2587
　〇 総合旅行業務取扱管理者：岩下　渡　担当：永島  和之　　〇 茨城県知事登録旅行業第2－594号
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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しています。 
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しています。 

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。

会員のみ  ※登録家族利用可

1会員　4枚まで（無料）年間
１枚につき 1,000円
2021年3月31日まで 

ワークプラザ勝田　窓口  ※なくなり次第終了となります。

見　本

ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（下期分）
ホテルニュー白亜紀

温泉入浴補助券（下期分） 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（下期分）ゴルフ利用補助券（下期分）

基　本
入浴料

大　人

入浴時間

500円
（休日・休前日は700円）

※状況により営業時間等変更になる場合がございます。
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

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）

配布対象

配布枚数

割 引 額

有効期限

配布場所

発行日より 3 年間 

※申込者多数の場合は抽選になります。
※カードの有効期限経過後は、無効となり、残高の払い戻しはいたしません。
※デザインは変更になる場合がございます。デザインは選べません。

100 枚（会員一人につき  1枚まで） 

有効期限

枚　　数

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〉）

配布対象

配 布 数

基本入浴料より 200円引き

2021年3月31日まで

補 助 額

有効期限

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〉）

配布対象

募 集 数

協定料金より 1,000円引き

2021年3月31日まで

補 助 額

有効期限

ユニクロギフトカードユニクロギフトカード ユニクロギフトカードは，全国のユニクロ店舗
またはオンラインストアでご利用頂けます。
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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　10月～12月分　⇒　口座振替日　2020年10月26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

0
2
0

79
16
0

22
60
8

84
6
0

3

0

項目
共済給付状況
（6・7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　10月1日（木） 10時からとなります。

※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。

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

※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。

はっぴいで販売しましたチケット有効期限の変更のご案内

〒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

受付時間が状況により変更と
なる場合がございます。

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

TOHOシネマズ映画観賞券
2020年3月31日まで 2020年11月30日
2020年9月30日まで 2020年11月30日

東武動物公園ハッピーフリーパス 2020年3月31日まで 2020年12月31日
スパリゾートハワイアンズ 2021年3月31日まで 2021年  6月30日

※上記チケットご利用の際，ご予約・営業内容について各公式ホームページをご確認ください。

有効期限を延長するチケット チケットに記載の有効期限 延長された有効期限

8月現在


