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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…647所  ■現会員数…2,065名
　　　　2020年9月30日現在
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申込期限：2020年 11月 15日（日）まで

No.99  掲載事業のお申込みについてNo.99  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。
11月下旬に，申込結果通知（抽選結果）を郵送致します。
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。
※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。

ＺＯＯＭ入門講座（初心者向け）
「新しい生活様式」を応援！
テレワークやリモート会議の方法を学んでみませんか？
パソコンを始めたばかりの方や不慣れな方，大歓迎！
講師指導による実技講座です。

「新しい生活様式」を応援！
テレワークやリモート会議の方法を学んでみませんか？
パソコンを始めたばかりの方や不慣れな方，大歓迎！
講師指導による実技講座です。

12月11日（金）　午後6:00～午後9:00
12月12日（土）　午後1:00～午後4:00　

募集人数 各日 定員10名　※申し込み多数の場合は抽選となります。

参加対象 会員・登録家族（中学生以上）のみ

場　　所 ワークプラザ勝田 2F　職業講習室（windows対応）

開 催 日

2,000円（当日徴収いたします）※テキスト代等を含みます。参 加 費

当日は必ずマスク着用でのご参加をお願いいたします。
また非接触型体温計にて検温を実施いたします。
37.5度以上の方，他体調の悪い方の参加はご遠慮願います。

参加に
ついて ●株式会社アサイン

●センター電機株式会社

協　力

今後のイベント等開催について
　No.95はっぴい３月号でご案内の2020年度事業予定につきまして，新型コロナウイルス感染症の
影響によりバスツアー等イベントは中止・延期といたします。会員皆様の健康と安全安心を第一とし，
今後の状況に合わせ事業内容を展開し，開催につきましては随時会報誌でご案内させて頂きます。
　皆様にはご不便，ご迷惑をお掛けいたしますが引き続きご理解ご協力をお願いいたします。
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全国JCBギフトカード取扱店舗で使用できます。利用可能店舗

ＪＣＢギフトカード販売ＪＣＢギフトカード販売
1

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

50冊　１会員2冊まで募 集 数

4,600円販 売 額

旨い！をぎゅっと　グルメカタログ販売旨い！をぎゅっと　グルメカタログ販売
2

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

レッカーカタログ商品名 一般料金 6,600円

60セット（1セット 1,000円券  ５枚）
1会員1セットまで  ※お申し込み多数の場合は抽選となります。

販 売 数

4,000円　　　　　　　　　　有効期限なし販 売 額 一般料金 5,000円

家族団らんやちょっとしたプレゼントにご利用ください。
（専用折箱での引渡となります。包装はいたしません）
全64頁，全国各地からの美味しいもの！約235点を
集めぎゅっと詰め込んだグルメカタログ。

年末年始の贈り物にもご利用ください！

http://www.apco.co.jp/Dbook_u/UG04_lecBook/
※詳しい内容はwebをご覧ください。

通常価格より1,000円引き補 助 額

ホテルクリスタルパレス
ホテルオリジナルグルメ　補助
ホテルクリスタルパレス
ホテルオリジナルグルメ　補助3

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

１会員５個まで補 助 数

ホテルオリジナルグルメをご自宅でお楽しみください
商品の配送期間は2020年12月1日から2021年1月31日までとなります。

※詳しくは，ホテルクリスタルパレスへお問い合わせください。

通常価格 14,000円（税込）

■常陸牛の柚子風味すき焼き
（2～３人前）

通常価格 13,000円（税込）

■鉄板焼『美都伎（みづき）』
常陸牛コースセット（２人前）

通常価格 9,800円（税込）

■弓豚（ゆみぶた）の
しゃぶしゃぶ（2～３人前）

通常価格 6,000円（税込）

■常磐沖の黒潮で育った真鯛
のしゃぶしゃぶ（2～３人前）

通常価格 6,000円（税込）

■常磐沖真鯛の炊き込みご飯＆
〆の鯛茶漬け（2～３人前）

利用方法
事業申込書にてお申込みください

11/16 以降，当センターが
クリスタルパレスに予約注文します。

その後，クリスタルパレス担当者より
発送日等のご案内があります。

ご希望の配送日のお届けとなります。

12月24日（木） 
18:00から20:00の間に，サンタクロースがお子様（ご自宅）にプレゼントをお届けします。
お渡しするプレゼントは事前にご用意いただき，事務局までお持ちください。
そのプレゼントをサンタクロース（事務局職員の変装）がお届けします。

内　　容

お住まい（お届け先）がひたちなか市内の会員の方で，お子様あるいはお孫さんが小学校3年生以下の方。申込資格

今年も，わが家にサンタがやって来る！

サンタさんのプレゼント宅配サービス
今年も，わが家にサンタがやって来る！

サンタさんのプレゼント宅配サービス4

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

５軒募　　集 無料（サービス企画）参 加 料

お問い合わせ：029-273-7711　https://www.hotel-crystal.co.jp/

※送料は別途かかります。 ※商品は真空パックでのお届けになります。
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インフルエンザ予防接種の助成インフルエンザ予防接種の助成

リソルプレス2020秋号
WEBブック情報について
リソルプレス2020秋号
WEBブック情報について

https://w7.lifesc.com/webbook/2020aut/B/index.html

ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには
秋の魅力が詰まったプログラムがいっぱい！
ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには
秋の魅力が詰まったプログラムがいっぱい！

補助事業のご案内

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。

会員（本人）のみ 年度内１回利用回数

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

請求方法

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

利用対象

健康診断等の助成健康診断等の助成
会員（本人）のみ 年度内１回利用回数

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。

請求方法

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

利用対象

※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。
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店舗HPへ
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3,000円分利用券（1,000円券 3枚綴）を2,000円であっせん！

水戸市田野市民運動場

会員事業所チーム・個人会員の連合チーム

2020年12月1日から2021年2月28日まで

場　　所 サムシング　ひたちなか市勝田泉町2-10 
　　　　　　　　　  第２プラザビル２F
　　　　　　TEL 029-274-8564
※ジャズライブのスケジュールはHP又は
　お店へお問い合わせください。

販売枚数 30セット（１会員２セットまで）
申込多数の場合は抽選となります。

販売価格 1セット（1,000円券３枚綴）2,000円
※お釣りはでません。

利用期間

18:30～23:00営業時間 日曜・月曜・祝日定 休 日

ライブスポット サムシング 「利用券」ライブスポット サムシング 「利用券」
今夜はあなたのライフステージを素敵に演出してくれるお店 サムシングへ！
仲間，友人，恋人同士，たまには一人で気兼ねなく！生演奏を聴きながら，
マスターが作る料理やカクテルで洗練された時間をお過ごしください。

今夜はあなたのライフステージを素敵に演出してくれるお店 サムシングへ！
仲間，友人，恋人同士，たまには一人で気兼ねなく！生演奏を聴きながら，
マスターが作る料理やカクテルで洗練された時間をお過ごしください。

JAZZ LIVEで素敵な夜を セピア色のグラスを片手に旬の料理で今宵酔いしれる大人の遊び場JAZZ LIVEで素敵な夜を セピア色のグラスを片手に旬の料理で今宵酔いしれる大人の遊び場

ボジョレー・ヌーボー解禁日に是非！
ソムリエが誘う世界のワインと和風創作ディナーをお楽しみください。
ボジョレー・ヌーボー解禁日に是非！
ソムリエが誘う世界のワインと和風創作ディナーをお楽しみください。

2020年11月19日（木）19:00～21:00

場　　所 春日ホテル 2Ｆ  「水門の間」

申込期限 11月15日  12:00まで

販売枚数 10枚（１会員2枚まで）
申込多数の場合は抽選となります。
※開催日の都合上，申し込み結果に
　ついては，別途お知らせいたします。

参 加 費 通常価格　　5,500円
⇒会員価格　3.000円

開 催 日

磯料理とワインの宿　春日ホテル　主催
ボジョレー・ヌーボー2020を楽しむ会
磯料理とワインの宿　春日ホテル　主催
ボジョレー・ヌーボー2020を楽しむ会

※お料理など詳細については春日ホテルへお問合わせください。　TEL 029-262-3164

※抽選で5名様にプレゼント!

※抽選で3名様をご招待!

会員事業所ご利用チケットあっせん

店舗HPへ
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取扱旅行業者から会員確認の連絡がございます。2

取扱旅行業者へ一般料金から補助額を差引いた代金を支払い
ください。3

日帰りバス旅行助成対象ツアーのご利用方法

2020年12月6日（日）

バス１台につき20名（先着締切）２台40名まで募集
（最少催行人員　バス１台につき15名）

開 催 日

4,890円 ［会員・登録家族（大人・小人同額）］

募集人数

参加料金

6,890円 ［非会員（大人・小人同額）］
この旅行はGo To トラベル及び助成金対象事業です。
参加料金・一般料金は，Go To 給付金・助成金を差し引いた金額です。
尚，地域共通クーポンは，1名様 2,000円は別途お渡しいたします。

一般料金

1人　2,000円

会員及び
　登録家族

補 助 額

対　　象

茨城県内を再発見！  竜神大吊橋と袋田の滝，
奥久慈しゃものすき焼御膳と石切山脈，

筑波海軍航空隊記念館の旅

茨城県内を再発見！  竜神大吊橋と袋田の滝，
奥久慈しゃものすき焼御膳と石切山脈，

筑波海軍航空隊記念館の旅
・県内の観光地をお楽しみいただくプランをご用意しました。
・バスのお席は１名様２席分ご利用下さい。各自マスクの着用をお願いします。
・県内の観光地をお楽しみいただくプランをご用意しました。
・バスのお席は１名様２席分ご利用下さい。各自マスクの着用をお願いします。

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

行　　程

2020年11月2日（月）～11月20日（金）までに直接，取扱
旅行業者に予約をしてください。

※空席状況等，詳細につきましては直接取扱旅行業者へお問い合わせください。

ご
利
用
の
流
れ

1

ワークプラザ勝田発（7:40）＝一般道＝竜神大吊橋（9:00－9:40）＝
袋田の滝（10:20－11:20）＝豊年万作（昼食 11:30－13:00）＝一般道＝石切山脈（14:30－15:30）＝
筑波海軍航空隊記念館（16:00－17:00）＝友部 IC＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（18:10 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。

竜神大吊橋（イメージ）

すき焼き御膳（イメージ）
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お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

常　時
窓口にて
販売中

落語　爆笑寄席落語　爆笑寄席 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

利用施設
福島県
スパリゾートハワイアンズ

入 場 券
3,500円⇒会員価格　750円

有効期限
2021年6月30日
※大人・小人同額　※有料施設別料金

喜楽里別邸入館券喜楽里別邸入館券
募 集 数
60枚（1会員2枚まで）
申込多数の場合は
抽選となります。

入 館 料
大人（平日900円，
土日祝・特定日980円）
⇒会員価格　300円　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。）

対 　 象 大人（中学生以上）　平日・休日利用可
有効期限 令和2年12月31日　※未就学児はご入館できません。

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 100枚（1会員5枚まで）

有効期限 2021年5月31日まで
申込多数の場合は抽選となります。

開 催 日 2月20日（土）
開演14:00

場 　 所 ひたちなか市文化会館
小ホール

販売枚数 20枚（１会員2枚まで）　申込多数の場合は抽選となります。
※未就学児入場不可，託児サービス要予約有料。
　公演の1週間前までにお申し込みください。

チケット 全席指定席　大人　　　 3,800円⇒会員価格　2,700円
　　　　　　22歳以下　2,000円⇒会員価格　1,400円

開 催 日
2月21日（日）
開演14:00

場 　 所
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）

販売枚数 20枚（１会員2枚まで）
申込多数の場合は抽選となります。
※未就学児入場不可

チケット
S席　４,000円⇒会員価格　3,000円

ひたちなか寄席　春風亭一之輔・柳家わさびひたちなか寄席　春風亭一之輔・柳家わさび

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

公社
自主事業

詳しくは（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
https://hitachinaka-culturehall.jpをご覧ください。▶ 柳家わさび

三遊亭円楽

春風亭一之輔

林家たけ平

Ⓒキッチンシール

●三遊亭円楽
●林家たけ平

出 

演

販 売 数 120箱［１箱50枚入り］（１会員１箱まで）
申込多数の場合は抽選となります。

販売価格 500円

商品内容 一般保護マスク（99.4%ウイルス除去）　中国製
※サイズ17.5cm×9.5cm
※中国の公的機関の審査を通過した商品をお届けします。
　花粉、インフルエンザウイルス、SARSウイルス、コロナウイルスを遮断できるエビデンス（実証データ）があります。
※使い捨て商品です。洗濯等での再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的でのご使用はできません。

日頃のご愛顧に感謝し，マスク販売いたします。日頃のご愛顧に感謝し，マスク販売いたします。
※１枚ずつ個包装ではありません。
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取扱旅行業者から会員確認の連絡がございます。2

取扱旅行業者へ一般料金から補助額を差引いた代金を支払い
ください。3

日帰りバス旅行助成対象ツアーのご利用方法

2020年12月6日（日）

バス１台につき20名（先着締切）２台40名まで募集
（最少催行人員　バス１台につき15名）

開 催 日

4,890円 ［会員・登録家族（大人・小人同額）］

募集人数

参加料金

6,890円 ［非会員（大人・小人同額）］
この旅行はGo To トラベル及び助成金対象事業です。
参加料金・一般料金は，Go To 給付金・助成金を差し引いた金額です。
尚，地域共通クーポンは，1名様 2,000円は別途お渡しいたします。

一般料金

1人　2,000円

会員及び
　登録家族

補 助 額

対　　象

茨城県内を再発見！  竜神大吊橋と袋田の滝，
奥久慈しゃものすき焼御膳と石切山脈，

筑波海軍航空隊記念館の旅

茨城県内を再発見！  竜神大吊橋と袋田の滝，
奥久慈しゃものすき焼御膳と石切山脈，

筑波海軍航空隊記念館の旅
・県内の観光地をお楽しみいただくプランをご用意しました。
・バスのお席は１名様２席分ご利用下さい。各自マスクの着用をお願いします。
・県内の観光地をお楽しみいただくプランをご用意しました。
・バスのお席は１名様２席分ご利用下さい。各自マスクの着用をお願いします。

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

行　　程

2020年11月2日（月）～11月20日（金）までに直接，取扱
旅行業者に予約をしてください。

※空席状況等，詳細につきましては直接取扱旅行業者へお問い合わせください。

ご
利
用
の
流
れ

1

ワークプラザ勝田発（7:40）＝一般道＝竜神大吊橋（9:00－9:40）＝
袋田の滝（10:20－11:20）＝豊年万作（昼食 11:30－13:00）＝一般道＝石切山脈（14:30－15:30）＝
筑波海軍航空隊記念館（16:00－17:00）＝友部 IC＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（18:10 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。

竜神大吊橋（イメージ）

すき焼き御膳（イメージ）
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栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒
TEL 0287-32-4580　FAX 0287-32-4065
下記料金のリフト券1枚に対し，補助券 1枚を
お使いいただけます。
【会員価格】
大人  平日　3,600円（通常料金4,900円） 対象：中学生以上
大人  土日祝日及び年末年始　
　　　    　 3,800円（通常料金4,900円） 対象：中学生以上
子供  平日　2,600円（通常料金3,900円） 対象：小学生
子供  土日祝日及び年末年始　
　　  　　　2,800円（通常料金3,900円） 対象：小学生
※年末年始は12/26～1/5迄。
　未就学児無料

ハンターマウンテン塩原

栃木県那須郡那須町大字大島
TEL 0287-77-2300　FAX 0287-77-2311
【会員価格】
大人　2,500円（通常料金4,500円）　対象：中学生以上 
子供　2,500円（通常料金3,600円）　対象：小学生
※未就学児無料 

マウントジーンズ那須

福島県南会津郡南会津町高杖原535
TEL 0241-78-2220
【会員価格】  2,300円
 （通常料金　大人 4,500円／小人（5歳以上小学生） 3,400円
  ／シニア（60歳以上） 3,700円）
※大人・小人・シニア同額
※4歳以下無料

会津高原たかつえスキー場
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原荒砂沢山
TEL 0241-32-2530　FAX 0241-32-3220
【会員価格】 
大人　3,000円（通常料金3,900円～5,800円）  
　　　対象：中学生以上

グランデコスノーリゾート

福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平6838-68
TEL 0242-74-5000
【会員価格】 
大人　2,700円（通常料金4,900円）  対象：中学生以上
子供　1,100円（通常料金2,100円）  対象：小学生
※未就学児無料

星野リゾート  アルツ磐梯
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字猫魔山1163 
TEL 0241-32-3001
【会員価格】 
大人　2,700円（通常料金4,900円）  対象：中学生以上
子供　1,100円（通常料金2,100円）  対象：小学生
※未就学児無料

星野リゾート  猫魔スキー場

スキー場「１日リフト券」販売スキー場「１日リフト券」販売
いよいよシーズン到来‼  でっかく雪山を楽しもう

チケット
あっせん

対　　象 会員のみ １会員　６枚まで  ※全スキー場合わせて6枚まで販売枚数

11月15日（日）までに「事業参加申込書」を
ＦＡＸ又はセンター持参にて申込みください。

申込方法

各スキー場シーズン終了まで有効期限 12月上旬頃配布予定

早割
1日券
早割
1日券

早割
1日券
早割
1日券

早割
1日券
早割
1日券

1日補助券
1枚 500円
を発行

1日補助券
1枚 500円
を発行

早割
1日券
早割
1日券

早割
1日券
早割
1日券
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全国JCBギフトカード取扱店舗で使用できます。利用可能店舗

ＪＣＢギフトカード販売ＪＣＢギフトカード販売
1

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

50冊　１会員2冊まで募 集 数

4,600円販 売 額

旨い！をぎゅっと　グルメカタログ販売旨い！をぎゅっと　グルメカタログ販売
2

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

レッカーカタログ商品名 一般料金 6,600円

60セット（1セット 1,000円券  ５枚）
1会員1セットまで  ※お申し込み多数の場合は抽選となります。

販 売 数

4,000円　　　　　　　　　　有効期限なし販 売 額 一般料金 5,000円

家族団らんやちょっとしたプレゼントにご利用ください。
（専用折箱での引渡となります。包装はいたしません）
全64頁，全国各地からの美味しいもの！約235点を
集めぎゅっと詰め込んだグルメカタログ。

年末年始の贈り物にもご利用ください！

http://www.apco.co.jp/Dbook_u/UG04_lecBook/
※詳しい内容はwebをご覧ください。

通常価格より1,000円引き補 助 額

ホテルクリスタルパレス
ホテルオリジナルグルメ　補助
ホテルクリスタルパレス
ホテルオリジナルグルメ　補助3

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

１会員５個まで補 助 数

ホテルオリジナルグルメをご自宅でお楽しみください
商品の配送期間は2020年12月1日から2021年1月31日までとなります。

※詳しくは，ホテルクリスタルパレスへお問い合わせください。

通常価格 14,000円（税込）

■常陸牛の柚子風味すき焼き
（2～３人前）

通常価格 13,000円（税込）

■鉄板焼『美都伎（みづき）』
常陸牛コースセット（２人前）

通常価格 9,800円（税込）

■弓豚（ゆみぶた）の
しゃぶしゃぶ（2～３人前）

通常価格 6,000円（税込）

■常磐沖の黒潮で育った真鯛
のしゃぶしゃぶ（2～３人前）

通常価格 6,000円（税込）

■常磐沖真鯛の炊き込みご飯＆
〆の鯛茶漬け（2～３人前）

利用方法
事業申込書にてお申込みください

11/16 以降，当センターが
クリスタルパレスに予約注文します。

その後，クリスタルパレス担当者より
発送日等のご案内があります。

ご希望の配送日のお届けとなります。

12月24日（木） 
18:00から20:00の間に，サンタクロースがお子様（ご自宅）にプレゼントをお届けします。
お渡しするプレゼントは事前にご用意いただき，事務局までお持ちください。
そのプレゼントをサンタクロース（事務局職員の変装）がお届けします。

内　　容

お住まい（お届け先）がひたちなか市内の会員の方で，お子様あるいはお孫さんが小学校3年生以下の方。申込資格

今年も，わが家にサンタがやって来る！

サンタさんのプレゼント宅配サービス
今年も，わが家にサンタがやって来る！

サンタさんのプレゼント宅配サービス4

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

５軒募　　集 無料（サービス企画）参 加 料

お問い合わせ：029-273-7711　https://www.hotel-crystal.co.jp/

※送料は別途かかります。 ※商品は真空パックでのお届けになります。

7

インフルエンザ予防接種の助成インフルエンザ予防接種の助成

リソルプレス2020秋号
WEBブック情報について
リソルプレス2020秋号
WEBブック情報について

https://w7.lifesc.com/webbook/2020aut/B/index.html

ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには
秋の魅力が詰まったプログラムがいっぱい！
ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには
秋の魅力が詰まったプログラムがいっぱい！

補助事業のご案内

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。

会員（本人）のみ 年度内１回利用回数

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

請求方法

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

利用対象

健康診断等の助成健康診断等の助成
会員（本人）のみ 年度内１回利用回数

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。

請求方法

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

利用対象

※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。
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◆入会・退会・登録内容変更について◆

◇ 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
1
3

27
17
0

13
5
8

57
8
0

31

0

項目
共済給付状況
（8・9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　12月1日（火） 10時からとなります。

※各ツアーの参加費は，取扱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

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
2021年3月31日まで 2021年  5月31日
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


