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平成31年1月1日発行

※申込時に、利用会員番
号・事業所名・氏名・
連絡先（できれば携帯電話）・集合場所をお知らせください。

※抽選結果は１月23日までにご連絡

日帰りバスツアー

行
程

高幡不動駅（8:00）� 日野駅（8:20）�《圏央道》� 越生梅林（観光）� 晴雲酒造（見学）� 有隣倶楽部

（昼食）� 新井武平商店（味噌蔵見学）� 秩父フルーツファーム（いちご狩り）� 花園フォレスト（買い物）

�《関越・中央道》� 日野市内（18:30頃着予定）

と き 2月17日（日）雨天決行 高幡不動駅・日野駅

40名（最少催行人員25名）
利用会員 6,000円 同居家族 7,000円 関係者 9,500円

１月31日（木）まで

集合場所

募集人数

参 加 費

参加費の支払い ※２月６日（水）17:00以降はキャンセル料がかかります。

※通常料金は10,300円です。
※３歳以下は座席代として1,000円をいただきます。
※お子様ランチ希望の方は1,000円引き。

申
込
方
法

電話 FAX HP抽選
申込締切

11//1155（（火火））1177::0000

写真は全てイメージです

取扱旅行会社：国際急行観光株式会社

謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹謹 賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
今年もよろしくお願いいたします 役員・職員一同

越越生生のの梅梅ままつつりりとと
いいちちごご狩狩りり
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【会 場】 エスフォルタアリーナ八王子（狭間）

【と き】 4月10日（水）開場 8:00/打出し（終了）15:00予定

【料 金】

【枚 数】 利用会員１人合わせて4枚まで（ペアマスは２枚単位で販売）

【引換期間】 ２月６日（水）～２月20日（水）

申
込
方
法

※申込締切後のキャンセルはできません。

HP

申込期間

11//88（（火火））88::3300～～11//1166（（水水））1177::0000

電話

※タマリ席は未就学児入場不可。１階席（タマリ席以外）は幼児を含めチケット要。

２階席は４歳未満は保護者膝上無料。

※２階席の券では１階アリーナ内に入場不可。

先着順二〇一九年春巡業

大大大大大大大大大大大大大相相相相相相相相相相相相相撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲八八八八八八八八八八八八八王王王王王王王王王王王王王子子子子子子子子子子子子子場場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所所

席 種 あっせん枚数 販売料金 通常料金

１階

タマリＳ席
開催地名入り記念座布団付

４枚 12,500円 14,000円

ペアマス席
開催地名なし記念座布団付

３組
20,000円

（２名分の料金）
23,000円

イスＳ席 20枚 7,200円 8,500円

２階 イスＡ席 10枚 5,000円 6,000円 お土産ご希望の場合は、

一緒にお申し込みください。

・横綱セット 5,500円

・大関セット 3,500円

・お弁当セット 2,000円

※上記セットは予約販売のみとなり、
当日会場でのセット販売はありま
せん。

紫紫波波町町産産ワワイインン・・ジジュューースス補補助助券券 紫紫波波町町産産ワワイインン・・ジジュューースス補補助助券券

利用会員番号 －

利用会員名

対象の紫波町ワインまたはジュース１本につき、本券１枚使用できます。

利用期限 平成31年１月31日（木）まで

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター TEL042－581－6711
○無記名無効
○コピー不可

ク
ー
ポ
ン日日日日日日日野野野野野野野市市市市市市市ののののののの姉姉姉姉姉姉姉妹妹妹妹妹妹妹都都都都都都都市市市市市市市 岩岩岩岩岩岩岩手手手手手手手県県県県県県県紫紫紫紫紫紫紫波波波波波波波町町町町町町町

童謡「たきび」の作詩者巽聖歌が取り持つ縁

￥500 ￥500
○無記名無効
○コピー不可

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター TEL042－581－6711

利用期限 平成31年１月31日（木）まで

対象の紫波町ワインまたはジュース１本につき、本券１枚使用できます。

利用会員番号 －

利用会員名

岩手県 IWATEPREF．

紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫紫波波波波波波波波波波波波町町町町町町町町町町町町産産産産産産産産産産産産ワワワワワワワワワワワワイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンン・・・・・・・・・・・・ジジジジジジジジジジジジュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーースススススススススススス

西西西西西西西西西武武武武武武武武武

10
お

図書

ジェ
全国

10
お

資格 簿記

自動

【利用期間】 12月25日（火）～1月31日（木）

【取扱店舗】 JA東京みなみ直営ファーマーズマーケット東京 みなみの恵み

住 所 日野市万願寺６丁目31番

ＴＥＬ 0425890373

滝瀬商店 百草店

住 所 日野市百草203

ＴＥＬ 0425914610

【利用方法】 クーポンに利用会員番号・会員名を記入の上、各店舗にて

会計時にお渡しください。

利用会員１人2枚まで利用可
購入料金から補助券金額（紫波町ワインまたはジュース１本につき500円）を差し引いた額で

購入できます。

※売り切れの際はご容赦ください。取扱い商品、定休日等については、各店舗へお問い合わせください。

見本 見本
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申
込
方
法

販売開始

11//44（（金金））88::3300～～

窓口

西西西西西西西西西西武武武武武武武武武武園園園園園園園園園園ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆううううううううううええええええええええんんんんんんんんんんちちちちちちちちちちフフフフフフフフフフリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーパパパパパパパパパパスススススススススス
【販売料金】 500円（大人・こども共通券）

【販売枚数】 先着50枚

（利用会員１人 5枚まで）

【有効期限】 平成31年３月31日

平成30年度のチケットを特別価格で販売します。

光の祭典「WHITELANTASIA（ホワイトランタジア）」開催中！ ～３月３日（日）

期間限定販売

ＨＰ電話

※申込後のキャンセルはできません。

先着順

詳しくはジェフグルメカードのホームページをご覧ください。 http://www.jfcard.co.jp/

申
込
方
法※申込者全員に販売

※申込締切後のキャンセ
ルはできません。

FAX 郵送 HP 申込締切

11//2244（（木木））1177::0000

募集販
売

【販売料金】１枚 4,500円（5,000円券） 【販売枚数】 利用会員１人 1枚

【有効期限】 10年（カード裏面に有効期限が印刷されています）

【申込方法】 ①～⑤を明記してお申込ください。

①図書券申込 ②利用会員番号 ③事業所名 ④氏名 ⑤連絡先電話番号

【引換期間】 ２月27日（水）～３月11日（月）まで（厳守）

1100％％
おお得得!!

図図書書カカーードドＮＮＥＥＸＸＴＴ

ジジェェフフググルルメメカカーードド（（550000円円券券））

【販売料金】 １枚 450円（500円券）

【販売枚数】 年度内利用会員１人20枚まで450円 21枚目から480円

【有効期限】 なし

申
込
方
法

申込

随時

窓口通年販
売

全全国国共共通通おお食食事事券券

1100％％
おお得得!!

入学・進学祝いに最適

資資格格のの大大原原 簿簿記記講講座座キキャャンンペペーーンン！！（（申申込込受受付付 11//3311（（木木））ままでで））

簿記３級合格コース（通学）【全17回】

基本講義 10回 直前対策講義 ３回 直前模擬試験 ３回 全国統一公開模擬試験 １回

受 講 校 立川校 3/2（土）開講 受験時期 2019年６月

受 講 料 利用会員26,310円（一般 29,800円）※教材費・消費税等を含む

お申込みの際、日野市勤労者福祉サービスセンターの会員と申し出てください。

大原人材開発センター TEL：0332346220（9:00～18:00土日祝を除く）

年末年始の休業期間 12月27日（木）～１月４日（金）

自自動動車車教教習習所所
割引や特典が受けられます！

「利用会員証」を提示し、サー

ビスセンターの会員・家族であ

ることをお伝えください。詳細

は各教習所へ！

飛鳥ドライビングカレッジ日野
JR豊田駅から徒歩３分

日野市旭が丘112

�0425812721

マジオドライバーズスクール多摩校
京王線百草園駅から徒歩２分

日野市百草188

�0120961071

マジオワークライセンススクール多摩校
（フォークリフト講習）

京王線百草園駅から徒歩10分
日野市百草3301 �0120118561

利用会員だけでなく
ご家族も対象！

●簿記の仕組みや会計用語がわかる ●財務諸表の内容がわかる
●仕訳・伝票など日々の会計処理がわかる

３級を学習すると
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あっせん枚数 1100枚

料 金 全席指定 2,000円
（通常 3,000円）

いちょうホール（八王子）

3月1日（金）

島津亜矢コンサート2019

3月2日（土）

オリンパスホール八王子

料 金 Ｓ席 5,000円
（通常 6,500円）

あっせん枚数 各66枚

18:30開演 ①11:30開演

あっせん枚数 1100枚

府中の森芸術劇場

東京芸術劇場
プレイハウス（池袋）

3月9日（土）

4月14日（日）

ワンワンまつり パーティー編

奇跡の人第246回府中の森笑劇場

小遊三です。市馬です。ヒロシです。

3月3日（日）

3月14日（木）

4月6日（土）

日本武道館

国立劇場

府中の森芸術劇場

料 金 全席指定 7,700円（通常 9,300円）

料 金 全席指定 4,100円
（通常 9,720円）

料 金 Ｓ席 7,300円 （通常 9,000円）

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 88枚

あっせん枚数 66枚

16:00開演

料 金 Ａ席 1,900円
（通常 2,700円）

14:00開演

槇原敬之 ConcertTour2019

3月16日（土）

府中の森芸術劇場

料 金 全席指定 6,900円
（通常 7,800円）

あっせん枚数 1100枚

18:30開演

14:00開演

料 金 全席指定 2,900円（通常 3,800円）

あっせん枚数 88枚

13:00開演

出 演 ワンワン うーたん

ジャンジャン ほか

※３歳以上チケット要

出 演 三遊亭小遊三

柳亭市馬

ヒロシ ほか

12:30開演

�NHKNHKエデュケーショナル

申
込
方
法

電話

HP

先着
順

申込期間

11//88（（火火））88::3300～～11//1166（（水水））1177::0000
★★「「槇槇原原敬敬之之」」はは、、11//99（（水水））1177::0000でで締締切切

◎販 売 枚 数 利用会員１人 各催し物につき４枚まで

◎引 換 期 間 2/6（水）～2/20（水）

※「ワンワン」「槇原」以外は未就学児入場不可。

※申込締切後のキャンセルはできません。

桃月庵白酒・春風亭一之輔 二人会

②15:30開演

ニッポン放送開局65周年記念

あの素晴しい歌をもう一度コンサート2019

出 演 泉谷しげる イルカ 宇崎竜童 太田裕美

尾崎亜美 海援隊 上條恒彦 きたやまおさむ

杉田二郎 トワ･エ･モワ 森山良子 六文銭 ほか

※公演当日１歳以上チケット要

芸能活動55周年記念

杉良太郎スペシャルコンサート

出 演 高畑充希（アニー・サリヴァン）

鈴木梨央（ヘレン・ケラー） ほか

美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術

全全全全全全全全福福福福福福福福

利用

「サンク

申込締切
1/9（水）
17：00
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申
込
方
法

窓口 電話 販売開始

11//77（（月月））88::3300～～

HP

美美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術術展展展展展展展展展展展・・・・・・・・・・・イイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトチチチチチチチチチチチケケケケケケケケケケケッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトト
先着
順

※申込後のキャンセルは
できません。各イベント利用会員１人４枚まで

第18回東京国際
キルトフェスティバル
―布と針と糸の祭典―

1月24日（木）～30日（水）
【料 金】

一般 1,200円
（当日料金 2,100円）

【あっせん枚数】30枚

※販売期限：1/23（水）17:00まで

2月3日（日）～11日（月･祝）
【料 金】

一般 1,200円
（当日料金 2,100円）

【あっせん枚数】30枚

※販売期限：2/1（金）17:00まで

2月15日（金）～22日（金）
【料 金】

一般 1,300円
（当日料金 2,200円）

【あっせん枚数】20枚

※販売期限：2/14（木）17:00まで

テーブルウェア・
フェスティバル2019
～暮らしを彩る器展～

世界らん展2019

―花と緑の祭典―

※東京ドーム開催イベントは保護者同伴の小学生以下は無料。らん展は中学生も無料（要学生証提示）

クマのプーさん展
世界遺産 国立西洋美術館開館60周年

ル・コルビュジエ
絵画から建築へ―ピュリスムの時代 2月9日（土）～4月14日（日）

休館日：2/19（火）、

3/12（火）

Bunkamura

ザ・ミュージアム

【料 金】

一般 800円
（当日料金 1,500円）

【あっせん枚数】30枚

※販売期限：3/27（水）17:00まで

2月19日（火）～5月19日（日）
休館日：月曜日（但し3/25・

4/29・5/6は開館）・5/7（火）

国立西洋美術館

【料 金】

一般 900円
（当日料金 1,600円）＊中学生以下無料

【あっせん枚数】20枚

※販売期限：3/22（金）17:00まで

1月17日（木）～3月24日（日）
休館日：1/29、2/19・20、3/5

森アーツセンター

ギャラリー

【料 金】

一般 900円
（当日料金 1,600円）＊未就学児無料

【あっせん枚数】20枚

※販売期限：3/22（金）17:00まで

新・北斎展

HOKUSAIUPDATED

全全全全全全全全全福福福福福福福福福セセセセセセセセセンンンンンンンンンタタタタタタタタターーーーーーーーーととととととととと割割割割割割割割割引引引引引引引引引契契契契契契契契契約約約約約約約約約のののののののののサササササササササーーーーーーーーービビビビビビビビビスススススススススをををををををををごごごごごごごごご利利利利利利利利利用用用用用用用用用くくくくくくくくくだだだだだだだだださささささささささいいいいいいいいい！！！！！！！！！

利利用用方方法法 ご注文はネットからのみです。

◆「全福センター」で検索 https://www.zenpuku.or.jp/
ログインＩＤ ｋｔ（半角） パスワード ｚｅｎｐｕｋｕ（半角）

「社販マーケット」バナーをクリック

サービスセンター窓口に閲覧用、貸出用の全福センターガイドブックを用意しています。

かんぽの宿・国民宿舎 お一人様 500円割引
割引対象 かんぽの宿：会員および同伴者合わせて４名まで

国 民 宿 舎：会員を含む同室の方４名まで

※シーズンにより料金が変動する場合がありますので、予約時に必ず、各施設にお問い合わせ・ご確認のうえ、ご利用ください。
※予約の際は、施設へ「全福センター会員」である旨を申し出て、施設受付で「かわせみセンター会員証」を提
示してください。詳細はガイドブックP39

社販マーケットのショッピングサイトのご案内
期間限定のお買い得商品を紹介しています！

詳細は専用サイトで → dcp.go2tdr.com 【ID】dcp2018 【パスワード】thanks02
団体番号：1169 団体名：（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター

◆東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム情報
「「ササンンククスス・・フフェェスステティィババルル」」パパススポポーートトのの実実施施 【【実実施施期期間間】】１１月月７７日日（（月月））～～３３月月2200日日（（水水））ままでで（（土土日日含含むむ全全日日））

４月よりオンラインで東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのパークチケットを購入する際、コーポレートプログ
ラム利用券が利用できるようになります。詳細は、次回３月号でお知らせします。

◆〔予告〕オンラインでのコーポレートプログラム券利用について

☆申込書はサービスセンターにも置いてあります。
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お申

未加入事業所をご紹介ください。
ご連絡いただければ、説明に伺います。

会員数が増えるとスケールメリットにより、さらに充実した事業が展開できます。

入会できる方 日野市内の従業員300人以下の事業所にお勤めの勤労者とその事業主（パート、非常勤、家族従業員も可）

ご紹介者特典 ご紹介いただいた事業所が入会された場合、入会人数により、ご紹介者に報奨品を進呈

新新規規会会員員募募集集中中！！

中中小小企企業業従従業業員員向向けけ 東東京京都都のの安安心心低低利利ロローーンン

平成31年３月末申込みまで 0.2％の金利引下げ実施中！

（東京都中小企業従業員生活資金融資）※保証料は全額東京都負担

個人融資（さわやか）

◆年利1.8％→1.6％
生活費・住居費・レジャー費用・マイカー

購入費用などに

限度額 70万円（特例100万円）

子育て･介護支援融資（すくすく･ささえ）

◆年利1.5％→1.3％
授業料・入学金などの教育費

子育てや介護に必要な物品購入などに

限度額 100万円

＊融資にあたっては審査があります。 ＊パンフレットはサービスセンターにあります。

お問い合わせ 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 �03-5320-4653

中退共 建退共 特退共（日野市商工会）にに加加入入さされれてていいるる事事業業主主のの皆皆様様！！

補補助助金金がが受受けけらられれるるかかももししれれまませせんん！！

サービスセンターの会員（事業所）が、下記の退職金制度に従業員（利用会員に限る。）

を加入または増額させた場合、事業主に対して掛金の一部を補助しています。

〈ご注意ください〉

・サービスセンター入会前の中

退共等への加入・増額は、対

象となりません。

・同居親族のみを雇用している

事業所は、対象となりません。

【対象となる退職金制度】

・中小企業退職金共済制度（中退共）

・建設業退職金共済制度（建退共）

・特定退職金共済制度（特退共）

【補 助 額】 利用会員１人 月額1,000円（新規・増額 各２年間）

※増額については、増額部分の２分の１、上限月額1,000円

※増額で２年間補助を受けた方が更に増額しても対象となりません。

【申請方法】 半期分ごとに４～６月・10～12月に受付。詳細はガイドブックＰ８

未未加加入入事事業業所所のの皆皆様様！！ 国国ががササポポーートトすするる中中退退共共制制度度にに加加入入ししまませせんんかか？？
～～ササーービビススセセンンタターーでで新新規規・・追追加加加加入入のの手手続続ききががででききまますす～～

国が中小企業向けで働く従業員のためにつくった退職金共済制度です。

●国の制度なので安全・確実・有利。

●掛金の一部を国が助成します。

●掛金は全額非課税、手数料も不要です。

新規加入の場合はサービスセンターに備え置きの申込用紙をご利用ください。

制度の詳細は中退共相談コーナー �03-6907-1234へ

従業員融資
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★利用会員証について

窓口でのお申込・申請の際は、かならず利用会員証をお持ちください。代理の方がいらっしゃる場合も、

同様です。

利用会員証は、サービスセンターの会員であることを証明するカードですので、各自で大切に保管してください。

★祝金・見舞金・弔慰金給付金申請について

利用会員の印（２か所）と事業所の証明印（裏面１か所）を忘れずに押印してください。

１つの給付につき、１枚の申請書が必要です。

また、申請内容により添付書類が異なりますので、ご注意ください。

申請には必ず内容を証明できる書類の添付が必要です。

※詳細はガイドブックＰ７

★入退会届・変更届の提出は、お早めに！ FAXでも受付可能です。ただし、新規事業所の入会手

続きは原本が必要です。

入会届……毎月１日受付分より当月の入会になります。事前に届出される場合は、当月入会か翌月入会か

を明記願います。

退会届……当月末日必着でご提出ください。翌月になりますと翌月の会費が発生します。

変更届……事業所・利用会員の登録内容（代表者名・住所・同居家族追加等）に変更があった場合は速や

かに提出してください。

※サービスセンターに書類が届いた日が受付日です。

※「事業所の廃業」や「退職」した場合は、資格喪失となります。速やかに退会手続きをお願いします。

★会費の納入について

会費振替日までに指定の口座の残高をご確認ください。

引落口座を変更される場合は、必ずサービスセンターに届けてください。

★チケット引き取りについて

★ツアー参加の際のお願い

同居家族（２親等以内の親族）の方が参加する場合は、事前に登録が必要です。サービスセンターにお問

い合わせください。詳細はガイドブックＰ３

★ホームページからの申込みを利用する際のお願い

ホームページから申込みをすると、申込み後に確認メールが自動で届きます。

確認メールが届かないときは、サービスセンターにご連絡ください。

★かわせみセンターホームページをご覧ください。

最新の情報をホームページで見ることができます。諸届用紙・申請書も

ホームページからダウンロードできます。ぜひ、ご利用ください。

おお申申込込みみ、、そそのの他他どどんんななととききででもも、、ままずず第第一一にに利利用用会会員員番番号号ををおお伝伝ええくくだだささいい。。

利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員のののののののののののみみみみみみみみみみみなななななななななななさささささささささささまままままままままままへへへへへへへへへへへ

入・退会届は事業所印、給付等の請求は利用会員の印と事業所証明印が必ず必要です。

押印もれのないようにご確認ください。

会費未納の場合は、会費納入が確認されるまでチケット購入、事業参加・各種給付・助成

等のサービスが受けられません。

メールアドレス・電話番号の入力は正確にお願いします。

かわせみセンター

チケット引き取りは期間内にお願いします

受取期間の決まっているチケットをお申し込みの方は、必ず期間内に、受取期間の決まっ

ていないチケットを電話・FAXでお申し込みの方は、お申し込み後、１週間以内に取り

に来てください。キャンセルはできません。
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★次回の会報は３月１日（金）から配付予定です。

窓口 電話

FAX郵送

メール

HP

042 5816711

042 5816712

業者
電話

https://hino-kfsc.com

info@hino-kfsc.com
業者
FAX

業者
郵送

お支払い方法お申し込み方法 ●初日8:30受付開始 ●最終日17:00受付終了

利用会員番号・事業所名・氏名・日中の連絡先・事業名などが必要です。 窓口・振込・業者振込

詳細はガイドブックP4を
ご覧ください。

★小・中・高等学校入学祝金受付は、４月５日（金）からです。
申請手続きは給付申請書と「入学通知書」または「合格
通知書」等の写しが必要です。
申請書に利用会員および事業所の証明印を押印のうえ、
窓口へお越しください。
事前には一切支給できませんので、ご注意ください。

★１月23日は会費納入日です。
１月～３月分の会費は１月23日（水）に指定の口座から引
き落しさせていただきます。
会費未納の場合は、会費納入が確認されるまでサービス
が受けられません。

★年末年始の休業のお知らせ
12月29日（土）から１月３日（木）まで、休業いたします。

INFORMATION

「会員の広場」に
掲載しませんか？

会員の広場会員の広場
No.80

歯歯科科 小小児児歯歯科科 矯矯正正歯歯科科

堀堀堀堀井井井井歯歯歯歯科科科科医医医医院院院院

●所在地：日野市多摩平6-35-4
●ＴＥＬ：042-589-1418
●休診日：水曜日 日曜の午後
●駐車場あり バリアフリー キッズスペースあり

痛みのない治療、丁寧な説明を心がけています。
窓が大きく、開放感のある空間で、リラックスして治

療を受けていただけます。

キッズスペース、エレベーターを完備しております

ので、小さなお子様から、ご年配の方まで安心して

通院できます。

小さなお子様をお連れの方も安心！
保育士が在勤しています。

親御様の治療中、保育士がキッズスペースにて

お子様をお預かりさせていただくことができます

（要予約）。お気軽にお問い合わせください。

「法人化15周年記念 特別利用補助券」は
もうご利用になりましたか!?

利利用用期期限限ままでで
ああとと３３かか月月！！

500円券が3枚で1,500円もお得！

ガイドブックと一緒にお配りした「法人化15周年記念 特別利用補助券」は サービスセンター窓口での

お支払いにのみに使えます（金券は除く）。他の契約施設でのご利用はできません。

まだ、ご利用のない方は、ぜひ、お使いください。利用期限 平成31年３月29日（金）です。

インフルエンザ予防接種費用を負担した個人
または事業主へ接種費用の一部を助成します。
助 成 額 利用会員１人 1,000円

（1,000円以上のインフルエンザ予防接種費用が対象）

年度１回 接種医療機関の指定なし
※Ｈ30年４月１日以降の接種が対象

申請方法等の詳細は、ガイドブックP17をご覧ください。

会員名（事業所名） 業 種 所在地

三輪内装 建設業 石田

㈱東京防犯防災システム サービス業 多摩平

史歯科医院 医療 南平

エシカルマネジメント サービス業 百草

伊藤運送 運輸業 神明

きもと動物病院 サービス業 多摩平

医療法人社団EBM たかはた矯正歯科 医療 高幡

新規会員紹介 加入年月日：平成30年８月～30年10月

イイイイイイイイインンンンンンンンンフフフフフフフフフルルルルルルルルルエエエエエエエエエンンンンンンンンンザザザザザザザザザ
予予予予予予予予予防防防防防防防防防接接接接接接接接接種種種種種種種種種助助助助助助助助助成成成成成成成成成

ここです

まだ、申請されて
いない方はお早めに！


