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行
程

高幡不動駅（8:15）� 日野駅（8:35）�《中央道・富士スバルライン》� 富士五合目「五合園レストハウス」

（昼食）� 山中湖畔 とうもろこし狩り � 道の駅「富士吉田」（買い物）� 紅玉園（シャインマスカット

園内食べ放題30分）�《中央道》� 日野市内（18:00過頃着予定）

と き 9月13日（日）雨天決行
日野駅・高幡不動駅 40名（最少催行人員35名）
利用会員 7,100円 同居家族 8,100円 関 係 者 10,100円

集合場所 募集人数

参 加 費

参加費の支払い

※通常料金は10,200円です。 ※３歳以下は座席代として1,000円をいただきます。

申
込
方
法

電話

FAX

HP

抽選

写真はイメージです。

取扱旅行会社 国際急行観光株式会社
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日日帰帰りりババススツツアアーー

五合園レストハウスにて、富士山（天地
の境）に住む仙人をイメージした山海の
食材を使った鍋御膳。

※新型コロナウィルス感染拡大の状況により、
行程の変更や中止になる場合があります。

申込締切

77//1133（（月月））1177::0000

※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8/7までにご連絡

８月21日（金）まで
※９月２日（水）17:00以降はキャンセル料がかかります。

とうもろこし
２本もぎ取りで

お土産

五合目
限定販売

名物めろんぱんの
お土産付

サービスセンター窓口にご来所の際は、３密の回避にご理解、ご協力をお願いいたします。
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申
込
方
法

業者
郵送

申込期間

77//66（（月月））～～77//1144（（火火））

業者
FAX

※申込後のキャンセル及び変更はできません。

【申 込 数】 利用会員１人 あわせて4箱まで（100箱限定）

【発 送 日】 ８月下旬～９月上旬頃の予定

※天候により発送時期が前後いたしますのでご了承ください。

現 地 申 込

東根市農業協同組合へ下記の�～�を明記のうえ、はがき・FAXでお申込ください。

�日野市勤労者福祉サービスセンター �品名 �個数 �会員番号 �会員氏名�会員住所（〒）

	電話番号 �配達希望住所（〒）・氏名・連絡先（ただし、関東近県に限る）

※⑧は会員住所以外のところに配達を希望する方のみ記入 ※サービスセンターでは受付けませんので、ご注意ください。

※天候により色・サイズにバラつきがありますのでご了承ください。

ププププララララムムムム「「「「秋秋秋秋姫姫姫姫」」」」
大変希少な品種、白桃のような大きなプラムで、

さわやかな酸味のあるあま～いプラム！

内容・料金（税･送料込み）

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

①秋姫 1.5kg 7～９玉 2,070円 3,300円 100箱

※天候により色・サイズにバラつきがありますのでご了承ください。

もももももももも「「「「川川川川中中中中島島島島白白白白桃桃桃桃」」」」
果肉は締まっていて、しっかりとした歯ざわりの食感。

甘さは十分にあり、酸味が少なく日持ちがするのが特徴です。

内容・料金（税･送料込み）

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

①川中島白桃 ３㎏ 10～12玉 2,250円 3,500円
100箱

②川中島白桃 ５㎏ 18玉 2,970円 4,300円

先着順

【申 込 数】 利用会員１人4箱まで（100箱限定）

【発 送 日】 ９月中旬～10月上旬頃の予定

※天候により発送時期が前後いたしますのでご了承ください。

【申込・問い合わせ先】

東根市農業協同組合「よってけポポラ」

〒9993729山形県東根市中央東３丁目716 電話 0237（41）0288 FAX0237（43）6360

受付時間 午前９時～午後５時30分（無休）

【支払方法】 申込者宛に専用の「郵便振替用紙」が送られますので、指定期日までにお支払いください。

イ
メ
ー
ジ
で
す

おおお 届届届 けけけ ぐぐぐ るるる めめめ

山山形形県県東東根根市市かかららのの産産地地直直送送
新規商品

会
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ク
ー
ポ
ンホテル レストラン ランチホテル レストラン ランチホテル レストラン ランチ
～今年の夏は、ホテルおすすめのお料理をお楽しみください～～今年の夏は、ホテルおすすめのお料理をお楽しみください～～今年の夏は、ホテルおすすめのお料理をお楽しみください～

利用方法 【要予約】

◆ご予約の際に、「日野市勤労者福祉サービスセンターのクーポンを利用」とお伝えください。

◆各ホテルのクーポン（利用人数、会員番号、会員名を記入）を切り取って、来店時に提出

◆クーポン１枚で４名様まで有効（利用会員１人各クーポン１枚利用可）

※掲載の料金は消費税・サービス料込 ※各店ともラストオーダーは営業時間の30分前まで

状況により休業、営業時間等変更となる場合がありますので、必ずご予約ください。

利用会員番号 －

利用会員名

発行 （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

京王プラザホテル八王子 中国料理〈南園〉

�0426566721（レストラン予約） 要予約

期間：2020年７月１日（水）～９月30日（水）

ランチ ＊平日・土日祝 11：30～15：30

ランチコース「ジャスミン」 2,650円→1,850円× 人

平日限定「南園ランチ」 1,850円→1,150円× 人

ランチクーポン

※枠内に人数を記入してください。※本券１枚で計４名様まで有効

◆ランチコース「ジャスミン」
前菜・スープ・点心・メ
イン・デザート
※平日のみコーヒー付

◆平日限定「南園ランチ」
前菜・スープ・点心・メイ
ン・デザート・コーヒー付き

おお 届届 けけ ぐぐ るる めめ

利用会員番号 －

利用会員名

発行 （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

京王プラザホテル多摩
日本料理・鮨〈あしび〉

�0423745932（レストラン予約） 要予約

期間：2020年７月１日（水）～９月30日（水）

ランチ ＊平日・土日祝 11：30～15：30

満天小箱 2,100円→1,390円× 人

ランチクーポン

※枠内に人数を記入してください。※本券１枚で計４名様まで有効

―満天小箱―

御造り、焼物、煮物など

月替わりの小鉢八種と甘味

イメージ

「ジャスミン」イメージ

市内飲食店
利用助成

職場の親睦を深めるために市内飲食店を利用した場合、費用の

一部を助成します。小グループでの利用もOK！

助成対象 利用会員 １人当たり3,000円以上の飲食代に対して支給

（合計飲食代を利用人数で割った金額）

助成回数 年度１回

助 成 額 利用店により異なります。 サービスセンター会員の飲食店 2,000円

日野市商工会会員のみの飲食店 1,500円

その他日野市内の飲食店 1,000円

利用方法 詳細はガイドブックP16またはHPをご覧ください。

�
�
�

対象飲食店は
ホームページに掲載！

会会員員ののおお店店ががおお得得！！市市内内飲飲食食店店ででおお食食事事をを！！

��

��
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施設名 プール営業日 取扱券種
販売料金

（または補助券利用料金）
チケットの
有効期限

枚数限度
（利用会員１人）

摘 要

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

7/4�～
8/30�
予定

フリーパス
大 人 3,300円
こども･シニア2,600円

2021年
３月31日

5枚 ガイドブック巻末に綴じ込ん
であります。 Ｐ55

東京サマーランド
屋外プール
7/1�～
9/30�

プールのみ
大 人 2,300円
こども 1,700円
幼児・シニア 800円

９月30日 各4枚 ガイドブック巻末に綴じ込ん
であります。 Ｐ57

夏季フリーパス
大 人 3,400円
こども 2,200円
幼児・シニア 900円

東武動物公園 未定
ハッピー
フリーパス
（大人･こども共通券）

1,300円
2021年
３月31日

5枚
センターにお電話ください。

スパリゾート
ハワイアンズ

屋内プール
通年
※7/1（水）
再開予定

入場券
（大人･こども共通券）

800円
2021年
３月31日

5枚
センターに電話でお申し込み
ください。
受付期間：利用月の１か月前
から利用日の２週間前まで

2222000022220000ププププーーーールルルル情情情情報報報報！！！！

利用補助券

取寄せ

利用補助券

申
込
方
法

電話 申込

随時窓口

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化している中、会員事業所の売上げに

少しでも貢献できるよう、サービスセンターでは、会員の方が会員店舗等を利用（飲食・買

物・サービス）した場合、費用の一部を助成しています。

会員事業所 応援キャンペーン！

会員店舗利用助成

助成対象 利用会員１人当たり１店舗（対象事業所）

2,000円以上（同店舗の領収書２枚までの合計）

の支出に対して支給。

助 成 額 1,000円 助成回数 実施期間中 利用会員１人につき１回まで

利用期間 2020年５月～10月30日（利用日・申請日とも）

対象店舗（事業所） サービスセンター会員の店舗（事業所）

※一般消費者として利用する場合に限る。

※対象外となるもの（医療保険による支払い・保育料・金券・チケットなど）

利用方法 「会員店舗利用助成金申請書」に対象店舗（事業所）の領収書・レシートを添付のうえ、サー

ビスセンター窓口へ申請。

※店舗名の記載のない領収書・レシートは不可。

センターHP

対象店舗・申請用紙は、「サービスセン

ターHP（お知らせ）」をご覧ください。

クククオオオ10％

お得！

ジェ10％

お得！

営業予定の施設

新型コロナウィルスの影響で
営業の中止または営業期間が
変更になる場合があります。

販売中

中止または完全予約制の施設

施設名 プール営業 施設名 プール営業 備 考

日野市民プール 中止
よみうりランド

７月中旬以降（予定）。
施設Web申込み
による完全予約
制営業

プールＷＡＩ及びプー
ル付ワンデーパスに
は、センターの利用補
助券（ガイドブック
巻末）は使えません。

昭 和 記 念 公 園
レインボープール

中止

プールの季節がやってきたけれど！

全福

利用

ざざんんねねんん



宿泊・レジャー施設が

割引に！
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ククククオオオオ・・・・カカカカーーーードドドド
4,500円（5,000円券） 有効期限なし

1100％％

おお得得！！

申
込
方
法

FAX HP 申込締切

77//1166（（木木））1177::0000

郵送
※期間内申込者、全員に販売
※申込締切後のキャンセルは
できません。

募集販
売

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。

【販売枚数】 利用会員１人 1枚

【申込方法】 ①～⑤を明記してお申込ください。

①クオ・カード申込 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】 ８月11日（火）～８月26日（水）（厳守）

ジジェェフフググルルメメカカーードド 全全国国共共通通おお食食事事券券

【販売枚数】年度内 利用会員１人 20枚まで 450円
21枚目から490円

申
込
方
法

申込

随時

窓口通年販
売

1100％％

おお得得！！
450円（500円券） 有効期限なし

ジェフグルメカード 検索�

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

利利用用方方法法

◆ 全福センター で 検索 ※詳細はガイドブックP39

ログインＩＤ ｋｔ（半角） パスワード ｚｅｎｐｕｋｕ（半角）

◆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。

宿 泊 施 設
ホテル・旅館（かんぽの宿・国民宿舎・じゃらんコーポレートサービス・星野
リゾート・ダイヤモンドソサェティ（会員制リゾートホテル）など）など全国
の提携宿泊施設

レ ジ ャ ー 施 設 スキー・テーマパーク（キッザニア東京など）など

社販マーケット 有名メーカーのドリンク（最大半額以下）など

生 活 サ ポ ー ト
グルメ（帝国ホテル・アサヒビール直営店）・通信講座（LEC・がくぶん・ユー
キャン）・引越し・医療保険（全福ネット入院あんしん保険）・おうちでドック
（郵送検診）・遺伝子検査など

センター会員証に
全福センターのマークがついています

全福センターの
マーク

※施設によってサービス・割引内容が異なります。また、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。

〈サービス例〉

有名メーカードリンク

最大半額！

ＳＡＬＥ品もお買得

送料無料！

ファミレスから居酒屋までテイクアウトにも使えます。

通信講座でスキルアップ！

健康管理にも利用してね！



中退
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申
込
方
法

電話

HP

先着
順 申込期間

77//77（（火火））88::3300～～77//1155（（水水））1177::0000

■申込枚数 利用会員１人 各催し物につき４枚まで

■引換期間 各公演の１か月前～１週間前まで

※座席は指定席でお選びいただけません。また、状況により、

お連れ様と席が離れる場合があります。お申込時には、必ず利用会員番号を
お知らせください！

ヒーリングっど�プリキュア
ドリームステージ♪

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 12,300円
（通常 14,000円）

東京建物 BrilliaHALL（池袋）

8月30日（日）

府中の森芸術劇場

料 金 Ｓ席 2,100円
（通常前売 2,800円）

あっせん枚数 各1155枚

12:30開演

※申込後のキャンセルはできません。

※３歳以上有料。２歳以下膝上１名無料

8月30日（日）

①11:00開演

②14:00開演 出 演 西川貴教 濱田めぐみ

相葉裕樹 秋元才加 ほか

新型コロナウイルス感染症の影響により、本紙掲載のチケット･イベントなどが

中止･延期・公演形態の変更等がされる場合があります。

Skypresents
ミュージカル『スクールオブロック』

�ABC－A・東映アニメーション

※未就学児入場不可

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた!!

出 演 チョロミー ムームー ガラピコ

速水けんたろう ほか

①14:00開演 ②18:00開演
14:00開演

9月5日（土）

※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可

あっせん枚数 各66枚

料 金 全席指定 2,900円
（通常 3,800円）

府中の森芸術劇場

10月3日（土）

府中の森芸術劇場

料 金 全席指定 1,800円
（通常 2,500円）

あっせん枚数 各1100枚

第257回 府中の森笑劇場

『色づく秋 寄席の風情』

出 演 三遊亭円楽 立川ぜん馬

桃月庵白酒 江戸家小猫 ほか

①13:30開演 ②16:30開演

※１歳以上有料。１歳未満膝上１名無料

�NHK

�ClaudiaHershner

9月22日（火･祝）

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 4,250円（通常 5,500円）

府中の森芸術劇場

フレッシュ名曲コンサート
どりーむコンサートvol.114

スメタナ＆ドヴォルザーク

出 演 原田慶太楼（指揮） 水野優也（チェロ）
日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

曲 目 ドヴォルザーク：チェロ協奏曲ロ短調
スメタナ：『わが祖国』より「モルダウ」、「ブ
ラニーク」ほか

セン

13:00開演11月29日（日）

※４歳未満入場不可

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 19,700円
（通常 25,000円）

東京文化会館

世界の頂点の輝き ロシアより３年ぶりの来日

ボリショイ・バレエ「白鳥の湖」

★名旋律で綴られる永遠の名作
「白鳥の湖」

�NataliaVoronova

※４名までは並び席をご用意する予定です。

公演中止

公演中止



◆中退共は国が中小企業向で働く従業員のためにつくった退職金共済制度です。
～サービスセンターで新規・追加加入の手続きができます。ご利用ください。詳細はガイドブックP10

制度の詳細は（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 �0369071234 またはＨＰへ

中中退退共共 建建退退共共 特特退退共共（（日日野野市市商商工工会会））にに加加入入ししてていいるる事事業業主主はは補補助助金金がが受受けけらられれまますす。。
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セセンンタターー窓窓口口臨臨時時休休業業にに伴伴うう給給付付・・助助成成申申請請期期限限延延長長ににつついいてて

新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてサービスセンター窓口を休業（4/8～5/25）していたため、

給付金・助成金の申請期限を下記のとおり、延長対応いたします。

〈対象事業〉・給付金 祝金、見舞金、弔慰金

・助成金 定期健康診断受診、人間・脳ドック、インフルエンザ予防接種、生涯学習受講、

宿泊施設利用、日帰りツアー参加、市内飲食店利用、観劇等鑑賞

〈期限延長対象となるもの〉 2020年４～６月に申請期限を迎えるもの

〈受付申請期限〉 2020年７月末まで延長

レジャー施設等の休業、チケットの有効期限延長について

レジャー施設等の休業、有効期限延長などの対応については、センターホームページのお知らせ「有効

期限延長、休業、中止等に伴うチケットの取扱い」、または、施設ホームページをご覧ください。

〈有効期限延長〉

立川シネマシティ 2020年３月31日 → 2020年12月31日（再延長なし）

おふろの王様 多摩百草店 2020年５月31日 → 2020年12月31日

2020年11月30日 → 2020年12月31日 など （2020．６．19現在）

全福センター提携講座 通信講座「ユーキャン」のご案内
全福センター提携講座「ユーキャン」の通信講座がインターネットから、特別価格でご利用できます。

会員特典 受講料の15％助成 ※教育訓練給付制度対象講座もあります。

※サービスセンターの助成はありません。

申込方法 全福センターホームページからのお申込みに限り特典が受けられます。

申込手順 ① 全福センターＨＰ → カルチャー → 通信・通学講座 → ユーキャン

②ログインＩＤ ｋｔ（半角） パスワード ｚｅｎｐｕｋｕ（半角）

③必要事項を入力、申込み

※サイト内の加入先サービスセンター欄には日野市勤労者福祉サービスセンターと入力してください。

※受講料のほかに、システム手数料がかかります。予めご了承ください。

問合せ先 ユーキャン TEL：0353028833（10:00～17:00）土日祝、年末年始を除く（電話番号は変更になりました）

詳しくは、全福センターホームページをご覧ください。

サービスセンターの会員（事業所）が、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。

【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・日野市商工会に限る）

【補 助 額】利用会員１人 月額1,000円（新規・増額 各２年間）

※増額は、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P10

〈補助金を受けるには条件
があります。ご注意くだ
さい。〉

・サービスセンター入会以
前に中退共等へ加入・増
額した場合は、対象外。
・同居親族のみを雇用して
いる事業所は、対象外。
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★次回の会報は９月１日（火）
から配付予定です。

窓口 電話

FAX郵送

メール

HP

042 5816711

042 5816712 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･代引･業者振込 詳細はガイドブックP７をご覧ください。

お友だち登録でお得情報配信！

★７月27日（月）は会費納入日です。

会費未納の場合はサービスの利用が受けられませんので、

ご注意ください。

★サンリオピューロランド

7/20（月）より一部制限付きで再開。当面の間は３密を

避けるため、事前抽選による入場となり、チケットの

他に入場整理券が必要となります。

INFORMATION

東東京京都都市市勤勤労労者者共共済済団団体体連連合合会会合合同同旅旅行行

10/25
（日）

日野駅発 《中央線》 東京駅 （東北新幹線 やまびこ53号） 一関駅 平泉レストハウス（昼食）

世界遺産 平泉・中尊寺（見学） 八幡平アスピーテライン（絶景ドライブ） 八幡平山頂 八幡平マウン

テンホテル／八幡平温泉（泊）

10/26
（月）

ホテル 康楽館・小坂鉱山事務所（見学） 道の駅かづの（昼食） 発荷峠（車窓） 十和田湖（遊覧船にて

紅葉鑑賞） 奥入瀬渓流（紅葉鑑賞と散策） 青森ワイナリーホテル／大鰐温泉（泊）

10/27
（火）

ホテル 弘前城公園（紅葉鑑賞）・津軽藩ねぷた村 郷土料理 津軽三味線 りんご箱（昼食） 青森観光物産館

アスパム（お買物） 新青森駅 （東北新幹線 はやぶさ36号） 東京駅 《中央線特急》 日野駅着（20:30頃着予定）

東東東東北北北北縦縦縦縦断断断断

絶絶絶絶景景景景紅紅紅紅葉葉葉葉めめめめぐぐぐぐりりりりとととと温温温温泉泉泉泉のののの旅旅旅旅

区 分 ２名１室（洋室）

利用会員 66,000円

同居家族 68,000円

関 係 者 76,000円

※行程は目安です。天候・道路事情等により変更となる場合もございます。

取扱旅行会社：㈱ＪＴＢ スペース・プラン 観光庁長官登録旅行業 第1672号

申
込
方
法

申込期間

77//66（（月月））88::3300～～88//77（（金金））1177::0000

【と き】 10月25日（日）～27日（火）２泊３日

【集 合】 日野駅 午前７時00分ごろ（予定）

【募集人数】 10名（先着順で定員になり次第締め切り）

【参 加 費】（１名あたりの料金）

【参加費の支払い】 ８月28日（金）まで ※10月２日（金）以降は通常料金に対するキャンセル料がかかります。

【行 程】※正式な行程表は、後日参加者にご案内します。

紅葉の中尊寺（世界遺産）

宿泊は、両日とも雄大な自然の中のリゾー

トホテル。広々とした洋室でのんびりお過

ごしいただけます。
※３名１室3,000円引･４名１室4,000円引（通常料金77,000円）

紅葉の十和田湖と遊覧船 奥入瀬渓流

青森ワイナリーホテル八幡平マウンテンホテル

HP

先着
順

電話 FAX

業者
電話


