
真紅のコキア観賞と真紅のコキア観賞と
那珂湊で寿司食べ放題那珂湊で寿司食べ放題那珂湊で寿司食べ放題

行
程

日野駅（7:40）� 高幡不動駅（8:00）�《常磐道》� ひたち海浜IC� ひたち海浜公園（コキア観賞 散策）

� 那珂湊ヤマサ水産（昼食 50分寿司食べ放題 買物）� 大丸屋（干芋専門店 買物）� めんたいパーク

（買物）� 守谷SA�《常磐道》� 日野市内（19:00頃着予定）

取扱旅行会社：株式会社スペース・プラン

（令和２年７月31日現在）

会　員　数/ 671事業所
利用会員数/ 3,597人
編 集 発 行/
一般社団法人
日野市勤労者福祉サービスセンター
〒191-0062 日野市多摩平7-23-23
TEL：042-581-6711
FAX：042-581-6712
窓口・電話受付時間
8：30 ～ 17：15（土・日・祝は休み）

■会　員　数/ 671事業所
■利用会員数/ 3,597人
■編 集 発 行/
一般社団法人
日野市勤労者福祉サービスセンター
〒191-0062 日野市多摩平7-23-23
TEL：042-581-6711
FAX：042-581-6712
窓口・電話受付時間
8：30 ～ 17：15（土・日・祝は休み）
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■
■

No.110
令和２年９月1日発行

日野駅・高幡不動駅

利用会員 7,400円
同居家族 8,400円
関 係 者 10,600円（通常料金は10,600円）

集合場所

40名（最少催行人員35名）募集人数

参 加 費

参加費の支払い

※３歳以上小学生未満は参加費が1,000円引きになります。 ※３歳未満は座席代として1,000円をいただきます。

申
込
方
法

電話

FAX

ＨＰ

抽選日日帰帰りりババススツツアアーー

ひたち海浜公園の約32,000本が咲き乱れる「コキア」と「コスモス」をご堪能く
ださい。鮮やかに紅葉してみはらしの丘を真っ赤に染め上げるさまは絶景です。

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

申込締切

99//1111（（金金））1177::0000

※申込時には、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。

10月２日（金）まで
※10月７日（水）17時以降はキャンセル料が発生します。

観光庁長官登録旅行業 第1672号

※抽選結果は9/24までにご連絡

創業明治30年干し芋専門店大
丸屋。素朴な形で自然のままの
伝統の味を受け継いでいます。

めんたいパークは老舗かねふく
の明太子専門テーマパークです。

と き 10月18日（日）雨天決行

ヤマサ水産の寿し！

とれたての新鮮素材、

はじける本場の味

イ
メ
ー
ジ
で
す
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「「「「ララララ････フフフフラララランンンンスススス」」」」とととと「「「「ササササンンンンふふふふじじじじ」」」」
ジュ～シ～な果汁、シャキシャキ食感のサンふじ、

豊かな香りと甘さ、とろける果肉の山形

自慢のラ・フランスをお楽しみください。

内容・料金（税･送料込み）

申
込
方
法

業者
郵送

申込期間

99//77（（月月））～～1111（（金金））

業者
FAX

※申込後のキャンセル及び変更はできません。

先着順

ク
ー
ポ
ン

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利用」とお伝えください。

◆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人につき１枚利用可）

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。

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

お早めにお申し

込みください！

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

パレスホテル立川 レストラン〈イル・ペペ〉 �0425271111（代） 要予約

期間：2020年９月１日（火）～10月31日（土） ランチ ＊11:30～14:00（最終入店 13:00）

平日

大人（中学生以上） 3,080円→2,050円× 人

シニア（60歳以上） 2,750円→1,850円× 人

４歳～小学生 1,980円→1,150円× 人

土日祝

大人（中学生以上） 3,850円→2,750円× 人

シニア（60歳以上） 3,300円→2,350円× 人

４歳～小学生 2,200円→1,350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

◆90分制の場合あり ◆ソフトドリンク付き ◆３歳以下無料
◆シニア（60歳以上）の方は年齢を証明するものをお持ちください。
◆表示料金は消費税込。サービス料は頂きません。

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

①ラ・フランス３㎏ ９～10玉 2,700円 4,000円
40箱

②ラ・フランス５㎏ 14～16玉 3,240円 4,600円

③サンふじ ５㎏ 16～18玉 2,340円 3,600円 40箱

※天候により色・サイズにバラつき、発送時期が前後することがありますの
でご了承ください。

【申 込 数】 利用会員１人 サンふじ、ラ･フランス（３㎏･５㎏あわせて）

各4箱まで

【発 送 日】 ラ・フランス…11月上旬頃から

サ ン ふ じ…11月下旬頃からの予定

【申込・問合せ先】

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

TEL0237（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。

現地申込

東根農業協同組合へ下記の�～�

を明記のうえ、はがき・FAXで

お申し込みください。 ※9/11必着

�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

�配達先住所（〒）・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。

パパパレレレスススホホホテテテルルル立立立川川川 ララランンンチチチビビビュュュッッッフフフェェェ
～食欲の秋、おいしいものをお好きなだけ 北海道・東日本味めぐり開催中～

皆様に安心してご
利用いただくため
に、小皿盛でのご
提供や料理カウン
ターへの飛沫防止
シートなど、感染
症防止策をとって
おります。

防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災

イメージ

見本
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おお 届届 けけ ぐぐ るる めめ

申
込
方
法

FAX HP 申込締切

99//1188（（金金））1177::0000

郵送

① おいしい！防災Pancan
マフィン仕立て（10缶）

② カレーセット（中辛ビーフ
カレー＆アルファ米白飯 ８食）

③ ビスコ保存缶（10缶）

④ ７年保存アレルギー対応レトルト食品セット（約３日分）《最低でも３日間の備蓄を!!》

⑤ 着る布団＆エアーマット《避難所や帰宅困難時に活躍!!オフィスの必需品。》

※申込者全員に販売
※申込締切後のキャンセ
ル・変更はできません。

年々増える災害。いつ自分の身に起こるかわかりません。

自宅だけでなく、職場にとどまることも考え、普段から備えましょう！

防防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災災用用用用用用用用用用用用品品品品品品品品品品品品ののののののののののののああああああああああああっっっっっっっっっっっっせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんん

【申込方法】 サービスセンターへ下記の①～⑧を明記のうえお申し込みください。

①品名 ②数量 ③合計金額 ④会員番号 ⑤会員氏名 ⑥会員住所（〒） ⑦電話番号

⑧配達先住所（〒）・氏名・連絡先（ただし、関東近県に限る。） ※⑧は配達先が⑥と異なる場合のみ記入

【配達方法】 10月中旬（日時指定不可）に「東京都葛飾福祉工場」から直送。

【支払方法】 代金引換。商品お届け時にお支払いください。

【商品内容についてのお問い合わせ先】 東京都葛飾福祉工場 TEL0423369131

※あっせん価格は、消費税（①～④８％⑤10％）・代引手数料・送料を含みます。

美味しさにこだわり、缶詰とは思えな

いほどしっとりしたマフィン仕立ての

パン。

１缶95ｇ

あっせん価格2,700円
（本体税込価格4,320円）

ロングセラーの

ビスコ。クリー

ムビスケットサ

ンドで食べやすく、幅広い年代におす

すめ。５枚ずつの分包なので分けやす

いです。※卵不使用

１缶：30枚（５枚×６袋）

あっせん価格2,900円
（本体税込価格4,752円）

熱湯で温めるだけで食べられるレトル

トカレーと湯または水を注ぐだけでで

きるご飯のセット。そのまま容器とし

て使用できます。

カレー：１食200ｇ ごはん：１食100ｇ

あっせん価格2,900円
（本体税込価格4,579円）

７年保存できるレトルト加工された米粉クッキーとごはんとお水

のセット。

※食物アレルギー特定原材料27品目と貝類は不使用

内 容：米粉クッキー×３

レトルト食品（カレーピラフ・五目ごはん・ホワイトシチューリ

ゾット・コーンピラフ・トマトリゾット・わかめごはん×各１）

水500ml×3

箱サイズ：約233×205×170㎜

あっせん価格3,000円（本体税込価格4,795円）

フリーサイズ（男女兼用）の着る布団は着たままでも歩け、

着脱も簡単。エアーマットは、ポンプで簡単に膨らみ、保温

効果とクッション性で、床の冷たさや固さを軽減します。

内容

・着る布団（袋付）

材質／表･裏地ポリエステル、中綿ホロファイバー

サイズ／使用時約600×1600㎜、収納時直径約160×300㎜

重量／約0.7kg

・エアーマット

材質／ポリエチレン･ナイロン

使用時サイズ／約700×1950㎜（厚さは空気の入れ具合による）

重量／約0.44kg

最大耐荷量／200kg、エアーポンプ付（PP製）

あっせん価格3,000円（本体税込価格4,950円）

賞味期限
７年

賞味期限
５年３カ月

賞味期限
５年

エ
ア
ー
ポ
ン
プ
付

パッケージサイズ

315×135×230㎜

賞味期限
５年

A４ファイルサイズに
オールインワン。
引き出しや書棚などに
スッキリ収納。
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申
込
方
法

窓口 販売期間

99//77（（月月））88::3300～～22002211年年33//1100（（水水））1177::0000

※申込及び販売後のキャンセルはできません。HHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGG〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈ハハハハハハハハハハググググググググググハハハハハハハハハハググググググググググ〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

【有効期限】 2021年３月31日（水）

【販売枚数】 利用会員１人あわせて 6枚まで

※電話・FAX・HPからの申込みも受け付けます。

（引換えは、申込後10日以内にお願いします。）

秋秋ののゆゆううええんんちちチチケケッットト
販売開始 施 設 販売料金 一般料金 券 種 枚数限度

（利用会員１人）
有効期限

東武動物公園
大人・小人共通

1,300円
大人5,100円 中高生4,800円
小人・シニア3,800円

ハッピー
フリーパス

5枚
（年 間）

2021年
３月31日サ ン リ オ

ピューロランド

大人 2,700円 平日3,300円土日祝3,900円

フリーパス

4枚
（後期分）

※前期分は
販売中！

（9/30まで）

小人 1,900円 平日2,500円土日祝2,800円

シニア 1,400円 平日2,200円土日祝2,200円

販販販販販売売売売売中中中中中

◆よみうりランド・東京ドームシティアトラクションズ・東京サマーランド・富士急ハイランド・さがみ湖リゾート
プレジャーフォレストは、ガイドブック巻末の「利用補助券」をご利用ください。

申
込
方
法

申込 随時窓口

１１１１１０００００/////11111

【料 金】

区 分 券 種 販売料金 一般料金

子ども（６か月～12歳・小学生）平日フリーパス 600円 1,400円

大 人（中学生以上） 平日限定入館券 500円 700円

京京京京京京京京京王王王王王王王王王あああああああああそそそそそそそそそびびびびびびびびびののののののののの森森森森森森森森森
窓口販

売

申
込
方
法電話

FAX

HP

募集販
売

申込締切

99//1155（（火火））1177::0000

※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。

世世界界一一にに認認定定さされれたたププララネネタタリリウウムムでで迫迫力力満満点点のの映映像像をを！！

多多多多摩摩摩摩六六六六都都都都科科科科学学学学館館館館

【券 種】 観覧付入館券（展示室＋プラネタリウムまたは大型映像を１回）

【料 金】

【販売枚数】 利用会員１人あわせて5枚まで

【有効期限】 2021年３月31日（水）

【引換期間】 10月７日（水）～10月26日（月）

区 分 販売料金 一般料金

大 人 500円 1,040円

小 人（４歳～高校生） 200円 420円

５つの体験型展示室もあり、身近な科学を楽しみながら学べます。

【所在地】西東京市芝久保町51064
TEL0424696100

新新新新新新新新江江江江江江江江

横浜・

会員店舗の利用

（2,000円以上）

センターへ

申請

1,000円

支給

約200店舗が対象！
詳細は会報に同封の
チラシをご覧ください。

申請は10/30（金）まで！

センターHP

会員店舗利用助成

◇当チケットは土日祝日は
利用できません。 ◇大人
（中学生以上）のみ、お子
さまのみでの入館はできま
せん。 【所在地】日野市程久保33660

オオオオオーーーーーシシシシシ

会員事業所応援キャンペーン 締締めめ切切りり間間近近！！
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申
込
方
法

区 分 販売料金 一般料金

大 人 1,400円 2,500円

高 校 生 900円 1,700円

中・小学生 600円 1,200円

幼児（３歳以上） 400円 800円

新新新新新新新新新江江江江江江江江江ノノノノノノノノノ島島島島島島島島島水水水水水水水水水族族族族族族族族族館館館館館館館館館

申
込
方
法

【料 金】

※高校生については、入場口で生徒手帳等の提示が必要です。

電話

FAX

HP

申込締切

99//1155（（火火））1177::0000

※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。

【有効期限】 2021年３月31日（水） 【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで
【引換期間】 10月１日（木）～10月21日（水）

横横浜浜・・八八景景島島シシーーパパララダダイイスス、、ママククセセルル アアククアアパパーークク品品川川 特特別別利利用用券券

ク
ー
ポ
ン

【利用方法】

１．利用券を切り取って、券枠内に利用

人数をご記入ください。

２．施設窓口にて利用料金を添えて提出

してください。

※利用会員番号・氏名の記載のないものは無効

横浜･八景島シーパラダイス☆感謝月間☆ 特別利用券
有効期間：2020年10月１日（木）～11月30日（月）

2517

アクアリゾーツパス
（水族館４施設パス）

ワンデーパス
（アクアリゾーツパス＋プレジャーランドパス）

大 人 ・ 高 校 生 3,000円 1,600円× 人 5,200円 3,500円× 人

小 ・ 中 学 生 1,800円 760円× 人 3,700円 2,500円× 人

幼 児（４歳以上） 900円 130円× 人 2,100円 1,050円× 人

シニア（65歳以上） 2,500円 1,250円× 人 3,700円 2,500円× 人

※枠内に人数を記入してください。 ※本券１枚で５名様有効（コピー不可）

所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島 問合せ：0457888888（テレフォンインフォメーション）

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

マクセル アクアパーク品川 特別利用券
有効期間：2020年10月１日（木）～12月31日（木）

所在地：港区高輪41030（品川プリンスホテル内） 問合せ：0354211111（音声ガイダンス）

水族館入場券

大 人 ・ 高 校 生 2,300円 1,400円× 人

小 ・ 中 学 生 1,200円 600円× 人

幼 児（４歳以上） 700円 300円× 人

アトラクション２機種は別料金。
各500円（１回）

※枠内に人数を記入してください。
※本券１枚で５名様有効（コピー不可）

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

募集販
売

オオオオオオーーーーーーシシシシシシャャャャャャンンンンンンススススススパパパパパパＦＦＦＦＦＦＦｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕａａａａａａａ（（（（（フフフフフーーーーーアアアアア）））））入入入入入入館館館館館館券券券券券券

【有効期限】 2021年４月30日（金）

【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで
【引換期間】 10月８日（木）～10月22日（木）

【券種・料金】 券 種 販売料金 一般料金 備 考

大人平日券

（中学生以上）
1,300円 2,750円

・現地にて入湯税（大人
150円）が必要です。
・プラス330円で土日祝・
特定日も利用可能。

【所在地】静岡県熱海市和田浜南町101

熱海最大級の日帰り温泉

※本券では小学生以下は利用できません。

電話

FAX

HP

申込締切

99//1155（（火火））1177::0000

※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。

詳細は施設HPで
ご確認ください。

募集販
売

全長約25mの露天立ち湯からは相模灘を一望でき、
まるで海に浮かんでいるような感覚を味わえる！

※混雑状況により入館制限を行う場合あり。 ※休園に伴う期間延長はありません。

※混雑状況により入館制限を行う場合あり。 ※休館に伴う期間延長はありません。

2522

見本

見本
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電話

HP

先着
順 申込期間

99//88（（火火））88::3300～～99//1155（（火火））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～10日前まで
※「生きる」は9/29から、「ベネッセ」は10/13から引換え
※「ベネッセ」「松下」以外の公演は未就学児入場不可
※座席は指定席でお選びいただけません。
※感染症対策のガイドラインに沿った公演となります（隔席・マスク着用・検温等）。

お申込時には、必ず利用会員番号を
お知らせください！

ミュージカル「生きる」

あっせん枚数 各1100枚

料 金 全席指定 2,400円
（通常 3,230円）

たましんRISURUホール（立川）
11月6日（金）

日生劇場（有楽町）

料 金 Ｓ席 12,100円
（通常前売 13,500円）

あっせん枚数 各66枚

①14:45開演 ②17:15開演

※申込後のキャンセルはできません。 ※ベネッセは9/24～

EnglishConcertforKids2020
ベネッセの英語コンサート 冬公演

WELCOMETOSNOW PARADISE！

柳家三三・三遊亭兼好 二人会

11月21日（土）

※３歳以下入場不可

あっせん枚数 1100枚

料 金 全席指定 5,400円
（通常 6,800円）

Bunkamuraオーチャードホール

12月11日（金）

いちょうホール（八王子）

料 金 全席指定 2,600円
（通常 3,500円）

あっせん枚数 1100枚

ＪＡバンクpresents

松下奈緒コンサートツアー2020

18:30開演

11月30日（月）

あっせん枚数 1100枚

料 金 全席指定 10,400円（通常 12,000円）

日本武道館

第15回 徹子の部屋コンサート

司 会 黒柳徹子

ゲスト 大竹しのぶ 近藤真彦
ゴダイゴ 三人娘 野口五郎 南こうせつ（50音順）

1月16日（土）

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 4,500円（通常 5,600円）

オリンパスホール八王子

東京交響楽団
第７回八王子定期演奏会

温泉･
1111100000/////

開演日時 渡辺勘治役

市村正親

鹿賀丈史

10月17日（土）① 13:00

② 13:0010月18日（日）

★17:15公演はスペシャルアン
コールがあります！
※３歳以上有料。３歳未満膝上１名無料
※当日、告知用写真撮影が入ります。 受付 9/24～9/30 引換 10/13～

17:30開演 18:00開演

14:00開演

指 揮 広上淳一 ピアノ 牛田智大

曲 目 ショパン ピアノ協奏曲第１番／チャイコフスキー
「眠りの森の美女」「くるみ割り人形」「白鳥の湖」より

観劇等鑑賞助成をご利用ください！

�BenesseCorporation/しまじろう

感染症対策ご案内→

撮影：橘 蓮二

�ArigaTerasawa

緊急対策
事 業

申請締切 2021年3月31日 15：00まで（センター窓口での申請受付分まで）
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、バスツアーの中止、観劇・スポーツ観戦チケット等のあっせんが

できないため、サービスセンターでは、４月以降に会員個人で、参加された日帰りツアー、

購入されたスポーツ･観劇等のチケットに対し、追加助成をいたします。ご利用ください！

助成回数 年度１回 � 年度�回（2020年度に限り）

助 成 額 １回 2,000円（追加の助成は2020年４月１日以降の利用が対象）

今今今今今今今今今今今年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度限限限限限限限限限限限りりりりりりりりりりり！！！！！！！！！！！利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成ののののののののののの追追追追追追追追追追追加加加加加加加加加加加 キキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンペペペペペペペペペペペーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンン！！！！！！！！！！！
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令令令令令令令令令和和和和和和和和和２２２２２２２２２年年年年年年年年年度度度度度度度度度 定定定定定定定定定時時時時時時時時時総総総総総総総総総会会会会会会会会会報報報報報報報報報告告告告告告告告告

６月23日、日野市商工会館で令和２年度 定時総会が開催されました。当日は報告事項３件が報告され、

議案１件が承認されました。

〈報告事項〉

１．令和２年度 事業計画について

２．令和２年度 収支予算について

３．令和元年度 事業報告について

〈議 案〉

第１号 令和元年度 収支決算の件

令和元年度 事業結果（利用実績等の一部）
●勤労者福祉事業
◎生活安定事業 ○給付事業 662件

◎健康維持増進事業 ○定期健康診断助成 1,486人
○日帰り温泉施設等利用補助 6,365枚

◎老後生活安定事業 ○退職金掛金補助 438人

◎自己啓発・余暇活動事業
○観劇・美術展等チケットあっせん 929枚 ○観劇等鑑賞助成 116人
○宿泊施設利用補助 1,016人 ○レジャー施設等割引・補助 7,692枚
○野球観戦チケット 136枚 ○サッカー観戦チケット 107枚
○ツアー参加 325人 ○カードあっせん ２種 2,823枚
○ホテル食事券 638枚 ○市内飲食店利用助成 514人
○産地直送品あっせん 304箱 ○無料映画上映参加人数 620人

１．収 入 104,931
会費等収入 21,571（20.6％）
事業収入 20,385（19.4％）
補助金収入 31,070（29.6％）
雑収入 1,636（ 1.6％）
前期繰越金 30,269（28.8％）

温温泉泉･･風風呂呂施施設設入入浴浴券券（（後後期期分分））

※小人（小学生以下）は直接施設で購入ください。一般料金はガイドブックP27参照

施 設 名 利用期限 販売料金 施 設 名 利用期限 販売料金

天然温泉

ロテン・ガーデン
購入後、約６
か月先の月末

550円 おふろの王様
多摩百草店

2021年
５月31日

600円

極楽湯
多摩センター店

2021年
４月30日

450円
国立温泉

湯楽の里
2021年
４月30日

650円

入館の際に施設窓口にセンター利用会員証を提示すると割引料金で利用できます。

111111000000//////111111かかかかかららららら販販販販販販売売売売売売開開開開開開始始始始始始

施設名 「道志川温泉 紅椿の湯」 ※詳細はガイドブックP28参照

☆「八王子温泉 やすらぎの湯」―施設長期休業により契約解除しました。

申
込
方
法

販売期間

1100//11（（木木））～～22002211年年33//3311（（水水））

窓口

【対 象】 利用会員

【販売枚数】 各施設 10枚まで

９月中は、前期分（４月～９月購入分）を販売しています。

※極楽湯・ロテン・ガーデンは11枚以上も可能。ただし、11枚目から100円増しの料金になります。

随 時

２．支 出 104,931
事業費支出 64,376（61.4％）
管理費支出 11,039（10.5％）
投資活動支出 ０（ 0.0％）
財務活動支出 2,181（ 2.1％）
次期繰越金 27,335（26.0％）

令和元年度決算 （単位：千円）

「利用会員証」

提示による割引き

日帰りツア－参加助成
助成対象 利用会員 旅行会社が募集した１人当たり5,000円以上の日帰り募集型旅行

（パッケージツアー）に対して支給

利用方法 ガイドブックＰ29参照

ンンンンンンンンンン！！！！！！！！！！

助成対象 利用会員 １枚2,000円以上のチケット代に対して支給

（演劇・コンサート・配信ライブ・スポーツ観戦など）

利用方法 ガイドブックＰ37参照

観劇等鑑賞助成 スポーツ観戦も 配信ライブも もちろん観劇も
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★次回の会報は11月２日（月）
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！

★10月23日（金）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。

★チケットの引き取りについて

受取期間の決まっているチケットは、期間内に必ず取りに来てく

ださい。受取期間の決まっていないチケットは、お申し込み後、

１週間以内に取りに来てください。キャンセルは出来ません。

INFORMATION

ああっっせせんん日日帰帰りりツツアアーー

豪豪華華ババスス「「ググラランンブブルルーーリリゾゾーートト」」でで行行くく

長長瀞瀞ラライインン下下りりとと紅紅葉葉のの岩岩畳畳

※当日は旅行会社の添乗員が同行します。サービスセンター職員は同行いたしません。
※この旅行は、㈱スペース・プランと参加者個人との契約で行われます。

ミシュランにも選ばれた宝登山神社

業者
電話

行
程

高幡不動駅（8:00）� 日野駅（8:20）�《圏央道・関越道》� 月の石もみじ公園（紅葉見物）�
秩父地場産センター茶房レストラン春夏秋冬（昼食）� 親鼻橋～（ライン下り）～ � 長瀞岩畳（散策・買物）

� 宝登山神社（参拝）�《圏央道・中央道》� 日野駅・高幡不動駅（17:30頃着予定）

と き 11月15日（日）雨天決行

利用会員 9,000円 同居家族 10,000円
関 係 者 12,800円（通常料金）

日野駅・高幡不動駅集合場所

34名（最少催行人員30名）募集人数

参 加 費

参加費の支払い 当選者には、案内書と支払方法が郵送されますので、旅行社指定口座にお振込みください（振込

手数料は各自負担）。

申込方法 ９月15日（火）までに旅行社へTELまたはFAX

①日野市勤労者福祉サービスセンター ②代表者連絡先（氏名・住所・携帯） ③参加者全員の

氏名・年齢・性別・参加費区分・事業所名・会員番号・集合場所をお知らせください。

当落通知 ９月末日までに旅行会社から代表者へご連絡

申
込
方
法

申込締切

99//1155（（火火））

※営業時間外は受付・取消等が対応できません
ので、翌営業日の受付となります。

㈱スペース・プラン 団体営業センター
観光庁長官登録旅行業 第1672号

TEL0449114715（平日9:30～18:30）

FAX 0449351771

問合せ・申込先

抽選
写
真
は
イ
メ
ー
ジ

香り豚のせいろ蒸しで地元食材を満喫！

ＪＲ東日本「TRAIN SUITE四季島」
の旅で利用される豪華バス。座席間
隔を広く取り、高級皮革シートで上
質な空間を演出。パウダールームも
装備したバスで快適な旅を。

業者
電話

業者
FAX


