
行
程

高幡不動駅（8:00）� 日野駅（8:20）�《圏央道・東名》� 道の駅ふじおやま（野菜類の買物）�《東名》

� 沼津ぐるめ街道（90分浜焼き食べ放題）� 沼津 みなと新鮮館（魚介類の買物）� 伊豆フルーツパーク

（みかん大福作り体験）� かねふく めんたいパーク伊豆（買物）�《新東名・圏央道》� 日野市内（18:00頃到着予定）

旅行企画・実施 国際急行観光株式会社 さいたま営業所 �048-832-3101 観光庁長官登録旅行業 第1199号

（令和２年９月30日現在）

会　員　数/ 667事業所
利用会員数/ 3,588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/ 667事業所
■利用会員数/ 3,588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）

■
■
■

No.111
令和２年11月1日発行

日野駅・高幡不動駅

利用会員 4,900円
同居家族 5,900円
関 係 者 6,900円

集合場所

35名（最少催行人員30名）募集人数

参 加 費

参加費の支払い

※通常料金は10,500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
サービスセンター主催日帰りツアー

※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、国際急行観光㈱と参加者個人との契約で行われます。
※当落通知後のお問い合わせ（変更やキャンセル等）は、旅行会社にお願いいたします。

当選者には、案内書と参加費振込案内が同封されますので、期日までに旅行社指定口座に
お振込みください（振込手数料は各自負担）。サービスセンターでのお支払いはできません。

※12月11日（金）17時以降はキャンセル料が発生します。
キャンセル料は通常料金10,500円をもとに旅行会社の基準により算定されます。

と き

※ツアー実施にあたり、新型コロナウイルス対策
をしております。詳細はＨＰをご覧ください。

写真はイメージです

申込締切

1111//1177（（火火））1177::0000※代表者連絡先（氏名・
住所・携帯）、参加者
全員の氏名・年齢・性別・区分・事業所名・会員番号・集
合場所をお知らせください。

※新型コロナウイルス感染防止対応の状
況により、行程の変更や中止される場
合があります。

GOTOトラベル給付金適用を

前提としたツアーです。

さらに2,000円分の

地域共通クーポン券付

GOTOトラベル
給付金適用料金

12月20日（日）雨天決行

伊豆フルーツ
パークで
みかん大福
作り体験

ササワワーー・・ハハイイボボーールル・・ソソフフトトドドリリンンククななどど飲飲みみ放放題題付付！！

沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼津津津津津津津津津津でででででででで買買買買買買買買買買いいいいいいいいいい物物物物物物物物物物三三三三三三三三三三昧昧昧昧昧昧昧昧昧昧とととととととと

浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼きききききききききき食食食食食食食食食食べべべべべべべべべべ放放放放放放放放放放題題題題題題題題題題牡蠣も

食べ放題！
※抽選結果は11/30（月）までに旅行社から代
表者に郵送

申込方法 右上「申込方法」をご参照のうえ、サービスセンターにお申し込みください。



ホテルレストラン お食事 クーポン新型コロナ対策事業 食べて元気！会員飲食店と会員皆様の笑顔のために！

  ひの     ごはんクーポン  ひの     ごはんクーポンdede

のために！

ひのdeごはんクーポン ひのdeごはんクーポン

￥500 クーポン券 ￥500 クーポン券

2020年11月１日 No.111（2）
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区 分 一般料金 期間限定一般料金 特別料金

フリーパス

大人 3,100円 1,700円 1,100円

小学生 2,000円 800円 200円

幼児・シニア 1,500円 800円 200円

◆11月も「来園日指定チケット
（日付指定券）」
が必要です。
Webで入手して
ください。

契約団体専用→

11月の営業日と特別料金の実施

会
員
証
提
示

クククオオオ10％

お得！

ジェ10％

お得！

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。

電話

FAX

HP

申込締切

1111//1166（（月月））1177::0000

【料 金】

【チケット有効期限】 2021年８月31日まで（除外日なし）

【枚 数】 利用会員１人 5枚まで 【引換期間】 12月７日（月）～12月21日（月）

「ユネッサン（水着入浴）」「森の湯（裸入浴）」の両施設が利用できます。

募集販売

区 分 販売料金 一般料金

大 人（中学生以上） 1,500円 3,500円

小 人（３歳～小学生） 900円 1,800円

※バスタオル・フェイスタオルのレンタルあり（別料金）
※完全予約制の期間は、前売券とは別に日時指定整理券の取得が必要になります。

申
込
方
法

販売期間

1111//66（（金金））88::3300～～11//2299（（金金））1177::0000

窓口

ササササササササササンンンンンンンンンンリリリリリリリリリリオオオオオオオオオオピピピピピピピピピピュュュュュュュュュューーーーーーーーーーロロロロロロロロロロラララララララララランンンンンンンンンンドドドドドドドドドド
ススススススススススペペペペペペペペペペシシシシシシシシシシャャャャャャャャャャルルルルルルルルルルデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーチチチチチチチチチチケケケケケケケケケケッッッッッッッッッットトトトトトトトトト

利用期間：11月14日（土）～2021年１月31日（日）

☆ピューロランドの入場にはパスポートと来場予約が必要となります。詳しくはピューロランドホームページでご確認ください。

【料 金】
区 分

スペシャルデー価格 一般料金

全 日 平 日 土日祝日

大 人（18歳～59歳）

1,700円

3,300円 3,900円

小 人（３歳～高校生） 2,500円 2,800円

シニア（60歳以上） 2,200円 2,200円

【券 種】 大人・小人・シニア共通券

【内 容】 パスポート（入場＋フリーアトラクション）

【枚 数】 利用会員１人5枚まで

�'76，'89，'90，'96，'01，'10，'20
SANRIOAPPROVALNo.P1209151

※スペシャルデー以外の通常パスポートは、
年間を通して随時販売しています。
大人 2,700円 小人 1,900円 シニア 1,400円

☆休館日については、直接施設にお問い合わせください。

申
込
方
法

FAX HP 申込締切

1111//1133（（金金））必必着着

郵送

※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。

【料 金】 1,000円 （通常一般1,900円） 【販売枚数】 利用会員１人 4枚まで

【利用期限】 2021年５月末日まで（有効期限の延長はありません。）

【引換期間】 12月７日（月）～12月18日（金）

☆全国のTOHOシネマズで利用できます。
※3D･MX4D･IMAX等、および特別席は追加料金が必要です。特別上映興行など、一部作品で利用できない場合があります。

Webまたは映画館自動券売機で

座席指定できるチケットです。

TOHOシネマズ立川立飛9/10オープン！
南大沢・府中でもどうぞ！

TTTTOOOOHHHHOOOOシシシシネネネネママママズズズズ 映映映映画画画画鑑鑑鑑鑑賞賞賞賞券券券券

募集販
売

11月の営業日は、土日祝・月（最終営業日11/23まで）となります。

期間中、ガイドブックＰ57の「特別利用券」を使用した場合、券面記載の額に拘わらず下記の「特別料金」

で利用できます。

☆シニアは61歳以上 幼児は２歳～未就学児 ☆特別料金は11月23日（祝）まで適用

パパパパパパパパパパススススススススススポポポポポポポポポポーーーーーーーーーートトトトトトトトトト前前前前前前前前前前売売売売売売売売売売券券券券券券券券券券
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湯 沢 高 原 ス キ ー 場 （新潟）
〔問合せ〕0257843326

１日券 大人 4,200円（通常4,700円） 子供 2,800円（通常3,300円）

シニア（55歳以上）3,700円（通常4,200円）

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳（長野） リフト１日券 通常価格の1,000円引き

スキー・ボードレンタル１日セット 通常価格の500円引き

割引期間 12/26～３/12 〔問合せ〕シャトレーゼ 0267911001小海リエックス スキーバレー（長野）

鹿 島 槍 ス キ ー 場 （長野）
〔問合せ〕0261231231

リフト１日券 大人3,300円（通常 4,000円）

小人2,200円（通常 2,400円） ※割引期間12/19～3/20

石 打 丸 山 ス キ ー 場 内 （新潟）

〔問合せ〕0257832222

リフト１日券 大 人 4,500円（通常5,300円）

ジュニア 3,000円（通常3,500円）

シニア 4,000円（通常4,500円） ※２日券も割引あり

八 千 穂 高 原 ス キ ー 場 （長野）
〔問合せ〕0267883866

リフト１日券 大人 平 日 2,500円（通常3,500円）

土日祝 3,000円（通常4,000円）

高校生・ミドル・シニアも割引あり（1,000円引き）

スキー・スノボーレンタル１日セット 500円引き

スノーパークイエティ（静岡）〔問合せ〕0559980636 入場滑走 土休日 大人3,300円（通常 4,000円）ほか ※割引期間10/30～3/28予定

窓口販売

利用会員証提示で割引

割 引 券

申
込
方
法

販売期間

1111//66（（金金））～～1122//1155日日（（火火））
88::3300 1177::0000

早割リフト１日券

会
員
証
提
示

※施設へ直接提示し、割引きを受けてください。

◆ネットから入手することができます。

１．全福センター提携スキー場

２．日本スキー場開発㈱（白馬・鹿島槍・川場等８箇所）

例）川場スキーリフト１日券 通常大人 平日4,900円･土日祝5,200円�4,500円

右QRコードにアクセスして割引券を入手してください。（当日、携帯画面提示でOK）

→パスワード入力：gomountain 団体名：日野市勤労者福祉サービスセンター

◆11月中旬からセンター窓口でも配付

窓口 電話 HP

施設名 販売金額 通常料金 募集枚数

シャトレーゼスキーリゾート＆
小海リエックス・スキーバレー共通券

1,700円 4,000円 70枚

八千穂高原スキー場 1,500円 4,000円 30枚

【利用期間】 シーズン終了まで

【枚 数】 利用会員１人各 4枚まで
【料 金】

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

1111//1122（（木木））1177::0000

郵送
※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】 12月１日（火）～12月15日（火）

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�

22002211ススキキーーシシーーズズンン！！

※無くなり次第終了。
※申込後のキャンセルはできません。

先着順

全福センター 検索�
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【利用期間】 11月2日（月）～12月31日（木）

【利用方法】 クーポン（利用会員番号・会員名を記

入）を切り取り、会計時にお渡しくだ

さい。購入料金から補助金額（１袋に

つき150円）を差し引いた額で購入で

きます。

【利用枚数】 利用会員１人 3枚まで

※売り切れの際はご容赦ください。

定休日等については各店舗にお問い合わせください。

利用できるお店 所在地 電話番号

肉の福井屋 ★◇ 新町1510 5811137

日野宿交流館 観光案内所 ★ 日野本町756 5117569

セブン－イレブン日野駅前店 日野本町31110 5850711

スローワールドふれあいの森（NPO法人やまぼうし） 日野本町613 8432381

日野市役所内売店 ★ 神明1121 5851111

山口不動産 豊田北口店 多摩平1418 5816012

山口不動産 豊田南口店 豊田4353 5812103

オーガニックカフェ＆レストラン レテラ 豊田42411ラポスタビル2F 5149961

美容室 グランディール ヴォーグ 高幡323 5927507

美容室 アトリエ ヴォーグ 高幡10073 5924060

堀内ふとん店 ★◇ 高幡10017 5913327

神具・仏具かどや ★◇ 高幡152 5910608

滝瀬商店 本店 ★◇ 高幡328 5910321

滝瀬商店 百草店 ★◇ 百草203 5914610

ぼ・ぴーぷ ★◇ 南平7616 5933214

★は包装可 ◇は地方発送可（いずれも別料金）

お歳暮や
お土産に！

１袋につき

150円補助で

100円に！
＊希望小売価格での参考価格

土土方方歳歳三三ううどどんん 補補助助券券

１１５５００円円

土土方方歳歳三三ううどどんん 補補助助券券

１１５５００円円

土土方方歳歳三三ううどどんん 補補助助券券

１１５５００円円
利用会員番号 －

利用会員名

利用会員番号 －

利用会員名

利用会員番号 －

利用会員名

（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
※譲渡不可

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター
TEL042－581－6711

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター
TEL042－581－6711

１袋に付き
本券１枚使用可

期間：2020年11月２日（月）～12月31日（木）

１袋に付き
本券１枚使用可

１袋に付き
本券１枚使用可

期間：2020年11月２日（月）～12月31日（木） 期間：2020年11月２日（月）～12月31日（木）

※無記名無効
※コピー不可
※譲渡不可

※無記名無効
※コピー不可
※譲渡不可

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人当たり支払
額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

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、会員個人で参加された日帰りツアー・スポーツ・観劇等

の購入されたチケットに対し、補助しています。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利利用用用用用用用用用用用用用助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成ののののののののののののの追追追追追追追追追追追追追加加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！！！！！！！！！！！

助成対象 利用会員
支払額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

オンラインツアーも
日帰りツアー参加助成の
対象となります！

土土土土土土土土土土土土土土方方方方方方方方方方方方方方歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳三三三三三三三三三三三三三三ううううううううううううううどどどどどどどどどどどどどどんんんんんんんんんんんんんん

ク
ー
ポ
ン

補助券で
お買い得
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❼
❷
❻
❽

❽

450❽昭島温泉
湯楽の里
ゆ ら 3 31850 960

2022

400 3 31670 770

500

紅椿の湯
道志川温泉

5 31830 980

600

丘の湯
よみうりランド

5 311,100 1,100

600

稲城天然温泉

5 31750 850

1,700スパ
ラクーア

東京ドーム
天然温泉

5 312,900 3,250
～

600瀬音の湯
秋川渓谷

10 31900 900

600京王高尾山温泉/
極楽湯

1,000 1,200

1,200

12 31

 乃
のいろどり

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

季
とき

 彩

スパジアム
ジャポン

天然温泉

～！心も もぽっかぽか～！
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申
込
方
法

※郵送の場合は、11月10日までにご投函くだ
さい。
※申込締切後のキャンセルは一切できません。

FAX

HP

郵送

申込締切

1111//1133（（金金））1177::0000必必着着

募集販売

券



チチチケケケッッットトト
案案内内
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申
込
方
法

電話

HP

先着
順 申込期間

1111//66（（金金））88::3300～～1111//1166（（月月））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 下記公演ごとに記載

※いずれの公演も未就学児入場不可

※座席は指定席でお選びいただけません（隔席の場合あり）。

※感染症対策は各公演の公式ＨＰをご覧ください。

お申込時には、必ず利用会員番号を
お知らせください！

フジコ･ヘミング
昼下がりのコンチェルト

あっせん枚数 各66枚

料 金 Ｓ席 8,400円（通常 9,800円）

東京芸術劇場プレイハウス（池袋）
Bunkamura
オーチャードホール

料 金 Ｓ席 9,400円（通常 12,000円）

あっせん枚数 1100枚

※申込後のキャンセルはできません。

舞台「てにあまる」

12月9日（水）

あっせん枚数 各44枚

料 金 全席指定 2,900円（通常 3,800円）

府中の森芸術劇場
ふるさとホール

第262回 府中の森笑劇場

東京落語四派の今

1月29日（金）

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 10,900円（通常 12,500円）

明治座

よみがえる明治座東京喜劇
ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」全力応援!!

出 演
第一部 田中美佐子

宅間孝行 ほか

第二部 ナイツ ほか

14:00開演

12:00開演

大大大大大大大大大大大相相相相相相相相相相相撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲

おおお知知知

申
込
方
法

窓口 販売期間

1111//55（（木木））～～1111//3300（（月月））1177::0000

※申込後のキャンセルはできません。

【日 時】 開催中～12月14日（月） 休演日：木曜日、11/18、12/2

【会 場】 立川立飛 特設会場（立川駅北1600ｍ）

【料 金】 前売自由席 大人 2,000円（当日料金3,300円）

子供 1,300円（当日料金2,300円）

※子供は３歳～高校生、２歳以下は膝上無料

【あっせん枚数】 各50枚 利用会員１人4枚まで

※各種指定券をご希望の方は、別途コンビニで購入できます。
また、新型コロナウイルス感染状況により変更がある場合があります。詳細は木下サーカスＨＰでご確認ください。

12年ぶりの

立川公演

木木木下下下大大大サササーーーカカカススス 立立立川川川公公公演演演 入入入場場場券券券

電話

ＨＰ

管 弦 楽 東京ニューシティ室内管弦楽団

予定曲目 モーツァルト ピアノ協奏曲21番/交響曲第

40番ト短調/リスト ラ・カンパネラ ほか

12月26日（土）

12月27日（日）

① 17:30開演

② 12:30開演

引換 11/27～12/7

出 演 藤原竜也 高杉真宙 佐久間由衣 柄本明

引換 11/27～12/16

1月29日（金）

①14:00開演
②18:00開演

引換 12/22～1/19

出 演 立川志らく 三遊亭白鳥

三遊亭圓馬 三遊亭萬橘 ほか

引換 12/24～1/20

新型コロナウイルス感染の拡大状況により、中止または延期される場合があります。

先着
順

三遊亭萬橘三遊亭圓馬

立川志らく 三遊亭白鳥

�小
川
峻
毅
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大大大大大大大大大大大大相相相相相相相相相相相相撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲初初初初初初初初初初初初場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所観観観観観観観観観観観観戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦
観戦日・席種・あっせん枚数は右表の通り

【席・料金】 ２階イスＡ席（お弁当お土産付*）10,500円
（一般価格：席料平日8,000円＋土産4,100円付）

２階イスＢ席（お弁当お土産付*）8,300円
（一般価格：土日祝席料5,500円＋土産4,100円付）

＊パンフ・幕の内弁当・ビール・お茶・焼き鳥・土産物

【あっせん枚数】 各日 4枚

【申込枚数】 利用会員１人 2枚まで（１日分のみ）
申込多数の場合は、日ごとの抽選となります。

【申込方法】 ①～⑥を明記してお申し込みください。

①大相撲 ②利用会員番号 ③事業所名
④氏名 ⑤日中連絡の取れる電話番号
⑥希望日（第２希望まで）と枚数
※日付によって（特に土日）はご希望に添えない場合があります。ご了承ください。

日にち 席種：２階イス席

初 日 1月10日（日） Ｂ席 ７～11列目

８日目 1月17日（日） Ｂ席 ７～11列目

10日目 1月19日（火） Ａ席 ４～６列目

12日目 1月21日（木） Ａ席 ４～６列目

14日目 1月23日（土） Ｂ席 ７～11列目

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、座席に間隔
をあけています。隣同士には座れません。

申
込
方
法

申
込
方
法

電話 FAX HP 申込締切

1111//1133（（金金））1177::0000
※抽選結果は12月中旬頃
までにサービスセンター
よりご連絡いたします。
※申込締切後のキャンセルはできません。

抽 選

知って得
！

使ってお
得！ おおおお知知知知りりりり合合合合いいいいのののの事事事事業業業業所所所所ををををごごごご紹紹紹紹介介介介くくくくだだだだささささいいいい！！！！

会員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。ご紹介いただいた事業所が入会した場

合、紹介者に謝礼を進呈しています。ご協力をお願いします。

■ご紹介の手続き ①「新規会員ご紹介用紙」に記入し、
新規入会事業所にお渡しください。
用紙はHPよりダウンロード可

②新規入会事業所は、入会手
続き時にサービスセンター
へ①をお持ちください。

③手続き完了後、
紹介者の方へ謝
礼を進呈

■入会資格 日野市内の中小企業や商店等の事業主とそこにお勤めの方 ※事業所単位での入会となります。

入会利用会員数 １～２人 ３～５人 ６～10人 11～30人 31人以上

謝礼（商品券） 1,000円 3,000円 5,000円 10,000円 20,000円

提携ホテル ウウウウウウウウエエエエエエエエデデデデデデデディィィィィィィィンンンンンンンンググググググググ・・・・・・・・おおおおおおおお食食食食食食食食事事事事事事事事・・・・・・・・宿宿宿宿宿宿宿宿泊泊泊泊泊泊泊泊ののののののののごごごごごごごご案案案案案案案案内内内内内内内内

利用会員証を提示してご利用ください。予約時にもサービスセンターの会員・家族である旨をお伝えください。

＊対象外となるものもございますので、各ホテルにお問い合わせください。

くわしくはガイドブックＰ14またはサービスセンターホームページをご覧ください

パレスホテル立川 ブライダル料理飲物５％引 レストラン５％引 宿泊10％引

直営レストラン・バー・ラウンジでの飲食10％引き
★2,000円未満でも適用されることとなりました。

京王プラザホテル
（新宿・多摩・八王子）

※新型コロナウイルス感染拡大状況により
チケットの販売ができない場合があります。
ご了承ください。

帝国ホテル 東京 レストラン・優待内容は半期ごとに変わります。詳しくはサービスセンターHP参照

サービスセンターHP

＼12月末までのご入会なら 新規入会事業所様もお得／
新規入会事業所様には「入会金＋会費２か月実質無料キャンペーン（お一人につき1,500円分のクオカード進呈）」実施中です！

ササーービビススセセンンタターーににはは給給付付金金制制度度ががあありりまますす。。
結婚・出産・子供の入学、還暦などのお祝い、傷病による入院、死亡などの給付事由が生じた場合、給付金

を受け取ることができます。

給付申請には期限がありますので、お早めの申請をお願いします。 ●詳細はガイドブックＰ8をご覧ください。

2019（令和元）年度の主な給付は以下のとおりです。

◆祝 金（418件）結婚 41件、銀婚 37件、珊瑚婚 25件、成人 ２件、還暦 40件、出生 48件、入学 225件
◆見舞金（117件）入院 113件、住宅災害 ４件 ◆弔慰金（127件）ご本人 14件、ご家族 113件
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イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンンンンザザザザ予予予予防防防防接接接接種種種種助助助助成成成成
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。

助成対象 事業主または利用会員（費用を負担した方が対象）

事業主と利用会員の両者で費用負担した場合は、どちらかのみの申請です。

接種機関 指定なし

助 成 額 利用会員１人 1,000円（支払額1,000円以上のインフルエンザ予防接種費用が対象）

助成回数 年度１回 申請期限 接種日から１年以内

利用方法 接種後、下記①、②を揃えてサービスセンターへ申請してください。

①助成金申請書（ガイドブック49ページ又はホームページ） 押印（２か所）

②実施機関の領収書 利用会員名（フルネーム）、受診内容（インフルエンザ予防接種代の記載）、

接種料金、実施機関名、接種日が記載されているもの。

※領収書の記載事項に不足がある場合は、領収書に加えて他の添付書類が必要です。

◆事業所で料金負担し、事業所で申請する場合はガイドブックP17をご覧ください。

こここここころろろののの相相相談談談 「「「あああんんんしししんんんホホホッッットトトララライイインンン」」」
問題や悩みをともに考えながら、解決に向けてお手伝いをいたします。

おでんわ 042-591-6321地域生活支援センターゆうき専用電話

相談日時 月曜日～金曜日 午前９時～午後５時（祝日・12/29～1/3を除く）

相 談 員 専門相談員（精神保健福祉士、社会福祉士等）

料 金 無 料 電話相談の状況に応じて、別途面談による相談も行っています。

法律で義務づけられている定期健康診断を実施し

た事業主に、年度内（４月～翌年３月）に１回定期

健康診断受診料を助成します。

助 成 額 利用会員１人 2,000円

受診料が1,000円～1,999円の場合は1,000円

受診機関 指定なし

申請書類 受診機関の領収書等のコピー、受診者名簿（利

用会員番号及び受診料が記載）、助成金申請書

申請期限 受診後１年以内

年度内（４月～翌年３月）に人間ドック・脳ドッ

クのどちらか１回、受診料を助成します。

助 成 額 利用会員１人 5,000円

受診機関 指定医療機関 ガイドブックＰ19参照

申請書類 指定医療機関の領収書等のコピー（受診

者のフルネーム及び人間ドック・脳ドック

であることが記載）、助成金申請書

申請期限 受診後１年以内

※詳細はガイドブックＰ18、19をご覧ください。

個人情報は、他者に

知られることはありません

定定期期健健康康診診断断受受診診助助成成金金

事 業 主 に 助 成 受診者個人に助成

人人間間ドドッックク・・脳脳ドドッックク受受診診助助成成金金

ササ

（10）2020年11月１日

商品は事業所に
お届けします。

締 切 日 第1回 11月13日（金） 必着 納品 12月10日頃

第2回 11月24日（火） 必着 納品 12月21日頃

代金支払い 商品到着後、指定の振込用紙にてお支払いください。※振込手数料無料

その他、申込方法等は、別紙チラシをご覧ください。 取扱業者：（株）アーテム

家家家庭庭庭常常常備備備薬薬薬等等等のののあああっっっせせせんんん

※申込用紙の下段に確認事項があります。必要な箇所に�□をお願いします。

申込書（チラシ）を11月号に挟み込みました。事業所でまとめてお申し込みください。

※65歳以上で日野市に住民
登録のある方は令和２年
度のみインフルエンザ予
防接種は無料です。
助成金申請は不可
詳細は日野市ＨＰをご覧
ください。
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サービスセンター加入事業所の相互協力によるサービス制度です。
会員やご家族の方なら、利用会員証の提示で様々なサービスが受けられます。

＊対象外のものもありますので、各協賛店にお問い合わせください。
＊各店のＨＰは店名で検索してください。

サササーーービビビスススセセセンンンタタターーー指指指定定定割割割引引引協協協賛賛賛店店店 会員証提示

2020年11月１日（11）

店 名 所在地・電話 休 サービス内容

マクドナルド
「BurgerLove」

おいしい！楽しい！バーガーのある毎日。

対象店舗：豊田店・
日野駅前店・高幡不
動店・旭が丘三和店・
八王子高倉店

無

下記商品のいずれか１品を100円で提
供（単品可）
●チキンマックナゲット５ピース●マックフライ
ポテトＳ●ドリンクＭ（炭酸類、コーヒー、紅茶）

BAR＆DININGRiverSide
世界各国40種類のビールを取り揃えている

カジュアルダイニング。

新町11912F

�0425841044
不定 会計より10％off ※コース対象外

クレアホームアンドガーデン
英国のアンティークや雑貨とともにティー

タイムをお楽しみください。

日野本町7106

�0425821313
日月

雑貨購入 15％off

※飲食・食品は対象外

日野寿司
三多摩一のデカネタ寿司 鮮度抜群！

逸品・珍品もお試しを。

日野台2161

�0425837030
月

11,000円（税込）以上 ５％off

１グループに海苔を１袋プレゼント

※コース・宴会・出前は対象外

サカエヤ茶楼
本格中華と本格和食を味わえる店

大坂上13014

�0425814097
無

10,000円（税抜）以上 ５％off

※店内での飲食に限る

焼肉彩苑 モランボン
良質の和牛・鮮度の良い内臓をご用意して

います。

高幡154

�0425914533
無

ランチタイム ５％off

ディナータイム 10％off

※現金払いのみ。 コース・宴会は対象外

アンジェラス
子育て・介護・仕事に疲れた方のサポート

をします。

日野12852F

�0425877220

（駐車場あり）

日祝
（不定休）

温活・腸活・免疫力向上インディバ
40分 6,600円→4,000円（税込）
内臓・子宮を温め代謝UP！
体も心もぽかぽかリラックス♪

MMDCarryOn
オリジナルブランド「CarryOn」と

LAimport商品を取り揃えたセレクトショップ

多摩平2138

（イオンモール向かい）

�0425857992

日
10,000円（税込）以上購入

全商品５％off

Curves日野駅前通り
女性だけの30分 気軽に楽しく運動を続け

られる健康体操教室です。

日野本町31317

ＭⅡビル2Ｆ

�0425823100

日祝

初来店で体験後ご入会の方に入会金

50％off及び 粗品プレゼント

※日野駅前通り店に限る

フラワーショップ バディー
お花で生活空間に彩りを添えてみてはいか

がでしょう。

高幡10083

�0425914187

無
年始・
夏季休
除

花束･アレンジメント花の量10％増

または 商品代金10％off

大久保畳店
安心安全の国産畳表からモダンな和紙表など、

畳製作作業１級技能士の店に相談ください。

東豊田311

�0425830714
不定

畳縁ストラップ又は畳縁カードケー

スプレゼント

協賛店はガイドブックや会報、ホームページで紹介します。掲載料無料！
詳しくはサービスセンターまで。

協賛店
募集中

内容
変更
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★次回の会報はカレンダーと一緒に
12月24日（木）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！

★入退会・届出事項変更の手続きについて
退会は当月末必着で当月退会になります。翌日になりますと

会費が発生します。 （例）11月退会は、11月30日必着

★東武動物公園パスポート期限延長
2021年３月31日�2021年５月31日
★年末年始の休業のお知らせ
12月29日（火）から１月３日（日）まで休業します。

INFORMATION

ああっっせせんん日日帰帰りりツツアアーー

※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。

業者
電話

行
程

高幡不動駅（8:20）� 日野駅（8:40）�《圏央道・東名道》� ゆい桜えび館 � まぐろ一船買い問屋バンノウ

水産（昼食、買物）� 日本平 � ロープウェイ � 久能山東照宮（初詣参拝）� ロープウェイ � 日本平

夢テラス � 清水ＩＣ � 日野駅・高幡不動駅（18:30頃着予定）

と き 1月11日（月･祝）雨天決行

利用会員 7,200円
同居家族 8,200円
関 係 者 10,400円（通常料金16,000円）

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同封されますので、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 11月20日（金）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 12月４日（金）までに旅行会社から代表者へご連絡

※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）
FAX0449351771

問合せ
申込先

写真はイメージです

（12）2020年11月１日
申
込
方
法

申込締切

1111//2200（（金金））
抽選 業者

電話
業者
FAX

まぐろ10種類食べ比べ膳

日本平夢テラス 360度の大パノラマが広がる絶景スポット！

※新型コロナウイ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。

GOTOトラベル給付金適用を前提としたツアーです。

さらに2,000円分の地域共通クーポン券付

※ツアー実施にあたり、新型コロナウイルス対策をして
おります。詳細はHPツアー申込み画面をご覧ください。

社殿は国の重要文化財。徳川家康公をお祀りする最初の神社。

GOTOトラベル
給付金適用料金

好評につき第２弾！

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

久久能能山山東東照照宮宮初初詣詣ととままぐぐろろ食食べべ比比べべ

ＪＲ東日本「TRAIN
SUITE四季島」の旅で
利用される豪華バス。




