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日帰りバスツアー

行
程

高幡不動駅（7:00）� 日野駅（7:20）�《圏央・関越道》� 花園ＩＣ � 渋沢栄一記念館（見学）� 道の駅太田
（地元特産物のショッピング）� 新田乃庄 寒山亭（武将膳のランチ・ギンヒカリのお造り付き）� 国宝鑁阿寺（ボランティアによる

案内人付き）� 館林つつじヶ丘公園（つつじ観賞）� 日野市内（18:30頃着予定） ※バス会社：青垣観光バス他同等クラス

豪豪豪豪豪豪豪豪華華華華華華華華絢絢絢絢絢絢絢絢爛爛爛爛爛爛爛爛 館館館館館館館館館館林林林林林林林林林林つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつじじじじじじじじじじ祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭りりりりりりりりりりととととととと

大大大大大大大大河河河河河河河河ドドドドドドドドララララララララママママママママのののののののの主主主主主主主主人人人人人人人人公公公公公公公公 渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋沢沢沢沢沢沢沢沢沢沢栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄一一一一一一一一一一記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念館館館館館館館館館館

GoToトラベル給付金が適用
された場合、参加費は下がり
ます。詳細が決まり次第、セ
ンターHPでお知らせします。

※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。

と き 5月16日（日）雨天決行

利用会員 6,800円
同居家族 7,800円
関 係 者 9,600円

（通常料金9,700円）

日野駅・高幡不動駅集合場所

35名（最少催行人員30名）募集人数

参 加 費

参加費の支払い ４月５日（月）～４月20日（火）まで

※新型コロナウイルス感染拡大の

状況により、行程の変更や中

止になる場合があります。

※
写
真
は
す
べ
て
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

記念館では渋沢栄一アンドロイドに
よる講義が見学できます。

取扱旅行会社：株式会社ノースフィールド

足利氏の氏寺鑁阿寺（ばんなじ）

申
込
方
法

電話 FAX ＨＰ抽選 申込締切

33//2222（（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）をお知らせください。

※抽選結果はセンターから3/31までに申込
代表者へご連絡

群馬でしか味わえない幻の逸品ギン
ヒカリ（最高級ニジマス）付き

※３歳未満は座席代として1,000円をいただきます。

※５月６日（木）17時以降はキャンセル料が発生します。

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

アアアルルル
ホホホーーー

申
込
方
法電話

窓口

HP

募集販
売

申込締切

33//1199（（金金））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。

東東東東東東東東東東東武武武武武武武武武武武動動動動動動動動動動動物物物物物物物物物物物公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園
法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人アアアアアアアアアアトトトトトトトトトトララララララララララククククククククククシシシシシシシシシショョョョョョョョョョンンンンンンンンンンパパパパパパパパパパススススススススススセセセセセセセセセセッッッッッッッッッットトトトトトトトトト

【販売料金】 1,600円（大・中・小・シニア共通券）

※一般料金 大人5,100円 中高生4,800円 小人・シニア3,800円

【販売枚数】 利用会員１人5枚（前期分）

【有効期限】 2022年３月31日まで

【利用対象】 入園＋動物ゾーン＋遊園地ゾーン（のりもの乗り放題）

※プールは利用できません。

【引換期間】 ４月12日（月）～４月26日（月）

申
込
方
法電話

窓口

HP

募集販
売

申込締切

33//1177（（水水））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】 2022年３月31日まで

【引換期間】 ４月９日（金）～４月23日（金）

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

2021

ＦＦＦＣＣＣ
ホホホーーー2021年度は、３月と９月の２回に分けて募集販売します。

申込締切後、チケットを取り寄せるため、引換開始が4/12からとなります。

申
込
方
法電話

窓口

HP

販売・申込開始

44//11（（木木））88::3300

※枚数に達し次第、終了となります。
※申込後のキャンセルはできません。

【券 種】 入場券（法人会員券）

【料 金】 600円（大人・小人・幼児共通）

※一般料金 大人3,570円 小人2,250円 幼児（３歳～）1,640円

【販売枚数】 先着40枚 利用会員１人4枚まで

【利用期限】 2022年３月31日まで

【利用範囲】 ウォーターパーク・スプリングパーク・江戸情話与市・

スパガーデンパレオ

スススススススススススパパパパパパパパパパパリリリリリリリリリリリゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトハハハハハハハハハハハワワワワワワワワワワワイイイイイイイイイイイアアアアアアアアアアアンンンンンンンンンンンズズズズズズズズズズズ
６６つつののテテーーママパパーークク、、遊遊びびききれれなないい温温泉泉大大陸陸！！

【所在地】福島県いわき市常盤藤原町蕨平50

前期分

デジタルチケットで受け取ることも可能です。

申し込みの際にその旨をお伝えください。（HPから申し込みの際は、「備考欄」に「デジタルチケット希望」と書き添えて

ください。）�センター指定口座に料金振込�入金確認後、指定のアドレスにデジタルチケットをお送りします。

※振込先は、2020ガイドブックP７下段に掲載。（不明な場合は、直接、センターにお問合せください。）

先着順
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※申込締切後のキャンセルはできません。

電話

HP

申込期間

33//88（（月月））88::3300～～33//1155（（月月））1177::0000

男男子子ププロロババススケケッットトボボーールル BBリリーーググ
観観戦戦チチケケッットト

アアアアルルルルババババルルルルクククク東東東東京京京京
ホホホホーーーームムムムゲゲゲゲーーーームムムム
【会 場】 アリーナ立川立飛

【席 種】 アルバルク東京 ２Ｆベンチ側

ホームまたはビジター（指定席） 前売券
※座席番号についてはアルバルク東京にて決定
させていただきます。

【料 金】 大 人 2,100円（当日3,500円）
小中高 1,400円（当日2,500円）

【あっせん枚数】 各試合 各10枚
【申込枚数】 利用会員１人あわせて 4枚

試合日程 対戦相手 開始時間 チケット引換

4月10日（土）横 浜 ビ ー ・
コ ル セ ア ー ズ

15:05
3/22～4月11日（日）

4月14日（水）川崎ブレイブサンダース 19:05

4月24日（土）秋 田 ノ ー ザ ン
ハ ピ ネ ッ ツ

15:054/12～
4月25日（日）

�ALVARKTOKYO

先着順

申
込
方
法

試合開始時間は変更になる場合があります。
新型コロナウイルス感染の拡大状況によりチケット引
換期間が変更になる場合があります。

温泉･風呂施設入浴券（前期分）
【対 象】利用会員 【販売枚数】各施設10枚まで

※極楽湯・ロテンは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。

施 設 名 利用期限 販売料金 一般料金（大人 中学生以上）

極楽湯 多摩センター店 2021年10月31日 450円 平 日 830円 土日祝日 980円

おふろの王様 多摩百草店 2021年11月30日 600円
平 日 800円 土日祝日 950円
☆岩盤温熱「王蒸房」は別料金

国立温泉 湯楽の里 2021年12月31日 650円 平 日 870円 土日祝日 980円

天然温泉 ロテン･ガーデン 購入日から６か月先の月末 550円
平日 760円 土日祝日・特定日 930円
☆ポイントカードの押印対象外

※「極楽湯」「湯楽の里」の券面に「ご招待」と記載されていますが、サービスセンターが施設から購入後、更に補助
を付けて販売するものです。

「利用会員証」
提示による割引き

３月中は、2020年度後期分を販売しています。

【対 象】利用会員とその家族

※詳細は３月末に配付の「2021ガイドブック」Ｐ29をご覧ください。

申
込
方
法

窓口 販売期間

44//11（（木木））～～99//3300（（木木））

施設名 道志川温泉 紅 椿 の 湯

申
込
方
法

※申込締切後のキャンセルはできません。
※開催状況により金額が変更します。ご了承のうえお
申し込みください。

電話

HP

申込期間

33//88（（月月））88::3300～～33//1177（（水水））1177::0000
22002211 明明治治安安田田生生命命ＪＪ１１リリーーググ観観戦戦チチケケッットト

ＦＦＦＦＣＣＣＣ東東東東京京京京
ホホホホーーーームムムムゲゲゲゲーーーームムムム
【会 場】 味の素スタジアム

【座 席】 ＦＣ東京ホーム自由席

【料 金】 通常開催の場合

大 人 1,800円（当日2,900円）
Ｕ－18 600円（当日1,100円）
※U-18は2003年1月1日生まれ以降が対象

【あっせん枚数】 各試合 10枚
【申込枚数】 利用会員１人あわせて 4枚

試合日程 対戦相手 開始時間 チケット引換

4月 7日（水）北海道コンサドーレ札幌 19:003月25日～

4月11日（日）川崎フロンターレ 14:003月29日～

4月24日（土）サ ガ ン 鳥 栖 14:004月12日～

5月 1日（土）横浜Ｆ・マリノス 14:004月19日～

5月22日（土）ガ ン バ 大 阪 19:005月10日～

5月30日（日）サンフレッチェ広島 14:005月17日～

�F.C.TOKYO

先着順

※座席・料金は通常開催の場合のものとなります。新型コロナウイルス感染拡大状況により、来場者数50％制限付きの開催になっ
た場合は、ホーム指定席となり、販売価格が変更になる見込みです。来場者数5,000人制限付き試合の場合は販売できません。
ご了承ください。また、試合延期や中止、チケット引換期間が変更になる場合がございます。
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春春春ををを楽楽楽しししもももううう！！！

おおお得得得なななパパパスススポポポーーートトトででで
申
込
方
法

窓口先着順 販売開始

44//11（（木木））88::3300～～
※よみうりランドは、
先着順（40枚）で無くなり次第終了します。

施 設 名
券 種

券種の名称 販売料金 一般料金 有効期間 利用の範囲
販売枚数

（利用会員１人）

よみうりランド
ワンデーパス

大人・小人
共 通 券

3,300円

大 人 5,800円

４月１日～
2022年
３月31日

入園＋のりもの
乗り放題

※夏のプール
利用不可

4枚
中 高 生 4,600円

小学生・シニア 4,000円

未就学児 2,400円

多摩動物公園
入場券

大 人 券 300円 大 人 600円 期限なし 入園 5枚

サ ン リ オ
ピューロランド

パスポート

大 人 券 2,700円 大 人 3,900円
～９月30日

入園＋のりもの
乗り放題

合わせて
4枚

※前期分小人・シニア券 1,900円 小人・シニア 2,800円

立川シネマシティ
鑑賞券

大 人 券 1,000円 大 人 1,800円
４月１日～
2022年
３月31日

シネマシティ・
シネマ２

4枚

綴
込ガガイイドドブブッックク綴綴じじ込込みみのの特特別別利利用用券券・・補補助助券券

よみうりランド特別利用券
〔利用できる券種〕

入園券・ワンデーパス

例）入園券の大人料金

1,800円→1,200円

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共通利用補助券
〔利用できる券種〕フリーパス・入園
例）フリーパスの大人料金

さがみ湖リゾート

4,300円→3,300円（予定）
富士急ハイランド

6,200円→5,400円

東京サマーランド特別利用券
〔利用できる券種〕

通常フリーパス
夏季フリーパス・夏季入園プール

例）通常フリーパスの大人料金
2,600円→1,600円

４月から利用できる特別利用券（補助券）は３月末に配付する「2021ガイドブック」の巻末に綴じ込んであ

ります。いずれもチケットを購入する際に施設窓口（ローソン・ファミリーマートは店頭）に提出してください。

東京ドームシティアトラクションズ特別利用券
〔利用できる券種〕

ワンデーパスポート

大 人 4,200円→2,600円

中人･シニア 3,700円→2,100円

小 人 2,800円→ 1,700円

幼 児 1,800円→ 900円

綴込

どちらかお好き
な施設を選んで
ご利用ください。

（学）N

（学）N
※シニア料金…よみうり・サンリオ65歳以上

※多摩動物公園・サンリオ・立川シネマシティについては、３月中は2020年度分チケットを販売しています。

※よみうりランドの「プール付ワンデーパス」は、会報５月号で１枚3,700円（先着40枚）で募集します。

ローソン・ファミリーマート助成券
〔利用できるチケット〕ローソンチケット・Ｆamiポートで扱う観劇・映画・イベント等のチケット

を現金で購入する場合。１枚につき400円の補助が受けられます。

〔利用できるお店〕ロ ー ソ ン�市内７店舗

ファミリーマート�日野･武蔵野･三鷹･西東京の各市のファミリーマートのお店

実

スポ
日

問

問

問

問

問

問



2021年３月１日No.113 （5）

簿記・FP・宅建士など、
この機会に資格取得をめざしてみませんか！

シルバー人材センター いきいきカルチャー教室・パソコン教室

対 象 利用会員 助成金額 １講座 2,000円（年度内２講座まで）

利用方法 直接シルバー人材センターに申し込み、受講料を支払ってください。

受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

（（学学））NNHHKK学学園園 生生涯涯学学習習通通信信講講座座

（（学学））NNHHKK学学園園 オオーーププンンススククーールル
対 象 利用会員

助成金額 １講座 2,000円（NHK学園生涯学習通信講座を含め年度内２講座まで）

利用方法 直接スクールに申し込み、受講料を支払ってください。

受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

生涯学習助成をご利用ください！ 詳細は、ガイドブック（2021年度版）参照

対 象 利用会員

助成金額 １講座 2,000円（年度内２講座まで） 社会人講座受講料５％割引き（割引対象外あり）

利用方法 大原人材開発センターへ電話にて日野市勤労者福祉サービスセンターの会員と申し

出て手続きしてください。 ※サービスセンターへの助成金の申請は不要

受講料割引特典 ※サービスセンターを通じてのお申し込みの場合のみ適用

対 象 利用会員・家族 割引特典 １講座 2,000円の割引（年度内回数制限なし。対象外の講座あり）

サービスセンターの助成金申請

対 象 利用会員 助成金額 １講座 2,000円（NHK学園オープンスクールを含め年度内２講座まで）

利用方法 受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

割引特典とサービスセンター助成の両方が受けられます。

対 象 利用会員（受講料2,000円以上のコース型教室が対象）

助成金額 １講座 2,000円（年度内２講座まで）

利用方法 直接日野市市民の森ふれあいホールに申し込み、受講料を支払ってください。

受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

対 象 利用会員 助成金額 １講座 2,000円（年度内２講座まで）

利用方法 利用会員証提示のうえ、直接生涯学習センターに申し込み、受講料を支払ってください。

受講開始後、申請書に領収書を添えてサービスセンターに申請してください。

実実践践女女子子大大学学生生涯涯学学習習セセンンタターー

ススポポーーツツ＆＆カカルルチチャャーー教教室室
日日野野市市市市民民のの森森ふふれれああいいホホーールル主主催催

問問 �0425842555

日野市市民の森ふれあいホール検索

問問 �0425723151㈹（団体受講係）

問問 国立本校教室 �0425723901
くにたち（駅前）教室 �0425740570
あきる野教室 �0425504777

問問 �0425891212

問問 �0425818171

問問 �0332346220

いきいきカルチャー教室も助成の対象となります！（４月１日から開始の教室が対象）

ドローン資格取得の講習が申し込めます。国土交通省認定ライセンス ドローンパイロット２級

仮申し込み・お問い合わせ https://o-hara-skyds.com/#FORM

※全福センター提携の割引特典が受けられる講座については全福センターホームページをご覧ください。

最短２日で
取得できる!



福利厚生プログラム「ベネフィッ 

●サービス内容

レジャー・エンタメ リラク・ビューティー グルメ直営宿泊施設 生活ショッピング カーハウジング 育児 介護学ぶ

会員証を提示 ※ベネフィット・
　ステーションの
　ロゴを貼ったもの

会員専用サイト
から申し込み

クーポンを提示

デジタルチケット

コンビニ発券

カスタマーセンター
(電話)

現地で提示

PC/スマホから

現地で提示

スマホで提示

店頭の端末で簡単操作

営業時間全日10：00～18：00 ※年末年始は緊急のみ受付
通話料固定・携帯ともに無料�0800ｰ9192ｰ919

ログインには、15桁の
ベネフィット・ステーションの
IDとパスワードを入力してください。

このアイコンがついている
メニューはすぐに使えます。

PCで出力スマホ
クーポン

メールで
チケットURLを受信

Web
会員証

お申込み

ス
マ
ホ

ク
ー
ポ
ン クーポン

●利 用 対 象

●利用開始日

●利 用 方 法

スマホで利用

デ
ジ
タ
ル

チ
ケ
ッ
ト

現地で
チケットを
提示

または

または
かわせみセンター

会員証

いつでも！どこでも！
何度でも！

幅広いメニュー！

余　　暇 両　　立自己啓発生活密着

2021年３月１日 No.113（6）



１１

２２

ト・ステーション」を導入します。
●最初にやっていただく操作

ID・パスワードを入力してログイン

ベネフィット・ステーション「会員専用サイト」にアクセス

➡

2021年３月１日No.113 （7）



ベネフィット・ステーションのオンライン利用に変わりますベネフィット・ステーションのオンライン利用に変わります
2021年３月１日 No.113（8）

江江江江江江江江川川川川川川川川海海海海海海海海

対 象 利用会員 利用枚数 年度内１人2枚まで 補助金額 １枚につき 2,000円

利用有効期間 2021年４月１日～2022年３月31日
※毎月５日までのサービスセンター入会者は入会月の翌月より利用開始。
毎月６日以降の入会の場合は翌々月となります。

利 用 範 囲 東京ディズニーランド及び東京ディズニーシーのパークチケット（オンライン販売）のみ
※ディズニーホテル宿泊費には使えません。
※施設窓口でのチケット購入には使えません。

東京ディズニーランド�･東京ディズニーシー�
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が2,000円引きになる「東京ディズニー

リゾート・コーポレートプログラム利用券（サービスセンター補助券）」はデジタル券に変わります。

映画鑑賞券（TOHOシネマズ･イオンシネマ）

対 象 利用会員 利用枚数 年度内１人各4枚まで
利用有効期間 2021年４月１日～2022年３月31日

※毎月５日までのサービスセンター入会者は入会月の翌月より
利用開始。毎月６日以降の入
会の場合は翌々月となります。

※TOHOシネマズはクレジット決済後12時間後にコード配信、イオンシネマはクレジット決済後１時間後にコード配信
※お申込み可能な数量は、TOHOシネマズ・イオンシネマともに１回10枚までとなります。

一般価格 補助付会員価格
ベネフィット
会員割引価格

Ｔ Ｏ Ｈ Ｏ シ ネ マ ズ 1,900円 1,000円 1,400円

イ オ ン シ ネ マ 1,800円 900円 1,300円

各４枚まで ５枚目以降無制限

※デジタルコードは申込後即時配信

※2021年２月現在の情報です。サービスの内容は、提携業者との提携条件の変更等により、変更、追加または終了することがあります。

サービスセンター補助の利用で、ベネフィット会員割引価格からさらにお安く購入可能！

補助の利用枚数を超えてからも、年間を通してベネフィット会員割引価格で購入できます。

映画鑑賞券特別補助（サービスセンター補助） ※サービスセンター窓口では取り扱いません。

※サービスセンター窓口では取り扱いません。



ベネフィット・ステーションのオンライン利用に変わります
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江江江江江江江江江川川川川川川川川川海海海海海海海海海岸岸岸岸岸岸岸岸岸「「「「「「「「「「潮潮潮潮潮潮潮潮潮潮干干干干干干干干干干狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩」」」」」」」」」」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販販販販販販販販販販売売売売売売売売売売

申
込
方
法

申込・販売期間

33//88（（月月））～～77//88（（木木））

【販売料金】 大人 1,000円 小人 450円
（通常料金 大人1,800円 小人900円）

※小人は４歳以上小学生まで

※潮干狩とお持ち帰り貝（大人２㎏小人１㎏まで）は料金に含まれています。

※貸熊手一丁50円（現地窓口にてセンター会員である旨を伝えてください。）

【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで ※2021年の渡し船は欠航となります。

【所在地】木更津市江川海岸 お問合せ：江川漁業協同組合 千葉県木更津市江川5766 �0438412234

潮干狩実施期間 3月28日（日）～7月11日（日）

窓口

電話

HP

変更点 2020年度まで

利 用 条 件
一人あたりの飲食代

3,000円以上

利用店ごとの

助成額区分

ＳＣ会員店 2,000円

商工会員店 1,500円

その他市内飲食店 1,000円

2021年度から

一人あたりの飲食代

2,000円以上

ＳＣ会員店 2,000円

その他市内飲食店 1,000円

222222222000000000222222222111111111年年年年年年年年年度度度度度度度度度よよよよよよよよよりりりりりりりりり変変変変変変変変変更更更更更更更更更しししししししししままままままままますすすすすすすすす。。。。。。。。。

◆給付金申請

・申請期限の変更

給付事由が発生後 ３年以内 � １年以内 に変更

※2021年３月31日以前発生の事由については３年有効（入院見舞は除く）

・申請用紙の変更と事業所証明印が廃止

一人で複数項目の申請が可能になります。

◆助成金申請

・申請用紙の変更

事業主申請と個人申請の用紙が別用紙になります。

＊インフルエンザ予防接種助成は費用負担した方で申請してください（事業所または個人）。

個人申請では一人で複数項目の申請が可能になります。

※給付・助成申請ともに、代理人が申請する場合には、代理人の署名をお願いいたします。

2021年度のガイドブック巻末に綴込み（ＨＰからのダウンロードも可能）ますので、

2021年度４月からは新書式の申請用紙にて申請をお願いします。

◆市内飲食店利用助成

―今年度分の申請は３月末（３月31日15時）までに！―

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、職場での親睦会が減少しているため、利用会員が個

人でも利用しやすいように、制度を見直します。

４月以降の受付分は、2021年度の新制度が適用されます。利用方法は３月末配付のガイドブック参照

Ｐ□無料駐車場完備

新しい用紙を
使ってね！



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

33//55（（金金））88::3300～～33//1166（（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 下記公演ごとに記載

※「劇団四季」「ゾロリ」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（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！

覚えてください！純烈です!!

純烈コンサート2021
～スーパー銭湯アイドルと呼ばれてます～

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 8,900円
（通常前売 9,900円）

オリンパスホール八王子オリンパスホール八王子

料 金 全席指定 3,600円
（通常 7,000円）

あっせん枚数 各66枚

※申込後のキャンセルはできません。

『劇団四季
TheBridge～歌の架け橋～』

予定曲目 新曲「君がそばにいるから」、

「プロポーズ」ほか

4月20日（火）

引換 3/25～3/31 引換 4/1～4/14

引換 4/1～4/16 引換 5/6～5/21

4月5日（月）① 14:00開演 ② 18:00開演
18:30開演

全福

利用

※３歳以上有料。
２歳以下入場不可

あっせん枚数 各66枚

料 金 全席指定 2,500円
（通常 3,300円）

調布市グリーンホール

舞台「かいけつゾロリと
なぞのスパイ・ローズ」

4月24日（土）

★かいけつゾロリ！シリーズの人気
作品をもとにした歌あり、ダンス
ありの笑いっぱなしのステージ！

5月29日（土）

あっせん枚数 各66枚

料 金 全席指定 3,700円
（通常 4,800円）

府中の森芸術劇場
ふるさとホール

社会風刺コント集団

ザ・ニュースペーパーライブ2021

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

＼３月末までのご入会なら 新規入会事業所様もお得／ 期間延長しました！

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！

横横横横横浜浜浜浜浜

※会場名称が4/1からJ:COMホール
八王子に変更となります。

① 12:00開演

② 15:00開演

※２歳以上有料。
１歳以下膝上１名無料

② 17:30開演

① 14:00開演

★政治、経済、事件、芸能など、
時代を狂わす出来事も「笑いと
批判」でぶった斬る！

利用

芦沢

小･中

（10）2021年３月１日

※会場名称が4/1からJ:COMホール
八王子に変更となります。

�原ゆたか/ポプラ社
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じゃらんコーポレートサービス

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

①全福センターHPにログイン

◆ 全福センター で 検索 ログインＩＤ ｋｔ（半角） パスワード ｚｅｎｐｕｋｕ（半角）

②「サービス」→「レジャー・トラベル」→「宿泊」→「じゃらん

コーポレートサービス」をクリック

③「じゃらんコーポレートサービス」にログインして、予約サイト

にお進みください。

全福
センターの
マーク

横横横横横横浜浜浜浜浜浜八八八八八八景景景景景景島島島島島島 春春春春春春のののののの感感感感感感謝謝謝謝謝謝月月月月月月間間間間間間ののののののごごごごごご案案案案案案内内内内内内

期間中、アクアリゾーツパス・ワンデーパスがお得な料金で利用できる割引

券をセンター窓口で配付中！（ご希望の方にはメール・FAXでもお送りします。）

例）アクアリゾーツパス 大人3,000円→2,100円

ワンデーパス 大人5,200円→4,100円

実施期間 ３月１日（月）～３月31日（水）

2021年３月１日（11）

利利用用資資格格 会員および家族
期間限定の割引券の配付もあります。

ログインして利用してね！

全国のホテル約２万7000施設。

プラン数約320万プランからご予約が可能。

また、法人会員専用の「法人限定プラン」は、大変お得にご予約が可能となっています。

指定割引協賛店が増えました！会員証提示でおトク！

芦芦沢沢製製疊疊㈲㈲ 所在地：日野市日野629 電話：0425813866

畳のアシザワセイジョウは日野市で55周年を迎えます。

特典内容 会員証提示しご利用いただいた方に

「手作りミニほうき・ハンドメイドリース」お好きな１品をプレゼント！

サービスセンター加入事業所の相互協力による割引制度です。
お気軽にサービスセンターにお問い合わせください。
12事業所を掲載中！ 詳細はＱＲコードから！

割引協賛店
随時募集中

小小･･中中･･高高校校入入学学祝祝給給付付金金受受付付はは、、４４月月６６日日（（火火））かからら 事前申請不可

利用会員の子が小・中・高等学校に入学する際には、入学祝給付金（5,000円）が申請できます。

申請書に必要事項を記入し、窓口へお越しください。

「合格・入学通知書」「学生証」等の写し（小・中学校は健康保険証も可）が必要です。

受給資格：３月31日及び申請時点で利用会員であること。

申請期限：給付事由が発生後１年以内（2021年度入学の申請は2022年３月31日�まで）

※申請書はガイドブック綴じ込みかホームページからダウンロードできます。

ご利用はネット
からのみです。
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★３月31日（水）の窓口受付は、システムの年度切替作業のため15時までとさせていただきます。

★次回の会報は４月28日（水）
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！

★「2021年度ガイドブック」を３月末に配付します。
★サービスセンターのサービス（チケットの利用、会員証提示
割引き）を受けられるのは利用会員本人と家族のみです。

INFORMATION

業者
電話

新新春春おお年年玉玉ププレレゼゼンントトにに
多多数数ののごご応応募募あありりががととううごござざいいままししたた。。

合計524名の応募があり、２月下旬に当選者

に発送しました。次回もおたのしみに！

GoToトラベル給付
金が適用された場合、
参加費は下がります。
詳細が決まり次第、
センターHPでお知
らせします。

近近隣隣７７市市合合同同１１泊泊２２日日ババススツツアアーー

行
程

6/20
（日）

日野駅（6:00頃発） 《中央道》 （途中休憩） 道の駅風穴の里（休憩） 上高地（昼食・上高地食堂・

松花堂弁当/河童橋、明神池等自由散策） 新穂高山麓駅（第１ロープウェイ） 鍋平高原駅/しらかば平駅

（第２ロープウェイ） 西穂高口駅（展望台から標高2156ｍの雄大な自然と360度パノラマ体験） 新穂高山麓駅

飛騨高山温泉 ひだホテルプラザ（高山の街並みを眺望できる二つの大浴場と露天風呂自家源泉天然温泉100％）（17:30頃着）

6/21
（月）

朝食後、高山朝市、高山別院及び古い街並みなど自由散策（散策マップでご案内）

ホテル（10:00発） 白川郷城山天守閣（昼食・天守閣定食・展望見学） 世界遺産白川郷散策 赤かぶの里

（休憩・お買物） 《長野道・中央道》 （途中休憩） 日野駅（20:30頃）

標標標標標標標標標高高高高高高高高高222222222,,,,,,,,,111111111555555555666666666ｍｍｍｍｍｍｍｍｍ 絶絶絶絶絶絶絶絶絶景景景景景景景景景パパパパパパパパパノノノノノノノノノラララララララララマママママママママののののののののの

新新新新新新新新新穂穂穂穂穂穂穂穂穂高高高高高高高高高ロロロロロロロロローーーーーーーーープププププププププウウウウウウウウウェェェェェェェェェイイイイイイイイイととととととととと上上上上上上上上上高高高高高高高高高地地地地地地地地地･････････飛飛飛飛飛飛飛飛飛騨騨騨騨騨騨騨騨騨高高高高高高高高高山山山山山山山山山･････････世世世世世世世世世界界界界界界界界界遺遺遺遺遺遺遺遺遺産産産産産産産産産 白白白白白白白白白川川川川川川川川川郷郷郷郷郷郷郷郷郷ののののののののの旅旅旅旅旅旅旅旅旅

区 分 ２名１室（洋室）

利用会員 30,000円

同居家族 32,000円

関 係 者 36,000円

※出発時間は、各市の参加状況により決定します。詳細は、後日参加者にご案内します。 取扱旅行会社：㈱スペース・プラン

申
込
方
法

申込開始

33//88（（月月））99::0000～～

【と き】 6月20日（日）～21日（月）

【集 合】 日野駅

【募集人数】 10名 ＊定員になり次第締切

【参加費の支払い】 ４月12日（月）から５月14日（金）まで ＊５月29日以降は通常料金に対するキャンセル料金がかかります。

新穂高ロープウェイ

・標高2,156ｍ新穂高ロープウェイ西穂高口駅山頂展望台からは、雄

大な自然の絶景が目の前に広がり、「ミシュランガイド・ジャポン」

に２つ星として掲載された360°の大パノラマを満喫いただけます。

・宿は展望露天風呂と２つの大浴場を備えた自家源泉天然温泉で飛騨

高山温泉の中心に位置し、朝市・街並み観光も徒歩で行けます。

・日本屈指の山岳景勝地 上高地と世界遺産 白川郷の合掌集落をのん

びり散策

＊通常料金は36,500円です。
＊３名１室・４名１室も同額
＊１名１室は5,000円増

電話 FAX ＨＰ

※申込時には、利用会員
番号・事業所名・氏名・
連絡先（できれば携帯番号）などが必要です。

白川郷 写真提供 岐阜県白川村役場

【参 加 費】（１名あたりの料金）

夕食イメージ

上高地河童橋 �上高地観光旅館組合

先着
順




