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利用会員数/ 3,498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
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No.117
令和３年11月1日発行

行
程 日野駅（7:40）� 高幡不動駅（8:00）� 築地場外市場（買物）� インターコンチネンタル東京ベイ（昼食）�

そなエリア東京（防災体験）� スモールワールズ東京（見学）� 高幡不動駅・日野駅（18:00頃着予定）

※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、富士急トラベル㈱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します。

※ツアー実施にあたり、新型コロナ対策をしております。詳細はサービスセンターHPをご覧ください。

申
込
方
法

申込締切

1111//1155（（月月））

業者
電話

業者
FAX

と き 12月18日（土）雨天決行

利用会員 7,500円 同居家族 8,500円 関係者 12,100円（通常料金12,141円）

日野駅・高幡不動駅集合場所

35人（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、旅行会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15日（月）までに旅行会社へ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 11月23日（火）までに旅行会社から代表者へ郵送

※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。

抽選

2020年オープン！屋内型ミニチュア・テーマパーク「スモールワールズTOKYO」で

1/80スケールの世界の街や宇宙センターを見学！

富士急トラベル株式会社
観光庁長官登録旅行業第101号

TEL0427438105（平日9:30～18:30）
FAX0427438107

問合せ
申込先

あっせん日帰りツアー
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＼都内で１日盛りだくさん／

※子供料金：４歳～小学生は3,000円引き。中学・高校生は700円引き。

インターコンチネンタル東京ベイでランチ！
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そなエリアでは
大震災後の72時間を
どう生き延びるか

体験！

／／／／／

特別価格 !特別価格 !特別価格 !
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早生「蒲郡みかん」糖度と酸度のバランス、
コクのある味が特徴です！

内容・料金（税･送料込み）

申
込
方
法

業者
郵送

申込期間

1111//99（（火火））～～1111//1155（（月月））

業者
FAX

※申込後のキャンセル及び変更は不可

先着順

イ
メ
ー
ジ
で
す

おおお 届届届 けけけ ぐぐぐ るるる めめめ

愛愛知知県県蒲蒲郡郡かかららのの産産地地直直送送

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

蒲郡みかん ５㎏ Mサイズ 50個弱位 2,700円 3,900円 50箱

※配達先は関東近県に限ります。その他の地域に発送希望の方は直接送料を
お問い合わせください。
※天候により色・サイズ・形にバラつき、発送時期が
前後することがあります。
※のしも可能です。

【申 込 数】 利用会員１人 2箱まで
【発 送 日】 12月中旬頃予定

【申込・問合せ先】
国際急行観光㈱「日野市勤労者 蒲郡みかん」
〒3360018 埼玉県さいたま市南区南本町22015205
TEL0488323101 FAX0488323101
受付時間：午前９時～午後４時00分
休 業 日：土・日・祝祭日

【支払方法】 申込者宛に振込案内書が送られますので、指定期日までに
お支払いください。（振込手数料は各自負担）

申込方法

国際急行観光㈱へ下記の①～⑧を

明記のうえ、FAX0488323101・

はがきでお申込みください。

※FAX・はがきともに締め切り日必

着（ハガキの場合はお早めにお申

し込みください）

①日野市勤労者福祉サービスセンター

②品名 ③個数 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）

その他の地域にご希望の方は直

接お問い合わせください。

※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。

【利用期間】 11月1日（月）～12月31日（金）

【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枚まで使用可
※他の人への譲渡不可

※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

クリタ薬局 旭が丘525 5817774

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

増島商店 豊田42411 5811242

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

１１５５００円円 １１５５００円円 １１５５００円円

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

左記店舗以外では使用できません。

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･指定店舗
以外の使用無効

※コピー不可
※譲渡不可

１袋に付き
本券１枚使用可

期間：2021年11月１日（月）～12月31日（金）

土土方方歳歳三三ううどどんん 補補助助券券

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･指定店舗
以外の使用無効

※コピー不可
※譲渡不可

１袋に付き
本券１枚使用可

期間：2021年11月１日（月）～12月31日（金）

土土方方歳歳三三ううどどんん 補補助助券券

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･指定店舗
以外の使用無効

※コピー不可
※譲渡不可

１袋に付き
本券１枚使用可

期間：2021年11月１日（月）～12月31日（金）

土土方方歳歳三三ううどどんん 補補助助券券

�� �� ��



2021年11月１日No.117 （3）

おお 届届 けけ ぐぐ るる めめ

助券

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。

◆クーポン（利用人数、会員番号、会員名を記入）を切り取って、来店時に係員へお渡しください。

◆精算時にクーポン記載の金額をお支払いください。クーポン１枚で４名様有効（利用会員１人１枚利用可）

※満席等によりご予約いただけない場合があります。 ※感染症対策は、各施設のホームページをご覧ください。

※状況により、営業時間・提供方法・提供内容が変更となる場合や休業となる場合があります。

ク
ー
ポ
ン

利用会員番号 －

利用会員名

○無記名無効
○コピー不可
○譲渡不可

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

期間：2021年11月１日（月）～2022年１月31日（月） 土日祝のみ営業 ＊除外日 12/18～1/2

ランチビュッフェ 11：30～14：30（最終入店13:00）

土日祝

大人（中学生以上） 3,500円→2,500円× 人

小学生 2,400円→ 1,500円× 人

６歳未満 1,500円→ 700円× 人

土日祝ランチクーポン

※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

地上100メートルからの眺望

レレレレレレレレレレレススススススススススストトトトトトトトトトトララララララララララランンンンンンンンンンンおおおおおおおおおおお食食食食食食食食食食食事事事事事事事事事事事クククククククククククーーーーーーーーーーーポポポポポポポポポポポンンンンンンンンンンン
～～おお好好ききななググルルメメででちちょょっっとと贅贅沢沢～～

◇所在地

立川市曙町24015
◇駐車場あり（利用額2,000

円以上で２時間無料）

税込

◇所在地 武蔵野市吉祥寺本町1136（吉祥寺駅徒歩５分）
◇提携駐車場あり ◇不定休：店舗へお問い合わせください。

※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

吉祥寺聘珍樓 �0422210188 要予約

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

発行 （一社）日野市勤労者福祉サービスセンター TEL042－581－6711

発行 （一社）日野市勤労者福祉サービスセンター TEL042－581－6711

利用会員番号 －

利用会員名

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー〈サザンタワーダイニング〉20階
�0353542172 要予約

ランチ 11：30～16：00（L.O.15：00）【２時間制】

ランチ フランセーズ（全４品） 4,500円→3,350円× 人

ディナー 17:30～22：00（L.O.21：00）

ディナー コンポジション（全５品） 7,500円→6,050円× 人

ランチ/ディナークーポン

※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

◇所在地 渋谷区代々木221（JR新宿駅南口徒歩３分）

税・サ料込

期間：2021年11月１日（月）～2022年１月31日（月）＊除外日 ランチ1/1～1/3、ディナー12/22～12/25

〈ランチビュッフェ〉
メニューは季節で変わります
◆ソフトドリンク付き ◆２歳以下無料
◆サービス料はいただきません。

写
真
は
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ー
ジ
で
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ランチ/オールデイクーポン

期間：2021年11月１日（月）～2022年１月31日（月）＊除外日 1/1～1/3

※各コース２名様より承ります。
※市場の入荷状況により内容を変更する場合があります。

平日 11：00～14：00（L.O.）

17：00～21：00（L.O.20:30）

土日祝 11：00～21：00（L.O.20:30）

4,950円コース（ランチ） 4,950円→3,800円× 人

8,000円コース（オールデイ） 8,000円→6,500円× 人

★ランチコース（全７品）

二種前菜の盛り合わせ、ク
コの実とエノキ茸入りフカ
ヒレスープ、海老のチリソー
ス、本日の点心二種、マー
ボー豆腐、豚バラ肉と水菜
入りチャーハン、豆乳入り
杏仁豆腐

★オールデイコース（全８品）

四種前菜の盛り合わせ、具沢山のフ
カヒレスープ、海老のチリソースと
マヨネーズソースの紅白仕立て、本
日の点心二種、ホタテと季節野菜の
炒め、豚バラ肉の黒酢煮込み 花巻
添え、牛挽き肉と水菜入りチャーハ
ン、豆乳入り杏仁豆腐

税・サ料込

ラ
ン
チ
コ
ー
ス
イ
メ
ー
ジ

税・サ料込

ランチイメージ

○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

��

��

��



使って得する！助成金
サービスセンターへ申請することで、助成金が支払われます。

詳細はガイドブック2021をご覧ください。
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緊急事態宣言発出等による時間短縮営業のため、チケットの有効期限が延長されています。

各施設ＨＰまたはセンターＨＰ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」で内容をご確認ください。センターＨＰでは、情報を随時更新しています。

おふろの王様 多摩百草店 2021/５/31→2021/12/31 2021/11/30→2022/５/31

ロテン・ガーデン 2020/２/29～2021/10/31→2021/11/30

国立温泉 湯楽の里 2021/１/31及び2021/４/30→2021/11/30

昭島温泉 湯楽の里 2022/３/31→2022/11/30 （2021.10.20現在）

温温泉泉施施設設等等ののチチケケッットト有有効効期期限限のの延延長長ににつついいてて

ククク オオオ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不可

電話

FAX

HP

申込締切

1111//1166（（火火））1177::0000

【料 金】

【チケット有効期限】 2022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（火）～12月20日（月）

「ユネッサン（水着入浴）」「元湯 森の湯（裸入浴）」の両施設が利用できます。

区 分 販売料金 通常価格

大 人（中学生以上） 1,200円 3,500円

小 人（３歳～小学生） 700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、前売券とは別にネットから日時指定整理券の取
得が必要になります。詳細は、施設HPでご確認ください。

募集販
売

ジェ10％

お得！

パスポート

こちらで確認↑

�人間・脳ドック受診助成（P10）

�インフルエンザ予防接種助成（P12）

�宿泊施設利用助成（P13）

�日帰りツアー参加助成（P13）

�市内飲食店助成（P14）

�観劇等鑑賞助成（P14）

�生涯学習講座受講助成（P15）

その他、事業主への助成となる定期健

康診断受診助成（P10）があります

こんな内容があります♪
（ ）内はガイドブックのページ

申請書類（領収書＋申請書等）の
チェックポイント♪ ※助成金申請書はP49、50

��領収書 下記の記載がない場合は、証明書類が必要です。

金 額 自己負担が対象額以上ですか？

フルネーム 支払者・利用者は利用会員本人ですか？

実 施 日 実施日から１年以内ですか？（加入前の実施は対象外）

利用内容 利用施設や観劇名、講座名、「インフルエンザ予防

接種」等は記載されていますか？

��申請書
訂 正 金額の訂正はできません。書き直しをお願いします。

代理申請 代理での申請は、委任のサインが必要です。

富富士士急急ハハイイラランンドド//ささががみみ湖湖ププレレジジャャーーフフォォレレスストト
共共通通利利用用補補助助券券

ガイドブックＰ55の利用補助券を施設に提出するとフリーパスが割安の金

額で購入できます。 例：富士急ハイランド 大人通常 6,300円�5,500円

利用補助券を既に使用された方は、「FUJIYAMA倶楽部ＨＰ」から割引

券をダウンロードして、ご利用ください。

富士急ハイランドでは、11月30日（火）まで「秋の特別感謝デー」を実施しています。

ユーザー名 ***** パスワード ********

FUJIYAMA倶楽部ＨＰ→
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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！！

FAX HP 申込締切

1111//1122（（金金））1177::0000

郵送
※申込者全員に販売
※申込締切後のキャンセ
ルは不可

募集販
売

【販売枚数】 利用会員１人 2枚まで
【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（水）～12月17日（金）（厳守）

湯 沢 高 原 ス キ ー 場 （新潟）
〔問合せ〕0257843326

ロープウェイ付リフト１日券 大 人 4,300円（通常4,800円）

子 供 2,900円（通常3,400円）

シニア（55歳以上）3,800円（通常4,300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（大人･子供･マスター）※シニアも割引あり

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 12/18～３/13 〔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）

石 打 丸 山 ス キ ー 場 内 （新潟）

〔問合せ〕0257832222

リフト１日券 大 人 4,600円（通常5,400円）

ジュニア 3,100円（通常3,600円）

シニア 4,100円（通常4,600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

※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10/21～3/21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//88（（月月））～～1122//1155日日（（水水））
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（東急スノーリゾートなど）

２．日本スキー場開発㈱（白馬・鹿島槍・川場等８箇所）

右QRコードから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

窓口 電話 HP

施設名 販売金額 通常料金 募集枚数 有効期間

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

1,600円 4,500円 80枚 2021/12/11～2022/3/27（予定）

八千穂高原スキー場 1,400円 4,000円 30枚
今シーズン及び来シーズンの２シーズン有効
今シーズンは11/27～2022/4/3（予定）

【枚 数】 利用会員１人各 5枚まで
【料 金】

22002222ススキキーーシシーーズズンン！！

※先着順で無くなり次第終了

先着順

申
込
方
法

詳しくは

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�

テイクアウト
にも使えます

今回限り

全福センター 検索�
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❻
❹
❼
❽

❽

450❽昭島温泉
湯楽の里
ゆ ら 3 31850 960

900 900

2023

350 3 31670 770

500

紅椿の湯
道志川温泉

5 31780 930

500

丘の湯
よみうりランド

5 31830 980

600

多摩境天然温泉

5 311,100 1,100

1,600スパ
ラクーア

東京ドーム
天然温泉

5 312,900 3,450

600

瀬音の湯
秋川渓谷

12 31

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

森
もり

 彩

稲城天然温泉

 乃
のいろどり

季
とき

 彩

今だから
　　癒されたい～！
今だから
　　癒されたい～！

ざんまいざんまいざんまい
温泉・温泉・温泉・
風呂風呂風呂ざんまい

温泉・
風呂
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「ベネ
ログイ

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不可

FAX

HP

郵送

申込締切

1111//1155（（月月））1177::0000必必着着

募集販売

�

�

�

�
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「「ベベネネフフィィッットト・・スステテーーシショョンン」」へへのの
ロロググイインン方方法法がが変変わわりりまますす。。

ＩＤ・パスワード登録済みの方も未登録の方も新しいログインの設定をお願いします。

ベネアカウントでログイン � マイページ � 個人設定 � ベネアカウント管理へ � 再ログイン � アカウント管理とセキュリティの「編集」

� 家族アカウント一覧の「表示」� 家族アカウントの招待・管理の「招待」�「家族アカウントの招待」で必要事項を入力 � 招待

※ここで入力する「通知先」（メールまたは電話番号）が家族のログインIDとなります。

届いたメールを開く � URLをクリック � 家族本人情報を入力（生年月日、パスワード）� 設定 � 登録完了

「ベネフィット・ステーション」で検索 【ベネアカウントの登録はこちら】をクリック

２

会 員 の ロ グ イ ン 登 録 方 法

初回ログイン画面は入力せず、下部の青文字をクリック

１

３ 「団体ID」「認証キー１･２」で初回ログイン

４ ベネアカウントの新規登録（仮登録）

６ 本人認証をおこない、本登録完了

５ ④で登録したメールアドレスにメールが届く

URLをクリック

件名：【ベネワン･プラットフォーム】アカウント登録案内メール

��

次回から④のベネアカウントでログイン
７

家 族 登 録 の 方 法

家族を招待する

家族に登録してもらう

今後IDとして使用したい
メールアドレスID

今後使用したい
パスワード

④で設定したパスワード
を入力。

本人確認をおこない、
本登録が完了

��

入力不要

・団体ID 大文字半角

C00026D8D

・認証キー １

会員番号７桁

・認証キー ２

誕生日４桁

例：11月１日→1101

��

★新規入会者のご利用開始日の変更…①毎月１日～20日までのサービスセンター入会者は入会月の翌月から

②毎月21日～末日の入会者は翌々月から となります。

パスワード

��

メールアドレス

パスワード

ログインID

パスワード

1111月月11日日

かからら

【団体ＩＤ】【認証キー１･２】をお持ちの方のログインはこちら

この
青文字を
クリック

※2021年10月時点の情報であり、画面イメージや情報が変更になる可能性がございます。
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美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術
あ

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

男子

アル
ホー

チチチケケケッッットトト
案案内内

申
込
方
法

電話

HP

先着
順 申込期間

1111//99（（火火））88::3300～～1111//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

※「ものまね」「ディズニー」以外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！

飛火野ジャズフェスティバル2021

あっせん枚数 1100枚

料 金 全席指定 2,300円（通常 4,000円）

福生市民会館
ひの煉瓦ホール
（日野市民会館）

料 金 全席指定 1,200円
（通常 2,000円）

あっせん枚数 1166枚

※申込後のキャンセルは不可

ものまねワンダーランド
おもしろネタ満載でやんすwww

引引換換 1111//2244～～1122//33

あっせん枚数 1100枚

料 金 全席指定 4,200円
（通常 5,800円）

いちょうホール 大ホール
（八王子市芸術文化会館）

1月15日（土）

1月11日（火）

あっせん枚数 1100枚

J:COMホール八王子

五木ひろしコンサート2022

16:00開演

14:00開演

12月5日（日）

12月26日（日）

引引換換 1122//33～～1122//2288

13:00開演
16:30開演

ディズニー・ファンタジア・コンサート

東京国際フォーラム ホールＡ

料金 Ｓ席 7,000円
（通常 8,900円）

1月5日（水）17:00開演

引引換換 1122//2233～～1122//2288

ナビゲーター＆ゲストピアニスト：清塚信也

指 揮：栗田博文

管弦楽：東京フィルハーモニー
交響楽団

料 金 全席指定 4,200円
（通常 7,700円）

あっせん枚数 1100枚 引引換換 1122//1144～～11//44

宇崎竜童 弾き語りLIVE2022
JUSTGUITARJUSTVOCAL

引引換換 1122//1177～～11//77

40thAnniversary

稲垣潤一コンサート 2022

料 金 全席指定 5,100円
（通常 6,800円）

J:COMホール八王子

引引換換 11//44～～11//2211

1月29日（土）

18:00開演

※３歳以上有料。３歳未満入場不可。

あっせん枚数 1100枚

※３歳以上有料。３歳未満入場不可。

出 演 神無月 松村邦洋

古賀シュウ ほいけんた

みかん ほか

Presentationmadeunderlicensefrom DisneyConcerts
�DisneyAllrightsreserved

出 演 ラヂオ マヂック オーケストラ

レディー ホンカーズ

クワトロ ロコス

京王あそびの森HUGHUG〈ハグハグ〉平日フリーパス販売中！
子ども 600円 大人 500円 有効期限：2022年３月31日 ※センター窓口販売3/10まで
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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

申
込
方
法

窓口 販売開始

1111//55（（金金））88::3300～～

電話先着
順

※申込後のキャンセルは
不可ああっっせせんん枚枚数数 各各3300枚枚（（利利用用会会員員１１人人各各４４枚枚ままでで））

HP

11月13日（土）～1月23日（日）
休館日：月曜日

※ただし12/27、1/3、1/10は開館、1/11（火）は休館

12/29～1/2は年末年始休館

山種美術館

【料 金】一般 500円
（当日料金 1,300円）

※中学生以下無料

（付添者同伴必要）

※販売期限：

1/21（金）17:00まで

奥村土牛
―山﨑種二が愛した日本画の巨匠 第２弾―

サントリー美術館 開館60周年記念展

千四百年御聖忌記念特別展
「聖徳太子 日出づる処の天子」
11月17日（水）～1月10日（月･祝）
休館日：火曜日、12/28～1/1

（ただし11/23、1/4は開館）

サントリー美術館

【料 金】一般 600円
（当日料金 1,500円）

※中学生以下無料

※販売期限：

1/7（金）17:00まで
公式サイト 「聖徳太子童形像･六臣像」桃山

時代 16世紀、大阪・四天王寺

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
【申込方法】 ①～⑥を記入の上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）とそれぞれ枚数

【あっせん枚数】 各日 4枚

利用会員１人 2枚まで（１日分のみ）

日 程 ２階座席 料 金 一般料金（座席料＋土産）

初 日 1月 9日（日） Ｂ席 8,500円 平 日 Ａ席：8,000円
土日祝 Ｂ席：5,500円

＋
土産代5,000円程度

※土産はパンフレット・焼
鳥・お菓子・土産物等

８日目 1月16日（日） Ｂ席 8,500円

13日目 1月21日（金） Ａ席 10,500円

14日目 1月22日（土） Ｂ席 8,500円

※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//1122（（金金））1177::0000
※抽選結果は12月中旬頃
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不可

抽 選

※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。

※申込締切後のキャンセルは不可

電話

HP

申込期間

1111//88（（月月））88::3300～～1111//1177（（水水））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

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

【席 種】 ２Ｆ指定席（ホームまたはビジター）

※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 10枚

【申込枚数】 一試合 4枚まで 利用会員１人あわせて 8枚まで

試合日程 対戦相手 開始時間 チケット引換

12月15日（水）サンロッカーズ渋谷 19:05

11/26～12月18日（土）
茨 城 ロ ボ ッ ツ

15:05

12月19日（日） 15:05

12月29日（水）宇都宮ブレックス 19:05 12/7～

1月22日（土）
大阪エヴェッサ

15:05

12/21～1月23日（日） 15:05

1月26日（水）名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 19:05

�ALVARKTOKYO

先着順

申
込
方
法

※新型コロナウイルス感染対策をし試合を実施します。
※試合開始時間は変更になる場合がありますので、開
催前には必ず公式ＨＰでご確認ください。

奥村土牛《醍醐》1972（昭和47）年
紙本・彩色 山種美術館

サントリー美術館
ウェブサイト

立川シネマシティ映画鑑賞券販売中！ 今年度に限り利用会員１人8枚まで
１枚 1,000円 有効期限：2022年３月31日 ※センター窓口にお越しください。
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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P49又はホームページからダウンロード）

②実施機関の領収書 利用会員名（フルネーム）、「インフルエンザ予防接種」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P12、47

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、受診日が記載）、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Ｐ11参照

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Ｐ10、11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）2021年11月１日

締 切 日 第1回 11月12日（金） 必着 納品 12月10日頃

第2回 11月22日（月） 必着 納品 12月20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

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。必要な箇所をご記入ください。

申込書（チラシ）を11月号に挟み込みました。

※定期健康診断検査項目（血液検査等）の受診が必

須条件です。（労働安全衛生規則第44条）

商商品品はは事事業業所所ににままととめめてておお送送りりししまますす。。中は、申込者ごとに個別包装されており、それぞれ振込用紙も同封されています。

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：㈱アーテム
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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。
＊各店舗の都合により、年度途中でサービス内容・料金等を変更する場合があります。

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

2021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・テイク
アウトは対象外

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

※初回購入時のみ対象

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

※注文の際、お申出ください

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

芦沢製疊㈲
畳・襖あしざわせいじょうは日野市で56周

年を迎えます

日野629

�0425813866
日

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

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（金）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！業者
電話

★退会の手続きについて 当月末必着で当月退会になります。
翌月になると会費が発生します。HPからも申請できます。

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

INFORMATION

（12）2021年11月１日

サービスセンターへお車で

お越しの際は、右図の駐車場

（黄色の枠内）をご利用くだ

さい。

駐車場のご案内

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、国際急行観光株式会社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、旅行会社にお願いします。

行
程

日野駅（8:00）� 高幡不動駅（8:25）�《首都高》� 長井海の手公園「ソレイユの丘」（菜の花観賞）� グルメ館
豊魚（昼食）� イイジマ農園（三浦大根掘り お土産）� 三崎フィッシャリーナ・ウォーフうらり（買物・わかめ
詰め放題）� 衣笠ＩＣ �《首都高》� 日野市内（18:00頃着予定）

と き 1月30日（日）雨天決行

利用会員 6,500円 同居家族 7,500円 関係者 9,900円（通常料金9,935円）

日野駅・高幡不動駅集合場所

35人（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
会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25日（木）までに旅行会社へ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６日（月）までに旅行会社から代表者へ郵送

写真はイメージです

申
込
方
法

申込締切

1111//2255（（木木））
抽選 業者

電話
業者
FAX

相模湾に面し、天気が良く空気が澄んだ日には「10万本の花畑」と「富士山」
「相模湾」が揃った、とても美しい景観を堪能することができます。

※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。

※ツアー実施にあたり、新型コロナ
対策をしております。詳細はサー
ビスセンターHPをご覧ください。

三浦大根はみずみず
しく、煮物などに最適

国際急行観光株式会社
観光庁長官登録旅行業1199号

TEL0488323101（平日9:00～16:00）
FAX0488323103 休業：土･日･祝祭日

問合せ
申込先

三
崎
鮪
問
屋
な
ら
で
は
の

マ
グ
ロ
定
食

わわかかめめ
詰詰めめ放放題題！！

※汚れても良い靴と大根持ち帰り用
ビニール袋などをお持ちください。

三三三三三三三三浦浦浦浦浦浦浦浦大大大大大大大大根根根根根根根根掘掘掘掘掘掘掘掘りりりりりりりり体体体体体体体体験験験験験験験験ととととととと「「「「「「「「絶絶絶絶絶絶絶絶景景景景景景景景菜菜菜菜菜菜菜菜のののののののの花花花花花花花花観観観観観観観観賞賞賞賞賞賞賞賞」」」」」」」」
三三崎崎産産直直セセンンタターー「「ううららりり」」ででおお買買物物

日野市商工会館

P

ココ

特別価格 !特別価格 !特別価格 !


