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行
程 豊田駅（7:30）� 日野駅（7:45）� 高幡不動駅（8:05）�《常磐道》� つくば牡丹園 � みずほの村市場（買物）

� 割烹一の矢（昼食 和会席）� 坂野ガーデン（バラ見学）�《常磐道》� 日野市内（18:30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、株式会社ノースフィールド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。

※新型コロナ対策の詳細はサービスセンター
HPをご覧ください。

と き 5月15日（日）雨天決行

利用会員 8,500円 登録同居家族 9,500円 関係者 12,100円（通常料金12,200円）

日野駅・高幡不動駅・豊田駅集合場所

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 ３月28日（月）までに旅行会社へFAXまたはTEL
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 ４月11日（月）までに旅行会社から代表者へ郵送

株式会社ノースフィールド
全国旅行業協会正会員
神奈川県知事登録旅行業第2985号

FAX 0462222026
TEL0462222025（平日10:00～18:00）

問合せ
申込先
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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。

※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。

つくばの花めぐり

坂野ガーデンは約3000㎡の里山の
敷地に500を超える品種のオールド
ローズ・モダンローズを持つバラ園。

茨城県つくば市にある世界最大級の牡丹・芍薬庭園「つくば牡丹園」
すり鉢状の美しい景観、60,000平米の敷地内に牡丹・芍薬合わせて800種を育てる牡丹・芍薬の庭です。

（今回から追加）

★３月31日（木）の窓口受付は、システム入替のため休業させていただきます。

★３月31日（木）の窓口受付は、システム入替のため休業させていただきます。
★令和３年度の助成金申請受付は、３月30日（水）までです。
★３月31日付の退会は、前もってお手続きをお願いします。

業者
FAX

申
込
方
法

業者
電話

申込締切

33//2288（（月月））
抽選
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申込締切

33//1188（（金金））1177::0000

※申込者全員に販売。

※申込締切後のキャンセルは不可

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

【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枚まで

【利用期限】 2023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（火）～４月26日（火）
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申込締切

33//1177（（木木））1177::0000

※申込者全員に販売。

※申込締切後のキャンセルは不可

ギギネネスス世世界界一一のの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

【利用期限】 2023年３月31日まで

【引換期間】 ４月８日（金）～４月22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

月の重力を疑似体験できる「ムーンウォーカー」
【所在地】西東京市芝久保町51064

TEL0424696100
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販売・申込開始

44//44（（月月））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不可
【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60枚 利用会員１人4枚まで
【利用期限】 2023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

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。）�センター指定の口座に料金振

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。（デジタル

チケットは印刷して、利用当日お持ちください。）

※振込先は、2022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。）

江江江江江江江川川川川川川川海海海海海海海岸岸岸岸岸岸岸「「「「「「「「「潮潮潮潮潮潮潮潮潮干干干干干干干干干狩狩狩狩狩狩狩狩狩」」」」」」」」」チチチチチチチチチケケケケケケケケケッッッッッッッッットトトトトトトトト販販販販販販販販販売売売売売売売売売
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申込・販売期間

33//77（（月月））～～77//1133（（水水））

【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

【所在地】木更津市江川海岸 お問合せ：新木更津市漁業協同組合江川支所（旧 江川漁業協同組合） �0438412234

潮干狩実施期間 3月19日（土）～7月18日（祝･月）

Ｐ□無料駐車場完備

春春
おお

ガ

横横横横横浜浜浜浜浜

先着順

※申込後のキャンセルは不可
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窓口

HP

先着順
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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
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窓口 販売開始

44//11（（金金））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

3,900円

大 人 5,800円

４月１日～
2023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
入園のみ
※ライオンバス
別料金

5枚

サ ン リ オ
ピューロランド
デイパスポート

大 人 券 3,100円 大 人
3,600円
～4,900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 券
シニア券

2,000円
小 人
シ ニ ア

2,500円
～3,800円

立川シネマシティ
鑑賞券

大 人 券 1,000円 大 人 1,900円
４月１日～
2023年
３月31日

シネマ・ワン
シネマ・ツー

5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
例）ワンデーパス ※夏のプールは利用不可

大 人 5,800円→4,900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
例）フリーパス 大人

さがみ湖リゾート 4,300円→3,300円
（予定）

富士急ハイランド 6,300円→5,500円

東京ドームシティアトラクションズ特別利用券
例）ワンデーパスポート

大 人 4,200円→2,600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「2022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。

東京サマーランド特別利用券
例）春季１Dayパス

大 人 2,600円→1,600円

綴込

※シニア料金…よみうりランド・サンリオは65歳以上 ※よみうりランド…プール付ワンデーパスの販売については未定です。

※サンリオは、４月より一般料金が変動制（利用日により５段階の料金）となりますが、デイパスポートで常時利用できます。ただし、来場予約必要。

※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2021年度分チケットを販売しています。

ローソン・ファミリーマート助成券
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円の補助を受けることができます。

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シシシシシシーーーーーーパパパパパパララララララダダダダダダイイイイイイスススススス 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

※3/19～3/31は、入場制限を実施する場合あり。詳しくは施設HPをご確認ください。

実施期間 ３月１日（火）～３月31日（木）
期間中、アクアリゾーツパスや乗り物やショップクーポン等がセットになった

特別チケット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！

（センターＨＰ内「お知らせ」からもダウンロードできます。） パスワード ＊＊＊＊
例）アクアリゾーツパス 大人 3,000円→ 2,100円

先着順

※申込後のキャン
セルは不可

〔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・西東京の各市の

ファミリーマート店舗

日付指定整理券取得はこちら→
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試合日程 対戦相手 開始時間 チケット引換

5月 8日（日）サ ガ ン 鳥 栖 15:00 4/18～

5月21日（土）柏 レ イ ソ ル 15:00 4/28～

5月29日（日）鹿島アントラーズ 15:00 5/9～

※申込締切後のキャンセルは不可

電話

HP

申込期間

33//77（（月月））88::3300～～33//1166（（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

【座 席】 ２Ｆ自由席

【料 金】 大 人 1,800円（当日3,000円）
小中高 900円（当日2,000円）
※イベント収容人数により、指定席になり金額が500円
上がります。ご了承の上、お申し込みください。

【あっせん枚数】 各試合 10枚
【申込枚数】 各試合 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

4月 9日（土）
横浜ビー･コルセアーズ

15:05

4/1～
4月10日（日） 15:05

4月16日（土）
群馬クレインサンダーズ

15:05

4月17日（日） 15:05

4月27日（水）レバンガ北海道 19:05

4/12～5月 7日（土）
宇都宮ブレックス

15:05

5月 8日（日） 15:05

�ALVARKTOKYO

先着順

申
込
方
法

申
込
方
法

※申込締切後のキャンセルは不可
※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//77（（月月））88::3300～～33//1166（（水水））1177::0000
22002222 明明治治安安田田生生命命ＪＪ１１リリーーググ

ＦＦＣＣ東東京京
ホホーームムゲゲーームム
【会 場】 味の素スタジアム

【座 席】 ＦＣ東京ホーム自由席

【料 金】 大 人 1,900円（当日一般価格 2,900円）

Ｕ－18 500円（当日一般価格 1,100円）
※U-18は2004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枚まで

�F.C.TOKYO

先着
順

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、入場制限があっ
た場合、あっせんができない場合があります。また、自
由席がホーム指定席となり、価格が変更になる可能性が
あります。ご了承のうえ、お申し込みください。
※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。

東京ドーム 巨人戦観戦
【座 席】 指定席Ｂ（１･３塁の指定はできません）

【料 金】 １枚 4,300円（東京ドームグループ利用券1,000円分付 一般価格5,600円相当）

※東京ドームグループ利用券は東京ドーム内をはじめ、東京ドームシティ内の飲食・グッズ販売で利用できます。有効期限があります。

おつりは出ません。

※2022年より東京ドーム場内は完全キャッシュ

レス化となりました。

【あっせん枚数】 各試合 6枚
【申込枚数】 利用会員１人あわせて 4枚まで

申
込
方
法

※申込締切後のキャンセルは不可

電話

HP

申込期間

33//77（（月月））88::3300～～33//1166（（水水））1177::0000

先着
順

東京ドーム内での飲食に制限あります。ご了
承の上お申込みください。
今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況
により、中止・延期・開始時間の変更等にな
る場合があります。

日 程 対戦相手 開始時間 日 程 対戦相手 開始時間

4月 9日（土）ヤ ク ル ト 14:00 5月 6日（金）ヤ ク ル ト 18:00

4月10日（日）ヤ ク ル ト 14:00 5月 7日（土）ヤ ク ル ト 14:00

4月19日（火）広 島 18:00 5月14日（土）中 日 14:00

4月20日（水）広 島 18:00 5月15日（日）中 日 14:00

4月30日（土）阪 神 14:00 5月25日（水）オリックス 18:00

5月 1日（日）阪 神 14:00 5月26日（木）オリックス 18:00

いき

（学）N

（学）N

実践

スポ
日

問

問

問

問

問

問

※引換日はサービスセンターより連絡します。

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 40枚まで 450円

41枚目から490円

申
込
方
法

販売期限

～3/30（水）17:00

窓口

1100％％

おお得得！！
450円（500円券） 有効期限なし

今年度限りの
追加販売!! ※既に20枚購入済の方も

追加で20枚購入可
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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！

いいききいいききカカルルチチャャーー教教室室・・パパソソココンン教教室室

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（2022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） 資格の大原 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、「法人割引

カード（５％OFF）」をご請求ください。 ※サービスセンターへの助成金の申請は不要

※資格の大原各校での直接のお申込みは、対象となりません。

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 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！

※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。

日野市シルバー人材センター

10％

お得！
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美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術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

33//88（（火火））88::3300～～33//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 下記公演ごとに記載

※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！

爆生!!お笑いin八王子

あっせん枚数 1100枚

料 金 全席指定 2,800円
（通常 4,400円）

たましんRISURUホール
（立川）

Ｊ:ＣＯＭホール八王子

料 金 全席指定 2,800円
（通常 4,000円）

あっせん枚数 2200枚

※申込後のキャンセルは不可

12人のヴァイオリニスト
～夏の調べ～ Producedby高嶋ちさ子

引引換換 44//88～～44//2211

6月4日（土）

東京芸術劇場プレイハウス
（池袋）

舞台『奇跡の人』

①12:30開演

4月30日（土）

5月22日（日）

引引換換 55//66～～55//1166

15:00開演13:00開演

たましんRISURUホール
（立川）

料 金 Ｓ席 4,300円
（通常 6,800円）

5月28日（土）

①11:30開演
②15:30開演

引引換換 55//66～～55//2200

料 金 Ｓ席 6,900円
（通常 9,800円）

あっせん枚数 各44枚

引引換換 55//1133～～55//2277※未就学児入場不可

あっせん枚数 各66枚

※高嶋ちさ子の出演はございません。
※未就学児入場不可※３歳以上有料。３歳未満入場不可。

島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2022

※未就学児入場不可

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 2022年10月31日 500円 平 日 880円 土日祝日 980円

おふろの王様 多摩百草店 2022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 2022年12月31日 650円 平 日 920円 土日祝日 1,050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 780円 土日祝日・特定日 950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、2021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「2022ガイドブック」Ｐ31をご覧ください。

申
込
方
法

窓口 販売期間

44//11（（金金））～～99//3300（（金金））

施設名 道志川温泉 紅椿の湯

出 演 爆笑問題 ナイツ ほか

出 演 高畑充希 平祐奈 ほか

姉妹

※出演者は変更になる場合があります。

②17:30開演

引換



22002222年年度度 小小･･中中･･高高校校入入学学祝祝給給付付金金申申請請受受付付はは、、４４月月６６日日（（水水））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。

2021年度の給付申請受付期限は事由が発生してから１年以内です。入学祝は３月30日（水）
までです。期日を過ぎての申請はできません。申請忘れのないようにご注意ください！
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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 申込開始

33//77（（月月））88::3300～～

電話先着
順

※申込後のキャンセルは
不可

HP

4月16日（土）～

6月12日（日）

休館日：火曜日
ただし5/3，6/7は開館

サントリー美術館

【料 金】

一般 900円
（当日料金 1,700円）

【あっせん枚数】

30枚 利用会員１人2枚まで

※販売期限：6/10（金）17:00まで

新型コロナ感染の感染対策の影響により美術展チケットがあっせんでき
ないため、以下の指定の美術展は助成をします。（※一般入館料対象）

【助成金額】１枚に対し500円。ひとつの美術展で2枚分まで

【受付期間】各美術展の開催初日～開催終了後１か月まで

【申請方法】助成金申請書に必要書類を添えてサービスセンターに申請

【必要書類】チケット半券またはネット予約の場合は、チケット申込完了
画面や購入確認メールを印刷またはスマホ画面にて提示。
展覧会名、チケット種類、金額、枚数がわかるように印刷してください。

★１枚2,000円以上のチケットは観劇等鑑賞助成の方がお得です。

大英博物館 北斎
―国内の肉筆画の名品とともに―

サントリー美術館
ウェブサイト

開催期間 展 示 場 所 申請期限

2/10～4/3 フェルメールと17世紀オランダ展 東京都美術館 2022年5/6

2/9～5/30 メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年 国立新美術館 2022年6/30

3/26～6/19 ピーターラビット展 世田谷美術館 2022年7/19

4/22～7/3 スコットランド国立美術館 美の巨匠たち 東京都美術館 2022年8/3

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 TOHOシネマズ イオンシネマ など

「ベネフィット・ステーション」へのログイン方法が11/1から変わりました。

11/1以前に登録済みの方も新しいログインの設定が必要です。※詳細はサービスセンターHP

ベベネネフフィィッットト･･スステテーーシショョンンににロロググイインンししててごご利利用用くくだだささいい！！

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
※譲渡不可対象の「まん福」１箱につき、本券１枚使用できます。

利用期限 令和４年３月31日（木）まで

姉姉妹妹都都市市PPRRおお土土産産「「ままんん福福」」補補助助券券

￥400

【利用期間】 3月1日（火）～3月31日（木） 先着順

【取扱店舗】 紀の國屋 本店、豊田駅前店、日野店

【問合せ・予約】 紀の國屋本店 住所 日野市多摩平152 TEL0425811358 http://kinokuniya-sweets.com

※売り切れの際はご容赦ください。

日野市と岩手県紫波町姉妹都市盟約５周年記念

生地は紫波町産のもち米「ヒメノモチ」
餡は日野市産のサツマイモ、三河屋の豆乳のコラボです

姉妹都市PRお土産

スイートポテト餡の大福「「ままんん福福」」

童謡「たきび」の作詩者巽聖歌が取り持つ縁

先着順
要予約！

１箱５個入り1,000円が600円で購入できます（400円補助）！

利用方法

予約の上、クーポンに会員番号・氏名を記入し、各店
舗にて会計時にお渡しください。
購入料金（１箱５個入1,000円税込）から補助券金額400円

を差し引いた額600円で購入できます。
１利用会員 1枚まで利用可

《冨嶽三十六景 凱風快晴》�飾北斎 横大判錦絵
江戸時代 天保元－４年（1830－33）頃
大英博物館
1906,1220,0.525�TheTrusteesoftheBritishMuseum

新新規規 美美術術展展助助成成ののおお知知ららせせ

引引換換 44//11～～

��
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★次回の会報は４月28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！業者
電話

★「2022年度ガイドブック」を３月末に配付します。

INFORMATION 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500名のご応募があり、２月下旬に当選者に発送いた
しました。次回もお楽しみに！

GoToトラベル給
付金が適用された
場合の参加費はセ
ンターHP等でお
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

6/19
（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）

6/20
（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

＊新型コロナウィルス感染拡大の状況により、行程の変更や中止なる場合があります。
＊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。
＊本旅行は旅行会社の添乗員及びサービスセンター職員が随行します。

取扱旅行会社：㈱スペース・プラン

観光庁長官登録旅行業第1672号

申
込
方
法

申込開始

33//77（（月月））99::0000～～

【と き】 6月19日（日）～20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11日（月）から５月13日（金）まで ＊５月28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。

上高地河童橋 �上高地観光旅館組合

・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
んびり散策します。

＊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）

ひだホテルプラザ 夕食イメージ

新穂高ロープウェイ

先着
順

★３月31日（木）の窓口受付は、システム入替のため休業させていただきます。

★３月31日（木）の窓口受付は、システム入替のため休業させていただきます。
★令和３年度の助成金申請受付は、３月30日（水）までです。
★３月31日付の退会は、前もってお手続きをお願いします。




