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令和４年９月1日発行

行
程

日野駅（7:15）� 豊田駅（7:30）� 高幡不動駅（7:45）�《中央道・首都高速他》� 三浦みかん園（みかん狩り・

食べ放題・もぎ取り１袋お土産付）� 三浦港魚産直センター「うらり」（海産物・地元産野菜の買物）� ホテル・マホ

ロバ・マインズ三浦（昼食）� 横浜港大桟橋港 豪華客船「ロイヤルウィング」乗船（ティークルーズ約90分

ソフトドリンク飲み放題）�《東名道・中央道》� 日野市内（19:00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しません。

※この旅行は、ベストツアー多摩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。

※新型コロナ対策の
詳細はこちら→

と き 11月6日（日）雨天決行

利用会員 7,700円 登録同居家族 8,700円
同居家族子ども（高校生まで）6,000円 関係者 11,000円（通常料金11,000円）

日野駅・豊田駅・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26日（月）までに旅行会社へTELまたはFAX（必着）
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 10月７日（金）までに旅行会社から代表者へご連絡。

ベストツアー多摩
東京都知事登録旅行業第24700号

ＴＥＬ 0424802800（平日9:30～18:00）

ＦＡＸ 0424802821

問合せ
申込先

※お子様ランチに変更の場合は、同居家族子ども5,000円、関係者子ども10,000円となります。
※３歳未満は座席代として1,000円

写真はイメージです

※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。

※GoToトラベルなどの旅行支援が再開された場合は対応します。

※詳細が決まり次第、サービスセンターＨＰでお知らせします。

業者
電話

申
込
方
法

業者
FAX

申込締切

99//2266（（月月））
抽選

みかん狩り
１袋の
お土産付！

ボリュームたっぷり
珍しいまぐろの尾の
身のステーキ膳

優雅なティータイム（ソフトドリンク飲み放題）
と横浜の風景を90分のクルージングでお楽しみ
ください。

三三浦浦半半島島ででみみかかんん狩狩りりとと
豪豪華華客客船船ロロイイヤヤルルウウィィンンググでで優優雅雅ににテティィーーククルルーーズズ

あっせん日帰りツアー
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ラ･フランス とサンふじ
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//66（（火火））～～99//1122（（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
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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

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

Ａ ラ・フランス３㎏ ９～10玉 2,790円 4,100円
100箱

Ｂ ラ・フランス５㎏ 14～16玉 3,510円 4,900円

Ｃ サンふじ ５㎏ 16～18玉 2,700円 4,000円 100箱

※商品番号が異なれば別配送になります。ご用意ができた商品から順次発送します。
※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。

【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・問い合わせ先】
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30分～午後５時30分（無休）

【支払方法】 会員住所に専用の「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①～⑧

を明記のうえ、はがき・FAXで

お申し込みください。

※９月12日（月）必着

（はがき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配達希望住所（〒）・氏名・電話番号

（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。

ご家庭用に
どうぞ！

秋秋ののゆゆううええんんちちチチケケッットト販販売売
販売開始 施設・券種 販売料金 一般料金 枚数限度（利用会員１人）有効期限 備 考

サ ン リ オ

ピューロランド

デイパスポート

大人 3,100円
（18歳～64歳）

3,600円～4,900円

合わせて4枚
（後期分）

※前期分は販売中！

2023年
３月31日

※一般料金は変動
制ですが、デイ
パスポートで常
時利用できます。
ただし、来場予
約が必要。

小人 2,000円
（３歳～高校生）

2,500円～3,800円
シニア 2,000円
（65歳以上）

◆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

９９９９９/////２２２２２８８８８８

※申込締切後のキャンセルは不可

電話

HP

申込期間

99//66（（火火））～～99//1155（（木木））
88::3300 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 22002222 2233シシーーズズンン開開幕幕

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】 国立代々木競技場 第一体育館

試合日程 対 戦 相 手 開始時間 あっせん価格（当日価格） チケット引換日

10月７日（金）
千 葉 ジ ェ ッ ツ

19:05 大 人 2,200円（3,500円）

9/26～
10月８日（土） 15:05 こども 1,800円（3,000円）

10月15日（土）
群馬クレインサンダーズ

17:05 大 人 1,800円（3,000円）

10月16日（日） 15:05 こども 1,400円（2,500円）

10月26日（水） 仙 台 89 Ｅ Ｒ Ｓ 19:35
大 人 1,400円（2,500円）

9/30～
こども 1,000円（2,000円）

11月26日（土）
茨 城 ロ ボ ッ ツ

18:35 大 人 1,800円（3,000円）
11/4～

11月27日（日） 15:05 こども 1,400円（2,500円）

�ALVARKTOKYO

先着
順

申
込
方
法

レレレレレレレレレレスススススススススス

【試合日程・価格】

【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枚まで

※今シーズン
より「フレッ
クスプライス
制」を導入。
試合によって
金額が変動し
ます。

※座席は１Fベンチ側Ｂ指定席 こども料金は４歳以上高校生まで
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おお 届届 けけ ぐぐ るる めめ

レストラン ＴＥＬ/利用時間 対象メニュー

スーパーダイニング

「リラッサ」ホテル３F
�0358052237
11:30～15:00

洋・中・和・スイーツブッフェ【90分制】
ソフトドリンクバー付

スカイラウンジ＆ダイニング

「アーティスト カフェ」
ホテル43F

�0358052237
平 日11:30～14:30
※土・日・祝日は11:00より営業
※10/25～10/31は休業

パノラマランチコース【120分制】
本日のアンティパストミスト・本日のパスタ・
選べるメインディッシュ・ドルチェ

中国料理「後楽園飯店」
後楽園ホールビル２F

�0358052237
11:30～14:00 ※11/14～11/16は休業

セットメニュー 前菜・料理３品・点心・ご飯・
スープ・デザート・コーヒー

※「リラッサ」「アーティストカフェ」をお子様（４歳～小学生）がご利用の場合、現地払いの方が安くなります。

銀座「サバティーニ･ディ･フィレンツェ東京」
有楽町駅から徒歩３分 �0362639390

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券券券券券券券券券券券

申
込
方
法

電話

FAX

HP

申込締切

99//2200（（火火））1177::0000

※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

約半年ご利用いただけるお食事券を販売します。

お申込みの際、チケット名（浅草ビューホテルは大小区分まで）をご指定ください。

【申込枚数】利用会員１人 各施設 4枚まで
【引換期間】10月３日（月）～10月21日（金）

※状況により、営業時間・提供方法及び内容が変更となる

場合や休業となる場合があります。

※食事券のご利用の際には、各施設への予約が必要です。

※料金は税・サービス料込。※写真はすべてイメージです。

「
リ
ラ
ッ
サ
」
イ
メ
ー
ジ

東京ドームホテル レストランランチ券

浅草ビューホテル �0338422124

26F〈スカイグリルブッフェ武藏〉平日券 土日祝は差額支払で利用可

対象メニュー〈お任せランチコース＋お好きなドリンク１杯付〉

前菜 パスタ メイン料理（肉または魚料理） デザート コーヒーまたは紅茶

★デザートはケーキワゴンの約８種類から２つチョイス。
★お好きなドリンク１杯付
スパークリングワイン、ワイン（赤・白）、ビール、ソフトドリンクからチョイス

イタリアのフィレンツェ本店は創業108年。伝統の味をお愉しみください。

【有効期限】 2023年３月31日（金）まで ※除外日：ご予約時にお問い合わせください。

【営業時間】 ランチ 11:30～15:00（L.O.13:30）

【販売料金】 5,000円（通常 7,400円）

３店舗共通のランチ券です。お好きなレストランでお食事をお楽しみください。

【有効期限】 2023年３月31日（金）まで

※除外日：なし（下記休業日を除く）

【販売料金】 2,500円（通常 4,200～4,600円相当）

浅草寺から徒歩３分、天空の眺望が広がるレストランで色鮮やかなお料理を！

【有効期限】 2023年３月17日（金）まで ※除外日：12/23～1/3、イベント開催日

【営業時間】 ランチ 90分２部制 ①11:30～13:00 ②13:30～15:00

ディナー 120分２部制 ①17:00～19:00 ②19:30～21:30

【販売料金】

♪お出かけ割引情報♪
有楽町なら…コニカミノルタプラネタリアTOKYO

水道橋なら…宇宙ミュージアム TeNQ

浅草なら…スカイツリー、すみだ水族館

ベネフィットでお得に！ ベネフィットHP

区 分 販売料金 通常料金

平日ディナー
大 人 3,900円 5,900円

小学生 2,700円 4,100円

区 分 販売料金 通常料金

平日ランチ
大 人 2,900円 4,900円

小学生 2,000円 3,400円

★土日祝にご利用の場合は割増料金（大人1,000円、小学生700円）を現地でお支払いください。
★０～２歳は無料 ★幼児は通常幼児料金より100円引き
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申
込
方
法HP

FAX

郵送

申込締切

99//2222（（木木））1177::0000

※申込者全員に販売。

※申込締切後のキャンセル・変更は不可

①７年保存アレルギー対応レトルト食品セット（約３日分） ②米粉でつくったうどん（10食）

③新・食・缶ベーカリー缶入りソフトパン（９缶）

地震・豪雨など毎年のように起こる自然災
害。他人事ではありません！食品だけでな
く、衛生管理や避難生活の備えが必要です。

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
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】 ①～⑧を明記のうえサービスセンターへ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配達希望先住所（〒）・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

※（ ）は本体の税込価格です。消費税・代引手数料・送料含めサービスセンターで補助しています。

熱湯を注ぎ７分ででき

る、米粉100％のうどん風麺。

かつお出汁仕立スープと山菜具材の

「山菜うどん」とスパイスのきいた

まろやかスープの「カレーうどん」の

２種×各５入 １袋 約73ｇ

内容：

米粉クッキー×3、

レトルト食品（カ

レーピラフ ･コー

ンピラフ ･トマト

リゾット ･ホワイ

トシチューリゾッ

ト・わかめごはん・

五目ごはん×各1）、

水500ml×3

箱サイズ：

約233×205×170㎜

申
込
方
法FAX

電話

HP

募集販
売

申込締切

99//1155（（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

多摩六都科学館
【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】 10月５日（水）～10月25日（火）

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

【所在地】西東京市芝久保町51064 TEL0424696100

世界一に認定
されたプラネ
タリウムと、
観察･実験･工
作が楽しめる
体験型ミュー
ジアム

パン生地本来のおいしさに

こだわったしっとり、柔ら

か食感。黒糖・オレンジ・卵

不使用のEggフリーの３種×各３入。

１缶100ｇ

あっせん価格3,000円（5,148円）

※写真はイメージです。※①と②は食物アレルギー特定原材料28品目と貝類は不使用

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。

賞味期限
５年

募集販
売

横浜・

ドームスクリーンならではの臨場感が味わえ
る映像プログラム（大型映像）

④ハニックペーパー歯磨き＆
サラヤドライシャンプー

⑤サニタクリーン便袋 15枚セット
Ａ４判タイプ化粧箱入

⑥LOGOSクランクチャージランタン
（スマホに充電できる）

口腔洗浄液を浸したペーパー歯磨き

（30包入、天然コットン100％、クールミ

ント味）とふき取るだけで汚れを落とす

泡状シャンプー（弱酸性、200ml）

災害時にトイレ不足は大問題！トイレにか

ぶせるだけで利用でき、後処理も簡単。サ

ニタクリーン便袋を書籍やファイルと並べ

て置けて常備しやすいＡ４ファイルサイズ

の箱に入れました。

あっせん価格1,900円（3,278円）

電池不要のLEDランタン。
リチウムイオン蓄電池を
装備し、手巻蓄電･USB
蓄電が可能、また、USB
出力ポートからはスマホへ充電可能。

蓄電時間：約６時間
常用点灯目安：強約3.5時間 弱約12時間
蓄電容量：2600mAh
材 質：ABS樹脂他

付属品：本体蓄電用USB
ケーブル サイズ：約110×
100×高205㎜ 約450ｇ

あっせん価格4,200円（5,900円）

あっせん価格

2,900円（4,320円）

あっせん価格3,200円（5,292円）

賞味期限
５年

賞味期限
７年

あっせん価格2,200円（3,245円）

歯磨き保存
期間８年
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販売期間

99//55（（月月））～～22002233年年33//1100（（金金））
88::3300 1177::0000

【所在地】 京王線多摩動物公園駅下車すぐ

（京王あそびの森 HUGHUG〈ハグハグ〉のはす向かい）

施設情報（利用可能日等）は専用HPでご確認ください。→

申
込
方
法電話

窓口

HP
※申込後のキャンセルは不可
※引換えは、申込後１週間以内にお願いします。

見て乗って運転して！ワクワク☆の電車ワールドへ！

京王れーるランド入館券
【料 金】

【利用期限】 2023年３月31日まで

【販売枚数】 利用会員１人6枚まで

券 種 区 分 販売料金 一般料金

平日入館券 ３歳以上 100円 310円
電車について学んだり体
験できるアトラクション
をはじめ、楽しいコンテ
ンツがもりだくさん！
「京王れーるランドアネッ
クス」には京王れーるラ
ンドオリジナル商品が充
実しています。

京王あそびの森 HUGHUG〈ハグハグ〉平日フリーパスも販売中！�
子ども 600円 大人 500円 年度内 利用会員１人6枚まで 有効期限：2023年３月31日

※センター窓口販売

3/10まで

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

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

新江ノ島水族館
【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。

申
込
方
法

電話

FAX

HP

申込締切

99//1155（（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

【利用期限】 2023年３月31日まで 【販売枚数】 利用会員１人あわせて 5枚まで
【引換期間】 10月３日（月）～10月20日（木）

募集販
売

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：2022年10月１日（土）～11月30日（水）

2517

アクアリゾーツパス（水族館４施設パス）＋
アトラクション１回券＋ショップクーポン500円付き

ワンデーパス
（水族館４施設＋アトラクション）

大 人 ・ 高 校 生 2,800円× 人 5,600円 3,800円× 人

小 ・ 中 学 生 1,940円× 人 4,000円 2,600円× 人

幼 児（４歳以上） 1,220円× 人 2,300円 1,300円× 人

シニア（65歳以上） 2,500円× 人 4,000円 2,600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

※入場制限を行う場合があります。来場前に施設公式Webサイトでご確認ください。

マクセル アクアパーク品川 特別利用券
有効期間：2022年10月１日（土）～12月31日（土）

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 200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

※一部日程にてWEB整理券を導入しています。

2522

シーパラ、アクアパーク品川で今だけの思い出を作ろう！「秋の感謝月間」開催！

窓口販
売

��

��
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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

99//77（（水水））88::3300～～99//1144（（水水））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！

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 6,000円（通常 9,000円）

NHKホール（原宿・渋谷）
新宿ルミネゼロ（新宿）

料 金 全席指定 5,800円
（通常 8,500円）

あっせん枚数 1100枚

※申込後のキャンセルは不可

10月8日（土）
10月29日（土）16:00開演

13:00開演

DRUM TAO 2022新宿LIVE

※６歳未満入場不可

美美美美美美美美美美

引引換換 99//2277～～1100//66

吉本興業110周年感謝祭 寛平GMプロデュース公演

新喜劇出前ツアー2022
～寛平ちゃんがグングカッカ、グングカッカポッポ～♪あなたのお側に～

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P19に掲載

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、６か
月先の月末

550円 おふろの王様
多摩百草店

2023年
５月31日

600円

極楽湯
多摩センター店

2023年
４月30日

650円
※９月より値上げのため

国立温泉

湯楽の里
2023年
３月31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//////333333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P31をご覧ください。

申
込
方
法

販売期間

1100//33（（月月））～～22002233年年33//3311（（金金））

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。

「利用会員証」
提示による割引き

引引換換 1100//1111～～1100//2255

引引換換 1100//77～～1100//2211

石川さゆり50周年リサイタル
～心おもむくままに～

※未就学児入場不可

東京交響楽団 第９回八王子定期演奏会

11月3日（木･祝）

あっせん枚数 1100枚

料 金 Ｓ席 3,800円
（通常 5,600円）

J:COMホール八王子

※未就学児入場不可

府中の森芸術劇場 どりーむホール

料 金 全席指定 1,800円（通常 2,800円）

あっせん枚数 各1100枚

11月27日（日）
①13:30開演 ②16:30開演

おかあさんといっしょ
ファンターネ！がやってきた

※１歳以上有料 ※１歳未満は膝上１名無料 ※３名以上でお申込みの場合、席が離れてしまう可能性があります。

EVERGREEN,EVERVIOLET
～美しき歌の花束～

①11:00開演 ②15:30開演

11月6日（日）

10月9日（日）
よみうりホール（有楽町）

料 金 Ｓ席 4,500円（通常 6,500円）

料 金 全席指定 4,000円（通常 6,000円）

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 各66枚

14:00開演

指 揮 広上淳一 ピアノ 牛田智大

曲 目 チャイコフスキー：三大バレエより ほか

17:00開演

J:COMホール八王子
出 演 北翔海莉 美咲凜音 ほか

★宝塚歌劇団OGがお届けする歌と踊りのステージ！

※未就学児入場不可 引引換換 1100//1111～～1100//2255

引引換換 1111//11～～1111//1188

�NHK

引引換換 99//2277～～1100//66

ネタ ブラックマヨネーズ 和牛 見取り図 ほか

出演 間寛平 すっちー ほか
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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鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑鑑賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成

令令令令令令令令和和和和和和和和４４４４４４４４年年年年年年年年度度度度度度度度 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21日、日野市商工会館で令和４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４年度 事業計画について

２．令和４年度 収支予算について

３．令和３年度 事業報告について

〈議 案〉

第１号 令和３年度 収支決算の件

令和３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 561件

◎健康維持増進事業 ○定期健康診断受診助成 1,489人
○インフルエンザ予防接種助成 932人
○日帰り温泉施設等利用補助 3,760枚

◎老後生活安定事業 ○退職金共済掛金補助 209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 302枚 ○観劇等鑑賞助成 94人
○宿泊施設利用助成 574人 ○レジャー施設等利用補助 2,447枚
○野球／サッカー等観戦チケット 165枚 ○ツアー参加 30人
○カードあっせん ２種 2,776枚 ○市内飲食店利用助成 268人
○ホテルお食事券 468枚 ○産地直送品あっせん 826箱

１．収 入 93,281

会費等収入 21,178（22.7％）

事業収入 9,952（10.7％）

補助金収入 29,092（31.2％）

雑収入 1,557（ 1.6％）

前期繰越金 31,502（33.8％）

２．支 出 93,281

事業費支出 46,597（50.0％）

管理費支出 15,327（16.4％）

次期繰越金 31,357（33.6％）

令和３年度決算 （単位：千円）

【助成金額】

１枚に対し500円。

ひとつの美術展で2枚まで

【受付期間】

各美術展の開催初日から

開催終了１カ月後まで

※申請方法・必要書類な

ど詳細はガイドブック

P14または

HPをご覧

ください。

新型コロナウイルス感染状況により予告なく内容を変更することがあります。

伊勢海老まつり 特別割引キャンペーン開催！（南伊豆町観光協会主催）

【期 間】 10月１日（土）～11月30日（水）宿泊分まで
※先着1,500名様。定員に達し次第締め切りとなります。

【内 容】 ①伊勢海老１匹付
②１人5,000円割引（１泊２食プラン・２名様以上が対象）
③町内での体験アクティビティ、施設入園、飲食、お買物などに使
えるクーポン券3,000円分

詳細はこちら→
（９月中旬開設、
即申し込み開始）

右記の特設サイトから宿泊申込みをした場合、特典を受けることができます。

開催期間 展 示 場 所 申請期限

8/10～11/7 国立新美術館開館15周年記念 李禹煥（リ･ウファン） 国立新美術館 2022/12/7

9/17～11/20 誕生50周年記念「ベルサイユのばら展」－ベルばらは永遠に－ 東京シティビュー（六本木） 2022/12/20

10/8～1/22 ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展 国立西洋美術館 2023/2/22

10/18～12/11 国宝 東京国立博物館のすべて 東京国立博物館 2023/1/11

10/18～12/28 展覧会 岡本太郎 東京都美術館 2023/1/28

10/29～1/29 ヴァロットン － 黒と白 三菱一号館美術館 2023/3/1

助成申請 対象美術展一覧

過去掲載分申請期限

自然と人のダイアローグ（10/11） ガブリエル・シャネル展（10/25）
ルートヴィヒ美術館展（10/26） ゲルハルト・リヒター展（11/2）
ボストン美術館展 芸術×力（11/2） ファン・ゴッホ－僕には世界がこう見える（12/27）

指定の美術展を鑑賞した場合、費用の一部を助成します。（一般入場料対象）
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★次回の会報は11月１日（火）
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

★10月24日（月）は会費引落日です。会費未納の場合はサービスが受けられませんので、ご注意ください。

INFORMATION

新新規規事事業業所所ごご紹紹介介キキャャンンペペーーンン実実施施中中
サービスセンターは、会員の皆様からの会費と日野市補助金で運営して

います。このため、会員が増えると事業内容をより充実させ、安定したサー

ビスを提供することができます。ぜひお知り合いの事業所をご紹介ください！

キャンペーン期間 2023年３月31日まで

特 典 期間内にご紹介の事業所が入会された場合

ご紹介者様には

商品券を進呈

入会人数に応じて1,000円～20,000円

新規入会事業所様には

クオカード2,000円
入会金（500円）＋会費（500円）３か月分実質無料

入会者数分差し上げます。

入会資格 日野市内の中小企業や商店、福祉施設・医院等の事業主と従業員 ※事業所単位での入会

ベネフィット・ステーションログイン画面が変更になりました
未登録の方は今すぐ登録してご利用ください！「ベネフィット・ステーション」で検索

パソコン版 スマホ版

④べネアカウントの新規登録後、指定したメールアドレスにメールが届きます。ご案内に沿って

ご自身でパスワード等の登録をお願いします。 ※詳細はガイドブックP38～40参照

①

「登録済み」の方はこちら 「未登録」の方はこちら

② ③

ジジェェフフググルルメメカカーードド
【販売料金】１枚450円（500円券） 【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

【加盟店一例】リンガーハット、魚民、和民、木曽路、かごの屋、夢庵、日高屋、バーミヤン、ドミノ・ピザ、ピザハット、
さぼてんデリカ、ガスト、モスバーガー、ケンタッキー・フライド・チキン、高倉町珈琲ほか

申込

随随時時

窓口

おつりも出ます！ 有効期限もなし！ 絶対お得！

テイクアウトにもご利用できます！

申
込
方
法

通年販
売




