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No.125
令和５年３月1日発行

※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、旅行会社にお願いいたします。

申
込
方
法

申込締切

33//2277（（月月））

業者
電話

業者
FAX

と き 5月28日（日）雨天決行

利用会員 8,900円 登録同居家族 9,900円 関係者 12,700円（通常料金12,770円）

豊田駅・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郵送されますので、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

当落通知 ４月10日（月）までに旅行会社から代表者へご連絡

抽選房房州州びびわわ狩狩りりとと
百百年年古古民民家家レレスストトラランン
「「季季のの音音」」ででラランンチチ

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。

※３歳未満は座席代として1,000円

行
程

豊田駅（7:30）� 日野駅（7:45）� 高幡不動駅（8:00）�《中央道・首都高・アクアライン》� 房州びわ狩り

（食べ放題）� 枇杷倶楽部（買物）� 百年古民家「季の音」（昼食）� はちみつ工房（見学・買物）�《アクア

ライン》� 日野市内（18:30頃着予定）

３月27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 ④ワクチン３回接種の有無を
お知らせください。

あっせん
日帰り
ツアー

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）

FAX 0427438107

問合せ
申込先

築100年以上の古民家を改装した趣たっぷりのレ
ストランで、房総の地場食材を贅沢に使った美味
しい日本料理を味わってください。

はちみつ工房では添加物を一切入れ
ない100％の純粋はちみつを販売

★３月31日（金）の窓口受付は、システムの年度入替のため12時までとさせていただきます。
★令和４年度の助成金申請受付は、３月31日（金）12時までです。
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申
込
方
法電話

窓口

HP

販売開始

33//1100（（金金））88::3300

※申込締切後のキャンセルは不可

東武動物公園
法人アトラクションパスセット

【販売料金】 1,500円（大人・中・小・シニア共通券）
※一般料金 大人5,300円 中高生5,000円 小人・シニア4,000円

【販売枚数】 利用会員１人5枚まで
【有効期間】 ３月１日～2024年２月29日

【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）※一部別料金あり
※夏のプール利用不可（利用の場合は、別に日時指定のプール入場券が必要）

世界最
迫力満

申
込
方
法電話

窓口

HP

販売開始

44//44（（火火））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】 500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90枚 利用会員１人4枚まで
【利用期限】 2024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のプール、温泉

ススパパリリゾゾーートトハハワワイイアアンンズズ
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】福島県いわき市常磐藤原町蕨平50

先着順

☆「東武動物公園」は、通年で取り扱いますが、枚数に限りがあるため、年度途中で販売終了となる場合があります。

申
込
方
法

電話窓口 HP 販売開始

44//44（（火火））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

【料 金】 3,800円（大人・こども共通）

※通常料金 大人5,800円 中高生4,600円
小学生・シニア（65歳以上）4,000円 未就学児2,400円

【販売枚数】 先着60枚 利用会員１人4枚まで

【利用期限】 2024年３月31日まで

【利用範囲】 入園＋のりもの乗り放題 ※夏のプール利用不可

よよみみううりりラランンドド
ワワンンデデーーパパスス

先着順

横横横横横浜浜浜浜浜

「東京

「

通年販
売

新規
事業

西武園ゆうえんちを利用した会員に対し、チケット代の一

部を補助します。センター窓口に必要書類をお持ちの上、

申請ください。夏のプールを利用した際も対象になります。

西武園ゆうえんち利用助成

・助成対象 利用会員

・申請資格 事由発生時（施設利用時）及び申請時に利用会員であること。

・助 成 額 チケット１枚につき 1,000円 ※同伴家族のチケットも補助対象。

西武園ゆうえんちの夏満喫切符・１日レジャー切符・プール入場券など、１枚1,900円以上

のチケットに対し助成。

・助成枚数 年度内4枚まで ・有効期限 利用日から１年以内 ※利用日は2023年４月１日以降

・申請方法 「助成申請書（個人申請）」（2023ガイドブック・HP）に必要書類を添えてサービスセンターへ申請。

・必要書類（添付・確認書類） 下記①・②のいずれか

①施設窓口で購入の場合－チケット購入時に受け取るレシート（入場日付・チケット種類・単価・枚数・

合計額が記載）を添付

②ネット（アソビュー）を通じて購入の場合－チケット購入が確認できるスマホ等画面を提示

4/1から
開始

夏のプール付ワンデーパスの
販売については未定です。
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募集販
売

申込締切

33//2200（（月月））1177::0000

※申込者全員に販売

※申込締切後のキャンセルは不可

世世界界最最大大級級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】 2024年３月31日まで

【引換期間】 ４月10日（月）～４月24日（月）

区 分 販売料金 一般料金

大 人 400円 1,040円

小 人（４歳～高校生） 200円 420円

プラネタリウムのほか、５つ
の展示室で観察、実験そし
て工作が楽しめる体験型の
ミュージアム。

【所在地】西東京市芝久保町51064
TEL0424696100

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

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！

（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）ワンデーパス 大人・高校生 5,600円→ 4,500円小・中学生  4,000円

→3,200円
※期間により入場制限を設ける場合あり。詳しくは施設HPでご確認ください。

実施期間 ３月１日（水）～３月31日（金）

申
込
方
法電話

窓口

HP

申込締切

33//1166（（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
【券 種】 パスポート（入館＋アトラクション乗り放題）

【料 金】 2,400円（大・小中高共通券）

（一般料金 大人 5,000円 小中高生 4,000円）

※2023/3/1料金改定

【有効期間】 ４月１日（土）～９月30日（土）

【枚 数】 利用会員１人5枚まで

【引換期間】 ３月28日（火）～４月14日（金）

「「東東京京ジジョョイイポポリリスス」」パパススポポーートト
おお台台場場ににああるる国国内内最最大大級級のの屋屋内内型型テテーーママパパーークク！！

最新技術を取り入れた新感覚の

アトラクション！ 屋内とは思

えない絶叫系アトラクション！

ここでしか味わえない個性的な

アトラクション！ 東京湾を一

望できる抜群のロケーションの

中で楽しめます。

募集販
売

公式HP

シーパラで今だけの思い出を作ろう！

「「FFUUJJIIYYAAMMAA nneettククララブブ」」ののごご紹紹介介
「FUJIYAMA倶楽部」に代わって、新たなWEBサー

ビス「FUJIYAMAnetクラブ」がスタートしました。

FUJIYAMAnetクラブでは、さがみ湖リゾートプレジャー

フォレストなどの富士急グループ各施設のチケットが優

待価格で購入できる（クレジットカード等でのお支払

い）ほか、FUJIYAMAnetクラブだけのお得な割引優

待プラン（富士急グループホテル宿泊セット・バス＆

フリーパスセットなど）も申し込むことができます。

※ＨＰトップ面の左上「FUJIYAMA Club」のアイコンからは従来通り、優待割引券も印刷できますが、
この取り扱いは2023年３月をもって終了を予定しています。

※このＨＰは、富士急行㈱からの委託を受け

富士急トラベル㈱が管理しています。

専用サイトからアクセスしてください→ 
ID：＊＊＊ Password： ＊＊＊



2023年３月１日 No.125（4）

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 販売開始

44//33（（月月））88::3300～～

施 設 名
券 種

券種の名称 販売料金 一般料金 有効期限 利用の範囲
販売枚数

（利用会員１人）

京王あそびの森
HUGHUG
〈ハグハグ〉

平日券

大 人 券
（平日入館）
中学生以上

500円 大 人 700円

12月29日
※通常の平日でも
一部利用できな
い日があります。
施設HPでご確
認ください。

合わせて
6枚

※12/21で
販売終了

小 人 券
（平日フリーパス）
６か月～12歳・小学生

600円 小 人 1,400円

京王れーるランド
平日フリーパス

入 場 券
（３歳以上）

100円 一 般 310円 12月29日
6枚

※12/21で
販売終了

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 3,000円 大 人 3,600円～4,900円

～９月30日

入場＋館内の
アトラクション

（一部有料アトラク
ションあり）

合わせて
4枚
※前期分

小 人 券
シニア券
（65歳以上）

1,900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 900円 大 人 1,900円
2024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
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「2023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。

綴込

※ピューロランドは一般料金が変動制となっ

ていますが、デイパスポートで常時利用で

きます。ただし、来場予約が必要です。→

※申込後のキャンセルは不可

※３月中は2022年度分チケットを販売しています（料
金は令和４年度の販売料金で、有効期限はピューロ
ランド・立川シネマシティとも2023.3.31）。

◆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→4,800円

中高生 4,600円→3,700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 ※金額は変わる場合があります。

さがみ湖リゾート 4,500円～4,700円→3,300円
富士急ハイランド 6,000円～6,800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→2,500円

◆東京サマーランド特別利用券
例）春季１Dayパス ※4/29から営業

大 人 2,600円→1,500円

◆ローソン・ファミリーマート助成券
【対象チケット】観劇・映画・イベント・コンサート・スポーツ

【利用方法】ローソンチケットまたはファミリーマートのマルチコピー機で、チケット申込み。申込券が発券される→

レジに申込券を提出。→現金にてお支払い。その際に助成券を添える。（チケット１枚につき400円引きとなります）

→レジでチケットを受け取る。

〔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

特別利用券を利用する場合、日付指定整理券は不要です。

利用の際は会員番号・氏名
をお書きください。記載の
ないものは利用できません。

右記のＱＲ決済がご利用いただけます。
クレジットカード・交通系電子マネーは共催宿泊ツアー、国立温泉湯楽の里、多摩

動物公園のみ利用できます。

※会費・入会金・会員証再発行料及び金券（クオカード・ジェフグルメカードなど）のお支払いは現金のみです。

通年販
売

窓窓窓口口口でででキキキャャャッッッシシシュュュレレレススス決決決済済済ががが利利利用用用ででできききままますすす！！！
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～～春春、、新新たたなな季季節節ににおおいいししいいおお料料理理をを～～

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利用」とお伝えください。

◆来店時にクーポン（利用人数、会員番号、会員名を記入）を渡し、精算時に券面金額をお支払いください。

◆クーポン１枚で４名様まで有効（利用会員１人につき１枚利用可）※料金はすべて税込・サービス料込。

※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、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。

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

ヒルトン東京 １F〈マーブルラウンジ〉ランチビュッフェ

要予約 �0333445111（代表） 予約受付 10：30～18：00

期 間：2023年３月１日（水）～５月31日（水） ＊除外日 4/29（土）～5/7（日）

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

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

お子様料金（４歳～12歳）は通常料金（月～金 3,100円。土日

祝 3,400円）。３歳以下無料。

◇所在地 新宿区西新宿662 （新宿駅西口徒歩10分）

営業時間 11：30～/12：00～/12：30～

【最大２時間制/ビュッフェ・ドリンクは13：30終了】

月～金 大人 5,200円→ 3,800円× 人

土日祝 大人 5,800円→ 4,300円× 人

吹き抜けの解放感あるラウンジで、

バラエティ豊かなお食事をおたのしみください。

マーブル
ラウンジHP

写真はイメージです

御造り膳イメージ

みやまHP

四季折々の素材を活かしたお料理をお楽しみください。

最上階からの眺めも格別です。

ランチ営業時間 11：30～15：30（L.O.15：00）

平日限定 いろどり膳 2,300円→ 1,500円× 人

御造り膳（全日） 3,200円→ 2,300円× 人

◇所在地 八王子市旭町141（JR八王子駅北口前）

◇駐車場あり（利用額2,000円以上で３時間無料）

●いろどり膳…小鉢・御造り・茶碗蒸し・煮物ほか・白御飯・

赤出汁・香の物・デザート・コーヒーまたは紅茶

●御造り膳…・小鉢二種・御造り（鮪や白身魚など全五種の盛

り合せ）・茶碗蒸し・白御飯・赤出汁・香の物・デザート

※お料理内容は季節で変更する場合があります。

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

※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

ランチクーポン

期 間：2023年３月１日（水）～５月31日（水） 水曜定休 ＊除外日 4/29（土）～5/7（日）

京王プラザホテル八王子 15F 日本料理〈みやま〉

要予約 �0426566721 レストラン予約受付 10：00～18：00

○無記名無効
○コピー不可
○譲渡不可

利用会員番号 －

利用会員名

平日限定 いろどり膳イメージ

��

��
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日 程 対戦相手 開始時間 会場/座席 あっせん価格（当日価格） チケット引換日

4月5日（水） 宇都宮ブレックス 19:05
アリーナ
立川立飛
2Ｆ指定席

大 人 2,500円（4,000円）

3/22～

こども 1,800円（3,000円）

4月15日（土） フ ァ イ テ ィ ン グ
イーグルス名古屋

17:05

国立
代々木競技場
第一体育館
1Ｆベンチ側
Ｂ指定席

大 人 1,400円（2,500円）

4月16日（日） 15:05 こども 1,000円（2,000円）

4月19日（水）
群 馬 ク レ イ ン
サ ン ダ ー ズ

19:35
大 人 1,400円（2,500円）

こども 1,000円（2,000円）

5月6日（土） 名古屋ダイヤモンド
ド ル フ ィ ン ズ

17:05 大 人 1,800円（3,000円）
4/18～

5月7日（日） 15:05 こども 1,400円（2,500円）

【試合日程・会場・座席・価格】

【あっせん枚数】 各試合 10枚 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。

※こども料金は４歳以上高校生まで

いき

（学）N

（学）N

実践

スポ お問

お問い

お問

お問

お問

お問

試合日程 対戦相手 開始時間 チケット引換

4月29日（土祝） アルビレックス新潟 15:00 4/12～

6月 3日（土） 横浜Ｆ・マリノス 15:00 5/17～

6月24日（土） 名古屋グランパス 19:00 6/7～

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//66（（月月））88::3300～～33//1133（（月月））1177::0000
22002233 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】 バック指定席

【料 金】（通常開催の場合）

大 人 2,700円（当日一般価格 4,000円）

Ｕ－18 800円（当日一般価格 1,700円）

※U-18は2005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。

※試合延期や中止、チケット引換期間が変更になる場合が

あります。

東京ドーム 巨人公式戦
【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。

【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//66（（月月））88::3300～～33//1155（（水水））1177::0000

先着順

試合日程 対戦相手 開始時間 引換 試合日程 対戦相手 開始時間 引換

4月11日（火）阪 神 18:00 3/28
～

5月14日（日）広 島 14:00

4/10
～

4月12日（水）阪 神 18:00 5月20日（土）中 日 14:00

4月29日（土）広 島 18:00

4/10
～

5月21日（日）中 日 14:00

4月30日（日）広 島 14:00 5月24日（水）ＤｅＮＡ 18:00

5月3日（水）ヤクルト 18:00 5月25日（木）ＤｅＮＡ 18:00

5月4日（木）ヤクルト 14:00 6月2日（金）日本ハム 18:00 5/10
～5月13日（土）広 島 14:00 6月4日（日）日本ハム 14:00

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

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

�ALVARKTOKYO

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//66（（月月））88::3300～～33//1155（（水水））1177::0000

先着順
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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
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。

（（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

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。

生涯学習助成をご利用ください！

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。ただし、一部対象外の講座あり）

サービスセンターの助成金申請

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。

助成対象講座 コース型教室が対象（一定期間内で開催される日時などが決まっている教室）

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、受講料を払ってください。

https://www.tama-spo.com/hino-fureai/join/index.html

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。

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 おお問問いい合合せせ �0425842555

おお問問いい合合せせ �0425723151㈹（団体受講係）

おお問問いい合合せせ 国立本校教室 �0425723901
くにたち（駅前）教室 �0425740570
あきる野教室 �0425504777

おお問問いい合合せせ �0425801212

おお問問いい合合せせ �0425818171

お問い合せ

シルバー人材センター

対 象 利用会員 助成金額 １講座 2,000円 有効期限 受講開始日から１年以内

助成回数 各講座 年度内２講座まで 2,000円以上の講座が対象

申請方法 受講開始後、助成申請書（個人申請）に必要書類を添付してサービスセンターへ申請

日野市市民の森ふれあいホール主催

申込・販売期間

33//1155（（水水））～～77//1122（（水水））
88::3300 1177::0000

江川海岸「潮干狩」チケット販売

申
込
方
法

【料 金】 大人 1,100円 小人 500円
（通常料金 大人2,000円 小人1,000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 �0438412234

潮干狩実施期間 3月25日（土）～7月17日（祝･月）

Ｐ□無料駐車場完備

※申込後のキャンセルは不可

電話

窓口

HP

先着順



2023年３月１日 No.125（8）

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//77（（火火））88::3300～～33//1144（（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！

あっせん枚数 1100枚

料 金 一等席 10,000円（通常 15,000円）

明治座

府中の森芸術劇場どりーむホール

料 金 全席指定 5,800円
（通常 7,800円）

あっせん枚数 1100枚

※申込後のキャンセルは不可

4月15日（土）

4月23日（日）

17:00開演

MAKIOHGURO 30thAnniversary
BestLiveTour2022ー23
－SPARKLE－SeasonⅢ PoweredbyCHAMPAGNECOLLET

※学生・キッズ割引の取扱いはございません。引引換換 44//33～～44//1133 引引換換 44//1100～～44//2200

壽祝桜四月大歌舞伎

ディズニー・オン・クラシック
夢とまほうの贈りもの 2023

①5月13日（土）

あっせん枚数 各88枚

料 金 Ｓ席 6,600円
（通常 8,900円）

J:COMホール八王子

※未就学児入場不可

東京喜劇 熱海五郎一座

6月4日（日）

あっせん枚数 1100枚

17:00開演

13:00開演

新橋演舞場

※４歳以上チケット必要

引引換換 55//1155～～55//2299

①11:00開演 ②16:00開演

引引換換 44//1144～～44//2288

※未就学児入場不可

イイイイイイイイイイベベベベベベベベベベンンンンンンンンンン

★コンサートの幕開けを記念し、限定
グッズを来場者全員にプレゼント！

料 金 １等席 7,900円
（通常11,500円）

助成対象が変わります！ 観劇等鑑賞助成

※４歳以上有料。３歳以下膝上無料。

※選手は変更する場合がございます。

エスフォルタアリーナ八王子
（京王狭間駅から徒歩１分）

あっせん枚数 各1100枚

6月17日（土）

新日本プロレス 八王子大会

②5月14日（日）15:00開演

PresentationlicensedbyDisney
Concerts.�Disney

出 演 三宅裕司 渡辺正行

ラサール石井 ほか

18:00開始
席種 会員料金 通常料金

① SS席 8,800円 12,000円

② Ｓ席 7,200円 10,000円

③ ２階指定Ａ席 5,800円 8,000円

④ ２階指定Ｂ席 4,300円 6,000円

八王子出身の高橋ヒロムをはじめ、オカダ・カズチカや棚橋弘至率いる新日本プロレスが

八王子にやってきます！

料 金

引引換換 66//11～～66//1133

【販売料金】１枚450円（500円券） 有効期限なし

【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

【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

ジジェェフフググルルメメカカーードド
販売期限

33//3311（（金金））1122::0000

窓口窓口
販売

今年度限り！
20枚→40枚

申
込
方
法

※小学生以上チケット必要。
未就学児は膝上１名無料

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！

※①、②で出演者が異なります。
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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・・・・・・・・・・・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

33//66（（月月））88::3300～～

電話先着順

※申込後のキャンセルは不可

HP

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）

【助成金額】１枚に対し1,000円。ひとつの美術展1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

※2023年度より美術展鑑賞助成は窓口申請以外にも電子申請受付を開始します。
申請方法・必要書類など詳細は2023年度ガイドブックまたはHPをご覧ください。

【助成申請 対象美術展一覧】 ※申請は４月３日から受け付けます。

【過去掲載分の申請期限】

※以下の美術展助成は、2022年度事業のため助成額は1枚に対し500円、一つの美術展２枚までとなります。
ご了承ください。

エゴン・シーレ展（5/9） 芳幾・芳年 国芳門下の２大ライバル（5/9）

開催期間 展 示 場 所 申請期限

3/1～6/12 ルーブル美術館展 －愛を描く－ 国立新美術館 7/12

3/14～6/18 恐竜博2023 国立科学博物館 7/18

3/18～6/11
憧憬の地ブルターニュ
― モネ、ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷 －

国立西洋美術館 7/11

美術展鑑賞助成

世界遺産登録10周年記念 富士と桜
―北斎の富士から土牛の桜まで―
【会 期】3月11日（土）～5月14日（日）

【会 場】山種美術館

【料 金】一般 600円（当日料金 1,300円）

【あっせん枚数】30枚 利用会員１人 4枚まで

※販売期限：5/12（金）17:00まで

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 2023年10月31日 600円 平 日 930円 土日祝日 1,030円

おふろの王様 多摩百草店 2023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 2023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 600円
平日 830円 土日祝日・特定日 980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。 ※一般料金及び販売料金は年度途中で変わる場合があります。

「利用会員証」提示による割引き

３月中は、2022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2023ガイドブックをご覧ください。

申
込
方
法

窓口 販売期間

44//33（（月月））～～99//2299（（金金））

横山大観《霊峰不二》
1937（昭和12）年 絹本・彩色 山種美術館

奥村土牛《醍醐》
1972（昭和47）年 紙本・彩色 山種美術館

2023年度より要件・助成額が変わります。

申請の対象美術展
一覧はこちら

道志川温泉 紅椿の湯 【所在地】南都留郡道志村小椿3888
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助成項目：①人間・脳ドック受診助成 ②インフルエンザ予防接種助成 ③宿泊施設利用助成

④日帰りツアー参加助成 ⑤市内飲食店助成 ⑥観劇等鑑賞助成

⑦美術展鑑賞助成 ⑧生涯学習講座受講助成

※その他、事業主への助成となる定期健康診断（P10）があります。

※令和４年度の助成金申請期限は、2023年３月31日（金）12：00までです。

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2022P10～15

お早めに申請をお願いします！

給付項目：結婚・銀婚・珊瑚婚・二十歳祝・還暦・出生・子どもの入学（小学・中学・高校）、入院見舞、

弔慰金（本人・配偶者・親・子）

※申請期限は１年です。
（2020年３月31日以前の入院見舞金と2021年３月31日以前の祝金・弔慰金は申請期限３年）

※入学祝の申請期限は、2023年３月31日（金）12：00までです。

※入会翌月以降に発生した事由が対象で、申請時に会員であることが必要です。

忘れてませんか！給付金 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。
申請をお忘れなく！ 詳細はガイドブック2022Ｐ8

22002233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４４日日（（火火））かからら

利用会員の子どもが小・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。

必要書類：学生証、在学証明、入学通知等の写し（小中学校は健康保険証も可）

受給資格：３月31日及び申請時点で利用会員であること。

事前申請不可

22002233年年度度かからら 入入学学祝祝ななどど一一部部のの祝祝金金ののオオンンラライインン申申請請ををははじじめめまますす！！

サービスセンターホームページから、オンライン申請ができるようになります。

PCでもスマホでもご利用いただけます。従来どおり、窓口での申請も行います。

詳細はガイドブック2023をご覧ください。

対象事業：祝金（二十歳祝、還暦、子どもの入学）

〈申請の流れ〉かわせみセンターＨＰ＞オンライン申請＞該当事業を選択＞必要事項を入力＞必要書

類の画像を添付＞内容確認・送信＞自動メールが届きます＞後日、ご指定の口座へ振込

※お振込みする口座は、会員ご本人または事業所の口座に限ります。振込手数料はセンター負担。

中退共 建退共 特退共（日野市商工会）にに加加入入さされれてていいるる事事業業主主のの皆皆様様！！

ササーービビススセセンンタターーでで補補助助金金がが受受けけらられれまますす！！ ※※受受けけるる対対象象ににはは条条件件ががあありりまますす。。

22002233年年度度申申請請該該当当のの事事業業所所ににはは３３月月末末ににおお知知ららせせいいたたししまますす。。詳詳ししくくははガガイイドドブブッッククををごご覧覧くくだだささいい。。

退退職職金金共共済済 未未加加入入事事業業所所のの皆皆様様！！
従従業業員員のの退退職職金金にに国国ががササポポーートトすするる中中小小企企業業退退職職金金（（中中退退共共））制制度度にに加加入入ししてて備備ええままししょょうう。。

～～ササーービビススセセンンタターーでで新新規規・・追追加加加加入入のの手手続続ききががででききまますす～～

国が中小企業向で働く従業員のためにつくった退職金共済制度です。

●国の制度なので安全・確実・有利。

●掛金の一部を国が助成します。

●掛金は全額非課税、手数料も不要です。

新規加入の場合はサービスセンターにある「中退共契約申込書」をご利用ください。

〔制度詳細問合せ〕（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
TEL（03）6907-1234 FAX（03）5955-8211

�

�

�

�

協賛

NE
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〈ご利用方法〉ベネフィット・ステーションログイン後、下記の手順で申し込み。詳細はガイドブック参照

トップ画面から申込み
メールでデジタルコード

を受け取る
施設公式サイトでチケット申込時にコード入力

�

�

�

�

指定割引協賛店が増えました！会員証提示でおトク！

公文 日野万願寺書写教室 －ペン習字 かきかた 毛筆教室－

お子さまから大人の方まで！くもん書写で楽しく！ 通信学習やオンライン学習でも学べます。

特典内容 入会金50％OFF

所在地：日野市万願寺61216 電 話：05036907878

時 間：金曜18：00～20：00/土曜10：00～12：00

協協賛賛店店

NNEEWWSS

★4/1から特典などが一部変更！詳細は2023ガイドブック
●マクドナルド八王子高倉町店 店舗追加
●芦沢製疊 特典変更 ●インディバサロン アンジェラス 特典変更

ベ
ネ
ア
カ
ウ
ン
ト

ロ
グ
イ
ン
方
法

ベ
ネ
ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
方
法

未
登
録
の
方
は
こ
ち
ら

協賛店詳細HP

４月からベネフィットステーションの画面が変更の予定です。

サービスセンターHPの事業案内「ベネフィット・ステー
ション」でログイン方法を動画でご案内しています。

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
（デジタル補助券2,000円券×２枚）

TOHOシネマズ
（1,000円）

イオンシネマ
（900円）

ベベネネフフィィッットト・・スステテーーシショョンンををごご利利用用くくだだささいい！！

※4/1から800円
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★次回の会報は４月26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！業者
電話

★新春お年玉プレゼントに多数のご応募ありがとうございました。
合計1,002件のご応募があり、当選者には２月下旬に発送いたしました。次回もお楽しみに！

★「2023年度ガイドブック」を３月末に配付します。

INFORMATION

（12）2023年３月１日

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

7/9
（日）

日野駅（6:00頃発）�《圏央道・東北道》�羽生PA・那須高原PA（休憩）�南会津下郷町：五晃苑（昼食）�

塔のへつり（見学）�大内宿（散策）�会津武家屋敷（見学）�《磐越道・北陸道》�新潟/岩室温泉【ゆもとや】

泊（17:45頃着）

7/10
（月）

ホテル（8:50発）�弥彦神社（参拝）�寺泊：魚の市場通り（買物）�《北陸道・関越道》�魚野の里＆スイーツ

ガーデン“ナトゥーラ”（昼食・買物）�日本三大峡谷“清津峡”（見学）�《関越道・圏央道》�上里PA・

狭山PA（休憩）�日野駅（20:00頃）

福島県･新潟県縦断
会津･大内宿･塔のへつり･弥彦神社･寺泊･清津峡を巡る温泉の旅

区 分 ２名１室（洋室）

利用会員 29,000円

同居家族 31,000円

関 係 者 35,000円

＊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。
＊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：富士急トラベル㈱

観光庁長官登録旅行業第101号

申
込
方
法

申込開始

33//77（（火火））99::0000～～

【と き】 7月9日（日）～10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10日（月）から５月12日（金）まで

国選定重要伝統的建物群保存地区 大内宿

○１日目は福島県会津地方の名所、江戸時代の町並みを今に残す
「大内宿」・100万年にもわたる侵食と風化が生み出した奇岩が連
なる景勝地「塔のへつり」・会津武家屋敷を観光し、新潟県へ向
かいます。

○宿は新潟の奥座敷とも言われる岩室温泉で明治13年に湯治場とし
て創業し、約140年の歴史を持つ温泉旅館「ゆもとや」

○２日目は「弥彦神社」で参拝して、「魚のアメ横」寺泊の魚市場で
お買物の後、日本三大峡谷のひとつ「清津峡」を散策します。

＊通常料金は35,200円です。
＊４名１室は2,000円減 ＊３名１室は1,000円減
＊１名１室は9,000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。

搭のへつり

【参 加 費】（１名あたりの料金）

温泉旅館「ゆもとや」 夕食イメージ

日本三大峡谷“清津峡”トンネル

先着
順

★３月31日（金）の窓口受付は、システムの年度入替のため12時までとさせていただきます。
★令和４年度の助成金申請受付は、３月31日（金）12時までです。

越後一のパワースポット弥彦神社




