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

郵送

謹賀新年
今年もよろしくお願いいたします

役員・職員一同

成田山参詣
いちご狩り

成田山新勝寺で、今年の平安を祈りましょう。
いちごは甘く、立ったままで収穫、30分食べ放題
伊能忠敬のふるさと“佐原”の古い町並みを散策
昼食は、お正月限定メニュー

取扱旅行会社：国際急行観光

今後のサービスセンターの運営に皆様のご意見・ご要望を活かすため、アンケートを実施します。アンケート用紙は、
1月初めに事業所にお届けします。対象は11月末現在の会員です。ご協力をお願いします。

回答いただいた方全員にお礼としてクオカード(500円分)を送らせていただきます。
また、抽選で5名の方にディズニーリゾートのペアチケットを差し上げます。

⃝回答期間：1月31日(火)まで ⃝回答方法：郵送・窓口・FAX

と　　き	 2月5日（日）　雨天決行
集合場所	 日野駅・高幡不動駅
募集人員	 40名（最少催行人員25名）
参 加 費	 利用会員・同居家族		5,000円　一般市民		6,000円

※通常料金は9,700円です。※3歳以下は座席代として1,000円をいただきます。

※キャンセル料発生：1月27日(金)17:00以降
日野駅（7:45）	➡	高幡不動駅（8:00）	➡	成田山新勝寺（参詣)	➡	旅の駅米屋観光センター（昼食）	➡		
東薫酒造見学と佐原散策	➡	いちごの杜（食べ放題）	➡	高幡不動駅・日野駅（18:00頃）【行		程】

▼  抽 選 
▼

結果は1月20日（金）までに連絡。
日帰りバ

スツアー

開運招福！

と

アンケートにご協力ください

かわせみ
一般社団法人	日野市勤労者福祉サービスセンターだより

（かわせみセンター）

⃝ホームページ http://hino-kfsc.com ⃝メール info@hino-kfsc.com
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（平成28年11月30日現在）

■	会　員　数／ 734事業所
■	利用会員数／ 3,575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
〒191−0062 日野市多摩平7−23−23
TEL ：042−581−6711
FAX ：042−581−6712
窓口・電話受付時間
8:30 ～ 17:15（土・日・祝は休み）



江川漁協の高級焼きのり！

フリージアまつりと
八丈島一周の旅

フリージアまつりと
八丈島一周の旅
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電話 FAX HP
＊	定員になり次第締め切り
＊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。

【と　　き】	 3月25日(土) 〜26日(日)
【集合場所】	 午前5時30分	

中央労働金庫八王子支店前	
（八王子駅北口出口から徒歩約6分）

【募集人員】	 10名
【参 加 費】	 2名1室料金	

利用会員・同居家族		39,000円	
　　　　　一般市民		48,000円

(通常料金は50,900円)

【参加費の支払い】	 1月24日(金)まで
＊キャンセル料…1月25日〜3月4日まで通常料金の5%	
　3月5日〜17日	20%、18日〜23日	30%、24日	40%、当日100%

取扱旅行会社　　㈱セラン　セラントラベル東京支店

八王子市ＳＣ合同 1泊ツアー

＜島寿司のイメージ＞

フリージアまつりと
八丈島一周の旅

江川漁協の高級焼きのり！

先着順

地元
郷土料理を
堪能!

【
行
程
】

1日目 中央労働金庫八王子支店前（5:30出発）	➡	羽田空港（7:30発）	➡	ふるさと村	➡	大阪トンネル
展望台	➡	服部屋敷	➡	黄八丈染元	➡	名古の展望台ほか	➡	八丈島ビューホテル（15:20着）

2日目 ホテル（10:00出発）	➡	南原千畳敷	➡	八丈植物園	➡	民族資料館	➡	ふれあい牧場	➡
フリージア畑	➡	羽田空港	➡	中央労働金庫八王子支店前（20:30頃）

東京の亜熱帯
羽田からジェット機で約55分

申込開始
1/5(木)	8:30 〜

申込期限
1/16(月)まで業者

電話
業者
FAX

11月〜12月に採れる新のりを焼きのりに加工した香り・味よしの
おいしい高級焼きのりがあっせん価格で購入できます。

【内容・料金（税・送料込み）】
品　名・内　容 あっせん価格 一般価格 販売数

① 1帖(10枚入り)×3帖入 1,200円 2,040円 30個
② 1帖(10枚入り)×5帖入 1,900円 3,040円 30個

【申 込 数】	 1利用会員　各2個まで（各30個限定）先着順
【申込方法】	 江川漁業協同組合へ下記の①〜⑦を明記のうえ、電話・FAXでお申込ください。	

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・連絡先	（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け付けませんので、ご注意ください。	
※申込み後のキャンセル及び変更はできません。

【申込・問い合わせ先】	
江川漁業協同組合	
住所　〒292-0063　木更津市江川576番地6	
電話　0438（41）2234	
FAX　0438（41）8324	
受付時間　午前8時30分〜午後5時00分	

平日のみ　土日祝は休み

【支払方法】	 お申し込み後、下記の口座にお振込みください。
千葉銀行　木更津支店	
　　　普通預金　口座番号1378710	
口座名義　江川漁業協同組合	
※振込手数料は各自負担

【発 送 日】	 振込確認のうえ、1月末頃の予定

江戸前木更津市産 先着順

ホテルは全室
オーシャンビュー
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FAX親睦ボウリング大会

設

定

日

2/24・3/5
出発 多摩センター 07:40＝京王八王子08:20

帰着 京王八王子18:20頃＝多摩センター 19:00頃

3/7・3/11
出発 調布07:10＝府中07:40＝聖蹟桜ヶ丘08:00

帰着 聖蹟桜ヶ丘18:30頃＝府中18:50頃＝調布19:20頃

京王観光　八王子支店
☎０４２−６３１−４７２１

営業時間　平日9:00〜 18:00　土・日・祝日は休み

お申し込み・お問い合わせは、直接旅行会社へ

⃝	コース番号とサービスセンターの会員番号を申し出て、お申し込
みください。会員番号の申し出がないと割引になりません。同居
家族の登録がないと助成はありません。

⃝	掲載ツアー料金より　利用会員　2,000円	
同居家族　1,000円　を助成します。

※助成額を引いた金額を旅行社にお支払いください。
⃝	掲載のツアーは、この会報でのお申し込みは受け付けておりませ
ん。資料（旅行パンフレット）を京王観光八王子支店までご請求の
うえ、お申し込みください。

業者
電話

先着順 申込期間
1/6(金) 〜 1/25(水)

郵送

【日　　時】	 平成29年2月24日(金)
【会　　場】	 SAP日野ボウル	

（八王子市石川町2974-13　℡	042-644-9200）
【ゲーム開始時間】　	午後6時30分（時間厳守）
【申込方法】	 FAX・はがきに①〜⑦を明記の上お申し込みください。	

①ボウリング大会　②利用会員番号　③事業所名　④氏名
⑤年齢　⑥マイボールの有無　⑦連絡先電話番号

【募集人員】	 32名（先着順）　最少催行人員20名
【参 加 費】	 利用会員及び同居家族	1,500円、一般市民2,000円
【参加費支払期限】　	2月13日（月）まで

※2月22日(水)よりキャンセル料が発生します。

競技
方法

3ゲームのトータルスコアで順位
を決定します。
性別・年齢・マイボールの有無に
よりハンディあります。

申込期間
1/4(水) 〜 1/16(月)

HPFAX 郵送

※申込者全員に販売

【販 売 枚 数】　1利用会員	各1枚
【引渡し期間】　2月6日(月) 〜 20日(月)まで（厳守）
①〜⑤を明記してお申し込みください。
①カードの種類（クオ・カード、図書カード）	
②利用会員番号　③事業所名　④氏名　⑤連絡先電話番号

10%
お得!

【利用期限なし】
4,500円

5,000円券
が

日帰りあっせんバスツアー

あぶた福寿草の里と赤城山・福豚しゃぶしゃぶ

❶	あぶた福寿草の里（入園）10：45～11：45
福寿草と紅梅が楽しめるところです。
地元の農産物や、福寿草の鉢植え販売も。

❷	道の駅しもにた（休憩）11：55～12：20
下仁田ねぎの販売も。

❸	とんとん広場（福豚しゃぶしゃぶの昼食）13：30～14：30
自然豊かな赤城山の麓にあるレストランでご昼食。
国際コンクール金賞に輝くハム工房でのお買物。

❹	群馬フラワーパーク（入園）14：40～15：40
春を告げるハナモモフェスタ開催中。

【行	程	表】

あぶた福寿草の里と赤城山・福豚しゃぶしゃぶ

日帰り
昼食付

旅行代金
（おひとり様） 大人	9,400円　子供	8,900円

花ポット１つの
お持ち帰り!

（品種は当日の
お楽しみ）

イメージです
ぐんまフラワーパーク
ハナモモフェスタ（イメージ）

クオ・カ
ード

図書カー
ド

賞品・
軽食を
ご用意して
います！

電話

平成29年 1月 1日（3）No.	88
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舟木一夫コンサート

2月13日（月）
①14:00開演、②18:00開演
オリンパスホール八王子
料　金	 全席指定　3,900円

（通常7,560円）
あっせん枚数　　各10枚

ミュージカル
ビッグ・フィッシュ
2月25日(土)　17:00開演
日生劇場（日比谷・有楽町）
出　演	 川平慈英、浦井健治、	

霧矢大夢ほか
料　金	 S席　11,000円	

（通常13,000円）
あっせん枚数　　10枚
★おみやげ付き

立川志の輔一門会

4月8日（土）
①14:00開演、②18:00開演
府中の森芸術劇場
料　金	 全席指定　2,900円	

（通常3,800円）
あっせん枚数　　各5枚

鈴木雅之 with オーケストラ・ディ・ローマ
featuring 服部隆之

4月16日（日）　18:00開演
オリンパスホール八王子
料　金	 S席　7,700円

（通常10,500円）
あっせん枚数　　10枚

ナイトロ・サーカス
10周年ワールドツアー東京公演

2月19日（日）　17:00開演
東京ドーム
料　金	 S席　7,700円	

（通常12,000円）
あっせん枚数　　10枚
★モトクロスバイクやスケートボードなど、スリルと興奮のスタントショー !
※ 3歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞することができます。
※ 3歳以下のお子様でも座席が必要な場合はチケットをお求めください。

八神純子 コンサートツアー 2017
There you are

3月11日(土)　17:00開演
オリンパスホール八王子
料　金	 全席指定　4,700円

（通常6,000円）
あっせん枚数　　10枚
★	澄みわたるクリスタルヴォイスを
ぜひ会場でご堪能ください!

LION PRESENTS
ミュージカル　SINGIN’ IN THE RAIN
～雨に唄えば～
4月16日(日)　12:30開演
東急シアターオーブ（渋谷）
料　金	 S席　9,800円	

（通常13,000円）
あっせん枚数　　10枚
（英語上演/日本語字幕あり）

平成二十九年春巡業
　大相撲八王子場所
4月22日（土）
開場8:00	 打ち出し（終了）	

15:00予定
エスフォルタアリーナ八王子（狭間）
料　金	 イスA席（2階）	4,700円

（通常6,000円）
あっせん枚数　　10枚
※3歳以下膝上無料

チケット案内
HALL

THEATER

チケット案内
申
込
方
法

◎販 売 枚 数：利用会員1催し物につき４枚まで
◎チケット引換え：2/6(月) 〜 2/20(月)

申込期間
1/10（火）8:30〜1/16（月）17:00

※	『舟木一夫』は2/1(水)からチケット引換え。
※『雨に唄えば』の引換えはサービスセンターより連絡。
※	『ナイトロ・サーカス』『春巡業』以外の公演は未就学児入場不可。
※	申込締切後のキャンセルはお受けできません。

HP

電話先着順

【2014年日本公演より】
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コーポレートプログラム利用者専用サイト情報
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申
込
方
法美術展・イベントチケット 申込・販売開始

1/ 6(金)		8:30 〜HP窓口 電話
先着順

ティツィアーノとヴェネツィア派展

東京ドーム開催イベント　　　各イベント利用会員１人４枚まで

草間彌生　わが永遠の魂
1月21日(土)〜4月2日(日)
　休室日：月曜日、3/21		（但し3/20、3/27は開室）

東京都美術館　企画展示室
【料　金】	一般　900円

(当日料金1,600円)＊中学生以下無料
【あっせん枚数】　　30枚
（利用会員1人4枚まで）

※販売期限：3/29(水)17:00まで

第16回東京国際キルトフェスティバル
－布と針と糸の祭典－

1月19日(木)〜25日(水)
一般　1,200円	
(当日料金2,100円)
【あっせん枚数】20枚
※販売期限
1/18(水)
17:00まで

テーブルウェア・フェスティバル2017
〜暮らしを彩る器展〜

1月29日(日)〜2月6日(月)
一般　1,200円	
(当日料金2,100円)
【あっせん枚数】20枚
※販売期限
1/27(金)
17:00まで

世界らん展日本大賞2017

2月11日(土)〜2月17日(金)
一般　1,300円	
(当日料金2,200円)
【あっせん枚数】30枚
※販売期限
2/8(水)
17:00まで

2月22日(水)〜5月22日(月)
　休館日：火曜日　（但し5/2は開館）

国立新美術館　企画展示室1E
【料　金】	一般　900円

(当日料金1,600円)＊中学生以下無料
【あっせん枚数】　　30枚
（利用会員1人4枚まで）

※販売期限：2/21(火)17:00まで

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ 《 フローラ》 1515年頃、 油彩、 
カンヴァス、 79×63cm、 フィレンツェ、 ウフィツィ美術館
© Gabinetto Fotografico del Museale Regionali della Toscana 背景作品：「わが永遠の魂」シリーズより《しのびがたい愛の行方》　©YAYOI KUSAMA

キルト制作　中山久美子ジェラルツ

※東京ドーム開催イベントは保護者同伴の小学生以下は無料。らん展は中学生も無料（要学生証提示）

実施期間　1月4日(水) 〜 3月17日（金）

宿泊対象期間　1月4日(水) 〜 9月30日(土)

大	人　（18歳以上）
7,400円➡6,500円
中	人（中学生・高校生）
6,400円➡5,600円
小	人（幼児・小学生）
4,800円➡4,200円

購入申込書は、サイトからダウンロードできます。
　ID：dcpt2016_4　パスワード：thanks04
申込書には必ず団体番号及び団体名をご記入ください。
　団体番号：1169　
　団 体 名：（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター
※	コーポレートプログラム利用券（1,000円補助券）とあわせて
利用できます（左記金額の1,000円引きで利用できます）。

※ご利用にはユーザー登録が必要です。　　プランパスワード→DCPPKG2016 ☆申込書はサービスセンターにもあります。

①「サンクス・フェスティバルパスポート」 開催

②「コーポレートプログラム限定アトラクションも楽しむ2DAYS」申込受付中！
©Disney

サイトはこちら
http://dcp.go2tdr.com

イエティ
利用クーポン券

日野市勤労者福祉サービスセンター様
入場滑走料金（リフト乗り放題）　期間限定特別料金2017/1/10(火) 〜 2/10(金)

平　　日 大　人　2,500円		　　　	名	（一般料金：3,500円）
小人・シニア　1,500円		 	名	（一般料金：2,500円）

土・休日 大　人　3,000円		　　　	名	（一般料金：4,000円）
小人・シニア　2,000円		 	名	（一般料金：3,000円）

ナイター 大　人　1,800円		　　　	名	（一般料金：2,500円）
小人・シニア　1,300円		 	名	（一般料金：2,000円）

⃝℡：0555-998-0636　住所：静岡県裾野市須山字藤原2427
※大人：中学生以上、小人：3歳〜小学生、シニア：60歳以上(要証明)
※この用紙1枚で5名様までご利用いただけます。(コピー可)　※ご利用は本券を切り取り、
施設窓口へご提出ください。　※窓口にて身分証明書のご提示を求める場合がございます。

クーポン

右記のクーポン券を切り
取ってご利用ください。

※土日祝日を含む
　期間内全日

3/31までのパスワードです。

FUJIYAMA倶楽部から冬特別キャンペーン!!とってもお得なご案内!!
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257,000 245,000

立川営業所

指定割引協賛店
＜マクドナルド＞が指定割引協賛店になりました！！

ぽけかる倶楽部は、「ポケットに入るくらいお手軽」に、
「カルチャー」を愉しむ日帰りツアー専門の旅行会社です。

ぽけかる倶楽部の日帰りパッケージツアーが5%Offでご利用いただけます。ご家族も割引になります。

定番の日帰りバスツアーをはじめ、ヘリやセスナに搭乗したり、大使館を訪問したり、
1日で2つの運河をクルーズしたりと、非日常体験ツアーが盛りだくさんです!

お申し込みの際は、電話で	「1806」	と	「ツアー番号」	をお伝えください。	
(チケット、日帰り温泉、他一部ツアー・イベントは対象外)

利用会員証提示だけでサービスが受けられます。ぜひご利用ください。

お申し込みの際に、利用会員証を提示してください。ご家族も割引になります。

飛鳥ドライビングカレッジ日野
☎042-581-2721

日野市旭が丘1-1-2（JR豊田駅から徒歩3分）

★他にも追加技能料なしの安心コースが最大3.5万円引き!	など

マジオドライバーズスクール多摩校
☎0120-961-071　※託児あり（無料）

日野市百草188（京王線百草園駅から徒歩2分）

☎0120-961-071　日野市百草330-1 特	典　テキスト代・写真代	無料!

普免あり　4日間38,000円（税抜）

読売旅行企画の国内パッケージツアーが3%Offで
ご利用いただけます。ご家族も割引きになります。

【利用可能店舗】	 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
【サービス内容】	 以下商品のいずれか1品を100円でご提供いたします。	

⃝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）

※会報がお手元に届き次第サービスが受けられます。※他クーポンとの併用はできません。

北は北海道、南は沖縄まで、人気観光スポットを網羅しております。季節やイベントに応じて様々な
特集、また、ご宿泊は、選りすぐりの旅館やホテルを紹介させていただきます。信頼第一のサービス
を、読売旅行で実感してください。
お申し込みの際は、電話でサービスセンター会員である旨をお伝えください。（一部ツアーは対象外）

契約旅行割引指定店

割引契約 自動車教習所

新規

新規

新規

お手軽日帰りツアー・体験イベント

お申し込み・
お問い合わせ

お申し込み・
お問い合わせ

株式会社読売旅行　立川営業所　立川市曙町1-15-1谷ビル3F
TEL：042-523-1491　9:30 〜17:30　日曜日9:30 〜15:30

257,000円(税抜)! 245,000円(税抜)!通常267,000円が
通常262,000円が

たとえば たとえばＡＴ車		所持免許なし ＡＴ車		所持免許なし

毎月100コース以上の日帰り
ツアーをご用意しています。

ぽけかる倶楽部　中央区日本橋箱崎町20-1アンソレイエ・オオタ5F
TEL：03-5652-7072　9:00 〜18:00まで　年中無休(12/30~1/3を除く)

情報誌
無	料
進呈中!

マジオワークライセンス多摩校		フォークリフト講習
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申込み、その他どんなときでも、まず第一に利用会員番号をお伝えください。

★利用会員証について
窓口でのお申し込み・申請の際は、かならず	利用会員証	をお持ちください。
利用会員証は、サービスセンターの会員であることを証明するカードですので、各自で大切に保管してください。

★祝金・見舞金・弔慰金給付金申請について
利用会員の印（2か所）と事業所の証明印（裏面1か所）を忘れずに押印してください。
　1つの給付につき、1枚の申請書が必要です。
　また、添付書類は各申請ごとに異なりますので、ご注意ください。
　申請には必ず内容を証明できる書類を添付してください。
※詳しくはガイドブックをご覧ください。

★入退会届・変更届の提出は、お早めに！
利用会員の入退会・変更届けはFAXでも可能です。事業所の入退会は原本が必要です。
入会届・・・毎月1日受付分より当月の入会になります。
退会届・・・当月末日必着で提出ください。　翌月になりますと翌月の会費が発生します。
※サービスセンターに書類が届いた日が受付日です。
※	「事業所の廃業」や「退職」した場合は、資格喪失となります。　速やかに退会手続きをお願いします。

入・退会届は事業所証明印、給付等の請求は利用会員の印と事業所証明印が必ず必要です。
押印もれのないようにご確認ください。

★会費の納入について
　会費振替日までに指定の口座の残高をご確認ください。口座振替以外の方法で納入の事業所につきましても、期日	
までにお納めください。
　引落口座を変更される場合は、必ずサービスセンターに届け出てください。

会費未納がある時は、チケット購入、事業参加、各種給付・助成が受けられなくなりますので、ご注意ください。

★ホームページからの申込みを利用する際のお願い
ホームページから申込みをすると、申込み後に確認メールが自動で届きます。
※ご注文の確認メールが届かない場合は以下のご確認をお願いします。
１．	メールアドレスの確認
２．	「迷惑メール」ボックスにメールが入っている場合は、「迷惑メールフィルター」で受信リストの設定を確認し、
「hino-kfsc.com」から届くように設定

上記をご確認の上、確認メールが届かないときは、サービスセンターにご連絡ください。
メールアドレス・電話番号の入力は正確にお願いします。

★かわせみセンターホームページをご覧ください。
最新の情報をホームページで見ることができます。諸届用紙・申請書もホームページからダウンロードできます。ぜひ、
ご利用ください。
	かわせみセンター	で検索

● ● ● 会員数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。	●	● ●

入会できる方　日野市内の従業員300人以下の事業所にお勤めの勤労者とその事業主（パート、非常勤、家族従業員も可）
ご紹介者特典　ご紹介いただいた事業所が入会された場合、入会人数により、ご紹介者に報奨品を進呈

未加入事業所をご紹介ください
　ご連絡いただければ、説明に伺います新規会員募集中!

利用会員のみなさまへ利 用 会 員 の み な さまへ
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イベント・チケットのお申し込みとお支払いについて
日野市勤労者福祉サービスセンターへのお申し込み方法 お支払い方法

窓口・振込・業者振込
詳細はガイドブックP7を
ご覧ください。

⃝初日はいずれも8：30から受付開始。
⃝最終日はいずれも17:00に受付終了。

info@hino-kfsc.comメール

http://hino-kfsc.comHP

042-581-6711電話

042-581-6712FAX
日野市多摩平
7−23−23

窓口

郵送

業者
電話

業者
FAX

業者
郵送

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。

INFORMATION
★ 西武園ゆうえんち窓口販売分は完売しました。	
予約取扱チケットは取り扱っております。
チケット料金　800円
取り寄せに1週間かかります。　電話で予約可

★ 次回のかわせみは3月1日（水）から配付します。

★ 小・中・高等学校入学祝金受付は、4月10日（月）からです。
申請手続きは給付申請書と「入学通知書」または「合格通
知書」等の写しが必要です。
事前には支給できませんので、ご注意ください。

★ 1月23日は会費納入日です。
1月~3月分の会費は1月23日(月)に指定の口座から
引落させていただきます。

Kizagisu 〜ナチュラルフレンチのケータリング〜
⃝TEL：080-1132-8696　月曜定休	 ⃝対応エリア：東京近郊
⃝問い合わせ	E-mail　kizagisu3@gmail.com	 ⃝HP　http://kizagisu.jimdo.com/

会員の広場
No.77

有機野菜をふんだんに使用した、グルテンフリー＆カゼインフリー
のナチュラルフレンチをご自宅までお届けいたします。

kizagisuのこだわり
グルテンフリー・カゼインフリーのおもてなし ─
有機野菜をふんだんに使用し調味料も無添加にこだわります。
小麦粉、動物性乳製品は一切使いません。食べ物が自らの体をつくる。
当たり前の大切なことを	真っすぐに考え　時のもの	自然なものを調理し	お届けします。
漢方　薬膳　アーユールヴェーダなどの考え方も取り入れながら	シチュエーションだけでなく体調などにも	
合わせたメニューをご提案させていただきます。

「チケットを買いたいけどサービスセンターまで行けないわ！」という皆様、サービスセンター
窓口で販売しているチケットは原則すべて料金振込・郵送できます（振込手数料・送料392円は	
ご負担ください）。
なお、ツアーなどイベントの参加費も振込みできます（振込手数料はご負担ください）。

「会員の広場」に載せませんか？
「会員の広場」のコーナーでは、会員事業所の仕事内容などをご紹介しています。「是非！」と思われる事業所
の方はセンターまでお問い合わせください。（掲載料無料！但し、掲載時期の指定はできません。）

会員名（事業所名） 業種 所在地 会員名（事業所名） 業種 所在地
大真計測㈱ サービス業 万願寺 ㈱メディトラストパートナーズ　アサヒ薬局　日野店 医療・福祉 多摩平
ブレイン・ファクトリー サービス業 多摩平 ㈱ヒラフネ電気 小売業 南平
Ｔｏｇｅｔｈｅｒ サービス業 東豊田 まなべ整膚療院 医療・福祉 旭が丘
㈱ＫＭＳコンサルティング 保険業 高幡 ＮＰＯ法人　Ｒａｐｐｏｒｔ サービス業 西平山
シティホテル高幡 サービス業 高幡 全国仲人連合会　日野本町事務所 サービス業 日野本町
こだわりシチュー店 飲食業 高幡 ジャパンクラップス㈱ サービス業 南平

新規会員紹介 加入年月日：平成28年8月〜28年11月

チケット郵送 ぜひご活用ください
使って便利！
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