
No.90
平成29年5月1日発行
（平成29年3月31日現在）

722事業所
3,517人

日帰り

バスツアー

【
行

程
】

高幡不動駅（7:00）� 日野駅（7:15）�《中央道》� 河口湖大橋 � 久保田一竹美術館（見学）� 御坂みち

� シャトー勝沼（昼食・ワイナリー見学・お買物）� 甲斐古園 さくらんぼ狩り（食べ放題）� 里の駅

いちのみや（お買物）� 日野市内（18:00頃着）

取扱旅行業者：ＴＳＫ 東新観光バス

有名なミシュラン観光ガイドで三ツ星を獲
得している美術館。建物や庭園など展示物
が全て芸術。染色工芸家の久保田氏の素晴
らしい作品が展示されています。

イ
メ
ー
ジ
で
す

と き 6月11日（日）雨天決行
日野駅・高幡不動駅

40名（最少催行人員25名）

利用会員・同居家族 5,000円
一般市民 8,000円

５月29日（月）まで

集合場所

募集人数

参 加 費

参加費の支払い

※６月２日（金）17時以降はキャンセル料が発生します。

※通常料金は9,800円です。

※お子様ランチ希望の方は1,000円引きになります。

※３歳以下は座席代として1,000円をいただきます。

※抽選結果は５月19日（金）までにご連絡

ささささくくくくららららんんんんぼぼぼぼ狩狩狩狩りりりりとととと久久久久保保保保田田田田一一一一竹竹竹竹美美美美術術術術館館館館見見見見学学学学

申
込
方
法※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）・集合場所などが必要です。

電話 FAX HP
抽選 申込締切

55//1100（（水水））1177::0000ままでで



ととししままええんん
「「夏夏のの１１日日券券」」のの販販売売

申
込
方
法

全国のイオンシネマ・松竹系映画館でお好きな映画を！

平成29年５月１日 No.90（2）
申
込
方
法

※締め切り後のキャンセルはできません。
※期間内申込者、全員に販売。

FAX

ハガキ

HP

申込締切

55//1155（（月月））必必着着

ク
ー
ポ
ン

【料 金】 900円（通常一般1,800円）

【販売枚数】 利用会員１人 4枚まで

【有効期間】 ６月１日（木）～11月30日（木）

【引渡期間】 ５月31日（水）～６月20日（火）

※ご利用当日、映画館窓口でお好きな上映チケットと引き換えてください。

※３D作品は追加料金が必要です。

※オンライン予約システムでは利用できません。

イイイイオオオオンンンンシシシシネネネネママママ＆＆＆＆松松松松竹竹竹竹系系系系映映映映画画画画館館館館
共共共共通通通通チチチチケケケケッッッットトトトのののの販販販販売売売売

申
込
方
法

※締め切り後のキャンセルはできません。
※期間内申込者、全員に販売。

電話

FAX

HP

申込締切

55//2222（（月月））必必着着

【料 金】

【販売枚数】 利用会員１人あわせて 5枚まで
【有効期間】 ７月１日（土）～９月３日（日）

【引渡期間】 ６月８日（木）～６月22日（木）

募集販
売

利用の範囲：入園＋プール＋のりもの乗り放題

場所：木更津市江川海岸 お問合せ：江川漁業協同組合 千葉県木更津市江川5766 �0438412234

江江江江江江江江江川川川川川川川川川海海海海海海海海海岸岸岸岸岸岸岸岸岸「「「「「「「「「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りりりりりりりりり」」」」」」」」」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中中中中中中中中中
潮干狩りは８月11日（金･祝）まで実施しています。

窓口 販売期間

77//3311（（月月））ままでで

【販売料金】 大人 900円 小人 400円（通常料金 大人1,600円 小人800円）

※お持ち帰り貝付き ※利用会員１人 5枚まで

〔利用できる映画館〕全国108館
●イオンシネマ
多摩センター・むさし村山・
日の出など83館

●松 竹 系
MOVIX昭島・MOVIX橋本・
新宿ピカデリー・丸の内ピカ
デリーなど25館

富士急ハイランド
夏前特別キャンペーンのご案内

感感謝謝デデーー期期間間：：６６月月1199日日（（月月））～～７７月月1144日日（（金金））

※この用紙１枚で５名
様までご利用頂けま
す。（コピー可）
※ご利用は本券を切り
取り、施設窓口へご
提示ください。
※「絶凶・戦慄迷宮」
はフリーパスではご
利用頂けません。
※施設利用補助との併
用可能です。

■フリーパス

大 人 4,500円× 名（一般料金：5,700円）

中高生 4,200円× 名（一般料金：5,200円）

小 人 3,400円× 名（一般料金：4,300円）

※大人：18歳以上 小人：３歳～小学生

【お問合せ】富士急ハイランド 0555-23-2111

6月19日（月）～7月14日（金）

一般社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター 様

期間限定 感謝デー特別クーポン

クーポンを切り取って、利用当日、料金を添えて
施設窓口に提出してください。

一般料金 ①のみ ①＋②

大 人 5,700円 4,500円 3,900円

中高生 5,200円 4,200円 3,600円

小 人 4,300円 3,400円 2,800円

●更に利用補助券（ガイドブックに綴り込み）を併
用するとこんなにお得!!

①左のクーポンと②ガイドブックP55の利用補助券の

２種類の券を施設に提出すると更に600円 安く利

用できます。

東京ド

平成2

ご利
見見 本本

券 種 販売料金 一般料金

大人券（中学生以上） 2,200円 4,500円

子供券（３歳～小学生） 1,400円 3,500円

募集販
売



平成29年５月１日No.90 （3）
申
込
方
法チケット引渡し 5/26以降

※申込後のキャンセルは
できません。

電話 HP先着順 申込期間

55//88（（月月））～～55//1166（（火火））
88::3300 1177::0000

東東京京ドドーームム 野野球球チチケケッットト販販売売
～～中中盤盤戦戦～～

【座 席】 Ｂ指定席（１･３塁の指定はできません）

【料 金】 １枚 3,200円（一般価格 4,000円）

※の試合はレプリカユニホームプレゼントの

ため、１枚3,500円になります。

★の試合は1,000円のお弁当付き。

◎の試合はビール券１枚付き。

【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

日日 本本 ハハ ムム 戦戦

月 日 対戦相手 開始時間 月 日 対戦相手 開始時間

6月2日（金）オリックス※ 18:007月1日（土）DeNA★ 18:00

6月4日（日）オリックス★ 14:007月10日（月）ヤクルト※ 18:00

6月14日（水）ソフトバンク◎ 18:007月12日（水）ヤクルト◎ 18:00

6月15日（木）ソフトバンク 18:007月30日（日）ＤｅＮＡ 14:00

6月16日（金）ロ ッ テ 18:008月4日（金）中 日◎ 18:00

6月17日（土）ロッテ★ 18:008月9日（水）阪 神 18:00

6月25日（日）中 日★ 14:008月10日（木）阪 神 18:00

【座席･料金】 ビュッフェ付パノラマシート

１枚 5,600円（一般価格 7,000円）

Ａ指定席

１枚 2,800円（一般価格 3,800円）

共に１･３塁の指定はできません

【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

月 日 対戦相手 開始時間

7月3日（月）西 武 18:00

7月4日（火）西 武 18:00

巨巨 人人 戦戦 巨人主催

日本ハム主催

申
込
方
法

※締め切り後のキャンセルはできません。
※期間内申込者、全員に販売。

電話

FAX

HP

申込締切

55//1155（（月月））必必着着箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱箱根根根根根根根根根根根小小小小小小小小小小小涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌園園園園園園園園園園園ユユユユユユユユユユユネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッッサササササササササササンンンンンンンンンンン
パパパパパパパパパパパスススススススススススポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトト前前前前前前前前前前前売売売売売売売売売売売券券券券券券券券券券券

【料 金】 大 人（中学生以上）1,600円（通常価格 4,100円）
小 人（３歳～小学生）1,000円（通常価格 2,100円）
※バスタオル・フェイスタオルのレンタルあり（別料金）

【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで

【有効期限】 平成30年１月31日まで

【引渡期間】 ６月８日（木）～６月22日（木）

水着で楽しむ「ユネッサン」と裸でゆったりくつろぐ「森の湯」

が利用できるパスポートを販売します。

昨年、水着エリアに登場の「超絶景！展望露天風呂」

20枚まで 450円 21枚目から 480円

平平成成2299年年度度かかららジジェェフフググルルメメカカーードド（（通通年年販販売売））のの利利用用枚枚数数がが増増ええままししたた！！

ごご利利用用くくだだささいい。。

利用できるお店 所在地 電話番号

豊田駅北口ショップ『わーく･わーく』 多摩平251生活･就労支援センター内 5148484

パン工房アイグラン（豊田店） 多摩平233 5841866

石窯パン工房アイグラン（泉塚店） 多摩平4113 5825820

ショップゆめ（工房夢ふうせん内） 旭が丘24212 5878630

ベーカリー モリ（本店） 大坂上32116 5864560

ベーカリー モリ（日野駅前店） 日野本町31141階 5072109

フォンテーヌ 神明2162 5867746

フランドール 日野台5623 5838237

パン工房ＨＡＮＡ 程久保8485 5933136

利用できるお店 所在地 電話番号

豊田駅北口ショップ『わーく･わーく』 多摩平251生活･就労支援センター内 5148484

パン工房アイグラン（豊田店） 多摩平233 5841866

石窯パン工房アイグラン（泉塚店） 多摩平4113 5825820

ショップゆめ（工房夢ふうせん内） 旭が丘24212 5878630

ベーカリー モリ（本店） 大坂上32116 5864560

ベーカリー モリ（日野駅前店） 日野本町31141階 5072109

フォンテーヌ 神明2162 5867746

フランドール 日野台5623 5838237

パン工房ＨＡＮＡ 程久保8485 5933136

野球観戦をしながら、東京ドームホテル特製ディナー

ビュッフェを堪能できます。ソフトドリンクもビュッ

フェ終了まで飲み放題!!（アルコール類除く）

募集販
売



　事業所アンケート結果（概要）

平成29年５月１日 No.90（4）

焼焼ききカカレレーーパパンン補補助助券券

￥￥１１００００

焼焼ききカカレレーーパパンン補補助助券券

￥￥１１００００

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

① 佐藤錦 Ｌ玉 700ｇバラ詰 2,700円 4,000円
80箱

② 佐藤錦 Ｌ玉 １㎏ バラ詰 3,600円 5,000円

内容・料金
（税･送料込み）

※天候により色・サイズにバラつきがありますのでご了承ください。

日日野野ににははううままいい
焼焼ききカカレレーーパパンンががああるる！！

～～おお店店ごごととにに工工夫夫とと愛愛情情ががいいっっぱぱいいでですす～～

おおお 届届届 けけけ ぐぐぐ るるる めめめ

ささささくくくくららららんんんんぼぼぼぼ
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

東根生まれの品種さくらんぼの王様「佐藤錦」、甘く
てほのかに酸っぱい初夏の味をお楽しみください。

申
込
方
法

業者
ハガキ

受付期間

55//88（（月月））～～55//1166（（火火））

業者
FAX

先着
順

【申 込 数】 利用会員１人 合わせて5箱まで（80箱限定）先着順

【申込方法】 東根農業協同組合へ下記の①～⑦を明記のうえ、はがき・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 お届けグルメ 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

【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

電話 0237（41）0288 FAX0237（43）6360

受付時間 午前９時～午後５時30分（無休）

【支払方法】 申込者あてに専用の「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。

【発 送 日】 ６月下旬頃からの予定 ※天候により発送時期が前後いたしますのでご了承ください。

※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。
※申込み後のキャンセル及び変更はできません。

ク
ー
ポ
ン

【利用期間】 5月1日（月）～5月31日（水）

※5/14（日）開催「ひの新選組まつり」（日野宿会場）の

焼きカレーパンブースでも利用できます（裏面記載の店舗の対象商品以外は利用不可）。

【利用方法】 クーポンに利用会員番号・氏名を記入の上、各店舗にて会計時にお渡しください。

購入料金から補助券金額（焼きカレーパン１個につき100円）を差し引いた額で購入できます。

利用会員１人 2枚まで利用可

※売り切れの際はご容赦ください。予約や定休日等については、各店舗へお問い合わせください。

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

○対象の焼きカレーパン１個につき、本券１枚使用できます。

期 間 平成29年５月１日（月）～５月31日（水）

○無記名無効

○コピー不可

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

○対象の焼きカレーパン１個につき、本券１枚使用できます。

期 間 平成29年５月１日（月）～５月31日（水）

○無記名無効

○コピー不可

日野の

名産クーポン
！

新選組まつりでも
使えます！



アンケートへのご協力 ありがとうございました！

　事業所アンケート結果（概要）　事業所アンケート結果（概要）

　平成29年１月に、事業所（５名以上加入の144事業所）と全利用会員の皆さま（3,568人）を対象にアンケート調査を
実施いたしました。多岐にわたる質問にもかかわらず、多くの皆さまにご協力いただき、誠にありがとうございました。
一部ではございますが、結果をご報告いたします。
　皆様からいただいた貴重なご意見は、今後のサービスセンターの事業運営の参考にさせていただきます。

①貴事業所がサービスセンター加入を含め福利厚生を実施する理由は何ですか？ （複数回答可/回答77事業所）

②従業員がサービスセンターをどの程度使っているか、
把握していますか？

③サービスセンターは貴事業所にとって役立っていますか？

④どのような点が役に立っていますか？（自由意見）（※多い順）
福利厚生全般については…
　●福利厚生の充実ができる　5件　　　　　　　　　　●社員同士の交流、親睦　2件
　●社員採用の際に好印象に受け止められる　1件　　　●正社員だけでなくパートも入れる　1件
　●従業員の満足度向上　1件　　などのご意見がありました。
個別事業については…
　●給付金　19件　　●各種助成金　9件　　●各種割引チケット、補助券　7件　　●定期健康診断受診助成　4件
　●遊園地等割引チケット　4件　　　　　　●宿泊助成　3件　　などのご意見がありました。

⑤今後サービスセンターで力を入れてもらいたい事業は何ですか？（複数回答可）
　慶弔給付金　44件、遊園地等レジャー施設チケット　42件、定期健康診断受診助成　41件、宿泊助成　40件、映画鑑
賞券　34件、市内飲食店利用助成　32件 となり、その他事業についても、利用会員アンケートの設問「利用してよかっ
た、今後利用したい事業」（次ページ：設問③）とほぼ同様の結果となりました。

自由意見　（一部）
●レジャー施設等の貸切イベントや異業種交流イベントなどを希望。 ●金婚祝いをつくってほしい。
●会報配付から各事業の締め切りが近いので余裕を持ってほしい。 ●会報発行回数を増やしてほしい。
●会社も社員も大変助かっている。現状で十分満足。 ●サービス向上に向けて期待している。

0 10 20 30 40 50 60

その他
特にない

従業員等からの要望
他社と水準を合わせるため
従業員の定着を図るため
より良い人材確保するため

事業所としての責任 56
15

21
4

11
3
3

無回答  1件, 1%把握していない
４件, 5%

把握している
23件, 30%

従業員の自主性に
任せている
49件, 64%

無回答   1件, 1%わからない　6件, 8%
役立っていない
1件, 1%

まあまあ
役立っている
34件, 44%

大変役立っている
35件, 46%

対　　　象　　平成28年11月末現在の会員が５名以上の事業所（144事業所）
回収数（率）　　77事業所（53.5％）　　　　回収方法　　郵送、窓口、FAX
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⑤郵送でのチケット受け取りについて、どのように
思われますか？ （複数回答可/回答者1,651人）

無回答
417人, 24%

実施した方がよい
710人, 42%

実施しないでよい
585人, 34%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

その他
センター窓口受取りでよい
利用したいが送料・手数料が高い
利用したいが面倒

利用したい 273
310

541
664

59

　利用会員アンケート結果（概要）　利用会員アンケート結果（概要）

対　　　象　　平成28年11月末現在の会員（3,568人）
回収数（率）　　1,712人（48.0％）　　　　回収方法　　郵送、窓口、FAX

①最近１年間にサービスセンターのサービスを
どれくらい利用されましたか？

③今まで利用してよかったもの、今後利用したいものは何ですか？　　　　　　
（複数回答可/回答者1,611人）

④サービスセンターでは会員への感謝と市民への
PRのため、無料上映会を実施しています。今後
の実施意向についてお答えください。

⑥サービスセンター事業内容全般について、どの程
度満足していますか？

②左記①で「利用なし」「１回」とご回答の方、あまり利用しな
い理由を教えてください。

（複数回答可/回答者606人/対象708人）

無回答
40人, 2%

６回以上
94人, 6%

４～５回
250人, 15%

２～３回
620人, 36%

利用なし
413人, 24%

１回
295人, 17%

0 200 400 600 800 1000

大会実施
その他
講座等

生活資金融資あっせん
生涯学習助成
あっせんツアー
物資あっせん
スキーリフト券

宿泊ツアー
割引協賛店

美術展チケット
観戦チケット
観劇等鑑賞助成

定期健康診断助成
人間・脳ドック助成

ホテル食事クーポン券
日帰りツアー

プリペイドカード
ファミマ・ローソンチケット助成券

観劇チケット
市内飲食店利用助成
日帰り温泉チケット

映画鑑賞券
宿泊助成
慶弔給付金

遊園地等レジャー施設チケット 878
799

685
612
598

385
342
329
314
310
265

213
235

194
188
175
157
126
89
87
52
48
46
20
10
8

0 50 100 150 200 250

福利厚生に興味がない
費用が高い

事業内容を知らない
その他

手続きが面倒
利用したい（魅力ある）事業がない

仕事が忙しい
窓口に行く時間がない

239
203

150

53
16
10

138
78

無回答
34人, 2%

やや不満
55人, 3%

不満  16人,  1%
わからない  118人, 7%

満足
361人, 21%

やや満足
459人, 27%

ふつう
669人, 39%

　ご意見・ご質問にお答えします！

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

ここを
クリック！
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　ご意見・ご質問にお答えします！　ご意見・ご質問にお答えします！

QQ
AA

サービスセンターの駐車場が
狭くて不便です。

ご不便おかけして申し訳ございません。
日野市商工会館の西側隣（保育園前）の駐車場も
ご利用いただけます。

QQ
AA

窓口になかなか行けません。代理人でも可能ですか？

チケット等購入、助成金等申請は代理の方でも可能です。必ず、利用会員番号や事業所名をお控えのう
えお越しください。また、助成金等申請の場合は、記入漏れ、押印漏れ、添付書類にご注意ください。
なお、代理人の方の身分証明書を確認させていただくことがあります。

QQ
AA

遠方在住者でも利用しやすい事業をしてください。

サービスセンターは、全国的な組織である「全福センター」に加盟しています。レジャー施設やホテル
旅館、家事代行や検診など、幅広い分野で優待が受けられます。最近では、日本旅行や帝国ホテル東京（直
営レストラン）、星野リゾートなど、新規契約も増えています。ぜひホームページをご覧ください（詳細
をご覧になるには「ガイドブック」41ページに記載のログインＩＤ・パスワードが必要です）。

QQ
AA

会員証提示サービスを増やしてほしい。

ご希望の施設がありましたら、サービスセンターへご連絡ください。検討のうえ、契約交渉いたします。
なお、通常、サービスセンター窓口で販売しているチケットについては、施設から買い取った金額に補
助し、安くあっせん販売しているため、会員証提示のみよりも割引率は高いものとなっています。

QQ
AA

会報をできるだけ早く見たいです！

会報は、奇数月１日を発行日とし、原則、１日から事業所への配付を開始しております。それと同時にホー
ムページでもＰＤＦ形式で掲載しておりますので、パソコンやスマートフォン等でご覧ください。

QQ
AA

チケット郵送を利用したいが、手数料が高くて申し込みを躊躇してしまいます。

観劇チケットなどは再発行ができないため、簡易書留により手渡しでお届けしています。頂戴している
392円は、郵送料82円＋簡易書留310円となっています。引き続き、郵送料や手数料などについて、検討
してまいります。

QQ
AA

利用できる事業、申込期間は都度会報にてお知らせします。ぜひご利用ください。

＊支払方法は、現金（窓口払い）または振込となります。申込みの
際に指定してください。
＊チケット郵送の詳細は、ガイドブック７ページをご覧ください。

パソコン・スマホから！インターネット申し込み！

ここをここを
クリック！クリック！

パソコン・スマホから インタ ネ ト申し込みパソコン・スマホから！インターネット申し込み！

インターネットで申し込み、支払い、チケットを配達できませんか？

利用会員の方は、一部の事業（会報で期間限定募集しているチケットやツアー）が、インターネットで
お申し込みいただけます。クレジット払いはできませんが、チケット配送をご希望の場合は、指定口座
へのご入金後、簡易書留にて承っております。利便性向上に向けて、検討を続けてまいります。

泉塚

焼肉店
国道20号

実践女子
大学

日野
市役所

日野
中央公園

ドラッグストア

神明2丁目

至日野

至豊田←八王子

J
R
中
央
線

勤労者福祉
サービスセンター
（商工会館内）

消
防
署

日野市商工会館
保育園

回
転
市
場 P

P

P
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IINNFF

平成

〈事業所対象アンケート〉

●各会員の利用状況の把握については、「各自の自主性に任せている」事業所が64％と多く、「利用状況を

集計してほしい」とのご意見もありました。

●約90％の事業所から「役立っている」とのご回答を得られ、励ましの声も頂戴しました。

〈利用会員対象アンケート〉

●普段ご利用いただいていない方からも多くのご回答をいただき、利用している方、利用されていない方、

両方のご意見を伺うことができました。

●利用が多く人気の高い事業については、引き続きご満足いただけるよう、また、利用の少ない事業につ

いては、ＰＲ方法や補助率、事業のあり方等について今後も検討してまいります。

●無料上映会の希望するジャンルについては、「話題になった映画」「家族、親子で楽しめる作品」「邦画」

などのご意見が多数ありました。29年度は11月19日（日）に実施予定です！詳細は11月号でご案内しま

すので、ぜひご参加ください！

◆ディズニーに少人数で行くときに、1,000円補助券を４枚フル活用できない！

→2,000円補助券を２枚お渡しすることで、少人数でもご利用しやすくしました。

◆「コンビニ助成券は便利で使い勝手がよい」「なぜ枚数が減ってしまったの？」

→「ローソン・ファミリーマートチケット助成券」をそれぞれ４枚にしました。

◆スポーツ観戦チケット代にも助成をしてほしい！

→観劇等鑑賞助成の対象として、スポーツ観戦チケットを加えました。

◆旅行社を問わず申請できる日帰りツアー助成を作ってほしい！

→新たに日帰りツアー参加助成をつくりました。

◆宿泊施設利用証明書、原本じゃなきゃダメなの？

→ＦＡＸでやりとりしたものでも申請できることとしました。（領収書と他の証明書類は従来通り必要）

◆観劇に行ったのに、領収書が友人の名前で申請できなかった！

→原則ご本人名義をお願いしていますが、ご本人でない場合は、申請の際に理由をご説明ください。

（領収書とチケット半券等証明書類は従来通り必要）

そのほか多くのご意見を反映できるよう引き続き検討してまいります。

厳正なる抽選の結果、ディズニーペアチケットの当選者５名が確定しました！

賞品は２月に事業所へお届けしました。

また、利用会員アンケートの粗品につきましても、２月末に事業所へ発送いたしました。

いただいたお声を

2299年年度度事事業業にに反反映映しました！

当当選選おおめめででととううごござざいいまますす！！

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

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

新新規規会会員員募募集集中中！！

サービスセンターより
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主な事業

平成23年度収支予算（単位千円）

平成29年度 事業計画・収支予算

平成28年度第４回理事会が３月14日に開催され、平成29年度の事業計画・収支予算が決定しました。29年度
も28年度実施しましたアンケート調査の結果や皆様のご意見を伺いながら、サービスの提供に努めてまいります。

１．中小企業勤労者福祉に関する調査研究活動

会員サービス向上のための調査・研究、勤労者福

祉施策研究会等への参加

２．勤労者福祉に関する情報提供事業

ガイドブック・会報誌「かわせみ」の発行、ホー

ムページによる情報提供、会員拡大策の強化

３．在職中の生活安定事業

各種慶弔金の給付、生活資金融資のあっせん

４．健康維持増進事業

定期健康診断・人間ドック・脳ドックの受診助成、

メンタルヘルス（相談）事業の実施、家庭常備薬の

あっせん、日帰り温泉施設利用券の販売等の実施

５．老後生活の安定に係る事業

退職金共済制度の情報提供及び掛金補助

６．自己啓発・余暇活動に係る事業

生涯学習講座等への受講料助成、観劇・美術展・

イベント等チケットのあっせん、観劇等鑑賞への助

成、プリペイドカードの販売、各種レクリエーショ

ン施設チケットの販売及び割引券の発行、お食事クー

ポン券の発行、市内飲食店利用への助成、プロ野球・

大相撲観戦チケットのあっせん、宿泊・日帰りツアー

の実施、日帰りツアー参加助成・宿泊施設利用への

助成、映画会の開催等

７．その他の勤労者福祉事業

全福センターの各種サービス案内、会員指定割引

協賛店・割引契約店の紹介、ブルーベリー狩り・焼

きカレーパンの補助券発行、物資あっせん、ひの新

選組ＷＡＯＮカードのあっせんとポイントの付与、

会員事業所チラシの配布等

平成29年度事業計画

平成29年度収支予算（単位千円）

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN

平平成成2299年年度度 定定時時総総会会開開催催ののごご案案内内
■開催日時 ６月27日（火）午後３時より

■予定議案 平成29年度事業計画について

平成29年度収支予算について

平成28年度事業報告について

平成28年度収支決算及び監査報告の承認について

■開催場所 日野市商工会館

収
入

の
部

科 目 予算額 適 用
会費・入会金収入 21,415 会費・入会金
事 業 収 入 20,278 参加費・チケット等販売
補 助 金 収 入 31,050 市補助金
雑 収 入 等 403 取扱い手数料など
前 期 繰 越 金 67,200
収 入 合 計 140,346

支
出

の
部

科 目 予算額 適 用
事 業 費 60,408
人 件 費 7,448 職員給与など
調査研究事業等 175 協議会負担金など
情報提供事業費 3,909 会報等発行・配布など
勤労者福祉事業費 48,876 給付金、各種チケット補助

管 理 費 12,522
人 件 費 6,787 職員給与など
管理運営費等 5,735 会議費、役員報酬など

財 務 活 動 支 出 2,182 パソコン・システムリース
次 期 繰 越 金 65,234
支 出 合 計 140,346

＊定時総会は、定款第13条の規定に

より利用会員10名以上の会員（事

業所）にご出席いただくことになっ

ています。後日、通知をお送りい

たしますので、ご出席をお願いい

たします。
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申
込
方
法

電話

HP

先着順 申込期間

５５//９９（（火火））８８::3300～～５５//1166（（火火））1177::0000

◎販 売 枚 数 利用会員１人 各催し物につき４枚まで
◎チケット引換え ６/６（火）～６/20（火）
※『五輪真弓』の引換えはサービスセンターより連絡。
※『プリキュア』『恐竜どうぶつ園』『アンデルセン』『が～まる』
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。

美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術

府中の森 笑劇場

昇太・たい平 ガッツリ落語

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 各８８枚

料 金 全席指定 5,500円
（通常7,000円）

料 金 Ｓ席 7,700円
（通常8,640円）

府中の森芸術劇場

①8月18日（金）

②8月19日（土）

DEBUT45THANNIVERSARY

五輪真弓 コンサート2017～flower～

恐竜どうぶつ園
～ティラノサウルスがやってくる！～

劇団四季ミュージカル 『アンデルセン』

キラキラ☆プリキュアアラモード
ドリームステージ

WAHAHA本舗 PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演ラスト３～最終伝説～

7月17日（月・祝）

8月6日（日）

①11:00開演、②14:00開演

17:00開演

たましんRISURUホール

オリンパスホール八王子

料 金 Ｓ席 1,700円
（通常2,700円）

料 金 Ｓ席 6,600円
（通常8,800円）

あっせん枚数 各1155枚

あっせん枚数 1100枚

※３歳以上有料。２歳以下膝上無料。

7月9日（日）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６６枚

7月16日（日）

16:30開演

東京国際フォーラム
ホールＣ

7月20日（木）

15:30開演

八王子いちょうホール

料 金 全席指定 1,900円
（通常3,000円）

あっせん枚数 1122枚

※３歳以上有料。２歳以下膝上無料。

※３歳以上有料。２歳以下膝上無料。

※サービスセンターでは、学生料金の取扱いはございません。

That’sが～まるちょば SHOW！＋
ロッケンロールペンギン

8月20日（日）14:00開演

八王子いちょうホール

料 金 全席指定 3,400円
（通常4,500円）

あっせん枚数 1100枚

13:30開演

13:00開演

※４歳未満の入場不可

宇崎竜童 弾き語りLIVE2017
JUSTGUITARJUSTVOCAL

7月8日（土）

16:00開演

たましんRISURUホール

料 金 全席指定 4,100円
（通常5,500円）

あっせん枚数 1100枚 「「家家族族

全福セ
�ABC－A・東映アニメーション

【日本語上演／上演時間：60分】

終演後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ

合えます。その際には写真撮影もOKです。

「写真はこれまでの公演より」
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申込・販売期間

55//88（（月月））～～66//2266（（月月））
HP

先着順
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申
込
方
法窓口 電話

申込・販売開始

55//88（（月月））88::3300～～
HP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

先着順

7月20日（木）～10月9日（月･祝）
休室日：月曜日、9/19（火）
（但し8/14、9/18、10/９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：7/19（水）17:00まで

ボストン美術館の至宝展
東西の名品、珠玉のコレクション

フィンセント・ファン・ゴッホ
《郵便配達人ジョゼフ･ルーラン》
1888年 GiftofRobertTreatPaine,
2nd,35.1982
Photograph�2017MuseumofFine
Arts,Boston

7月4日（火）～8月27日（日）
休館日：月曜日、7/18（火）
（但し７/17、８/14は開館）

東京国立博物館 平成館

【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：7/3（月）17:00まで

日タイ修好130周年記念特別展

「タイ～仏の国の輝き」

《金象》金、貴石 アユタヤー県ワット・
ラーチャブーラナ遺跡仏塔地下出土
アユタヤー時代 15世紀初
チャオサームプラヤー国立博物館

映映画画全全国国共共通通鑑鑑賞賞券券

「「「家家家族族族はははつつつらららいいいよよよ222」」」
【料 金】 750円（通常料金 大人当日 1,800円）

【枚 数】 利用会員１人 4枚まで（先着50枚）
【上映開始】 平成29年５月27日 全国ロードショー

【出 演】 橋爪功、吉行和子、西村雅彦、夏川結衣、

中嶋朋子、妻夫木聡、蒼井優 ほか

【上映劇場】 立川シネマシティ・TOHOシネマズ府中・
TOHOシネマズ南大沢・MOVIX昭島・イオンシネマ多摩センター ほか

�2017「家族はつらいよ2」製作委員会

▼ 公営国民宿舎（全国72施設）
【利用対象】 利用会員及び同伴者３名まで

【会員特典】 同室１泊２食付き宿泊 各自 500円の割引き

割引対象は年末年始・お盆等、指定施設が定めた割引除外日を除く。

【利用方法】 直接、施設へ「全福センター会員」である旨を申し出て、予約してください。

施設受付で会員証を提示してください。

▼ 四季倶楽部直営施設
【利用対象】 利用会員及び同伴者すべて 【会員特典】 各自 1,000円の割引き

【対象期間】 2017年６月１日～30日、12月１日～12月20日、2018年１月９日～２月28日

（指定施設が定めた割引除外日・土曜日を除く）

【利用方法】 直接、施設へ、予約してください。

会員専用ダイヤル 03-5695-2500 パートナー企業コード 352-334

団体名「全福センター会員」「優待プランでの宿泊希望」である旨を申し出て予約してください。

申し出がない場合は割引適用外となります。施設受付で会員証を提示してください。

▼ 全福センター新規契約旅行社
㈱日本旅行を割引料金で利用できます。全福センターホームページ「会員専用お申込みサイト」からお申込みください。

日本全国を大爆笑に包
んだあの〈お騒がせ家
族〉が帰ってくる!!
熟年離婚の危機を乗り
越えた平田家を襲う新
たな大事件とは!

監督：山田洋次

全全福福セセンンタターーとと割割引引契契約約のの宿宿泊泊施施設設ををごご利利用用くくだだささいい！！

観観劇劇等等観観賞賞助助成成ににはは領領収収書書ととチチケケッットト半半券券がが必必要要でですす。。
利用会員フルネーム、チケット１枚あたりの金額、観劇等名、実施日が記載されていること。

利用会員氏名等が記載されていない場合は、お問い合わせください。

詳細は、各施設にお問い合わせか、全福センターＨＰでご確認ください。

全福センターホームページ https://www.zenpuku.or.jp/



制度の詳細は中退共相談コーナー

� 03 6907 1234へ
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★ロテン・ガーデン入浴券は、施設都合により館内着が付
かなくなりました。
ご希望の方は、別料金（大人180円 子供160円）が必要です。

★入退会・届出事項変更の手続きはお早めに！
退会は当月末日必着で当月退会になります。翌月になり
ますと会費が発生します。事業所の代表者の変更、登録

内容等に変更があった場合は届け出てください。なお、FAX
でも受け付けます。ただし、新規事業所の入会手続きは原
本が必要です。

★全福センターガイドブックはサービスセンターにありま
すので、ご自由にご覧ください。（貸し出し可）

★期限内に会費の納入をお願いします。

会費未納の場合はサービスの利用が受けられません。

中退共制度は、国が中小企業向けにつくった
従業員のための外部積立型退職金制度です。

◇掛金の一部を国が助成
◇掛金は全額非課税。手数料も不要
◇外部積立型なので管理が簡単
◇パートさんの加入もOK
サービスセンターの補助金あり（詳細はガイドブックP10参照）

中退共制度に加入しませんか？

中央労働金庫より生活資金を低金利で融資します。

用 途 医療費、出産費、育休時に必要な資金、冠婚葬祭、

教育費、住宅関係費など一般生活資金

融 資 額 １人当たり５万～100万円（保証料全額日野市負担）

現行利率 年利1.8％ （金利情勢により変動あり）

金融機関 中央労働金庫八王子支店

償還期間 ５年以内 30万円以下は３年以内

詳細はガイドブックＰ11参照

生活資金融資のあっせんを行ってます

家家庭庭常常備備薬薬等等ののああっっせせんん
申込書（チラシ）を５月号に挟み込みました。事業所でまとめてお申し込みください。

商品は事業所に
お届けします。

※申込書の下記事項については、申込者全員が�□が必要です。（下段右）

�□医薬品購入者は15才以上です。 �□医薬品の使用上の注意などを確認しました。

平平平平平平平平成成成成成成成成2222222299999999年年年年年年年年度度度度度度度度版版版版版版版版のののののののの新新新新新新新新ししししししししいいいいいいいいガガガガガガガガイイイイイイイイドドドドドドドドブブブブブブブブッッッッッッッッククククククククをををををををを発発発発発発発発行行行行行行行行ししししししししままままままままししししししししたたたたたたたた！！！！！！！！
１年間大切に保管してください。

みなさまがセンターを利用するにあたっての利用方法が、詳しく書かれています。

申請用紙、各種割引券が巻末に綴じ込んであります。レジャー施設等の割引券も一緒に

配付しましたので、ご活用ください。紛失された場合、再配付はいたしません。

チチケケッットトのの転転売売ややネネッットトオオーーククシショョンン取取引引のの禁禁止止ににつついいてて
当サービスセンターで発行している「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」が、オーク

ションサイトの「メルカリ」に出品されている事実が発覚し、東京ディズニーリゾートより厳重注意を受けました。

今後、再びこのようなことがあった場合、コーポレートプログラム利用券の契約を打ち切られる可能性があり、

会員の皆様にご迷惑をかけることとなります。

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にかかわらず、当サービスセンターで発券・販売して

いるすべてのチケットの転売･転貸行為は一切禁止です（ネットオークション、友人等への譲渡等）。

チケットに会員番号、会員名の記載が必要な場合は必ず記載し、会員本人またはそのご家族がご利用ください。

今後も、会員の皆様が割安でご利用いただくために、正しくご利用いただきますようご協力をお願い申し上げ

ます。 一般社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター

会員の
皆様へ

締 切 日 第1回 5月12日（金） 必着 納品 6月９日頃

第2回 5月26日（金） 必着 納品 6月23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

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：（株）アーテム




