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722事業所
3,573人

日帰りバスツアー

【
行

程
】

日野駅（7:15）� 高幡不動駅（7:30）�《中央・首都高・常磐道》� 桜井ぶどう園（巨峰狩り食べ放題・

１房お土産付）� 筑波ハム（工場見学・試食・買い物）� つくば山水亭（昼食）� キッコーマン野田醤油

（工場見学・買い物）� 日野駅・高幡不動駅（17:30頃）

取扱旅行会社 ㈱パンプキントラベル 東京都知事登録旅行業2-4719号

と き 9月3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

８月14日（月）まで

集合場所

募集人数

参 加 費

参加費の支払い

※８月25日（金）17:00以降はキャンセル料がかかります。

※通常料金は8,900円です。

※お子様ランチ希望の方はお申し出ください。

※３歳以下は座席代として1,000円をいただきます。

キッコーマン野田工場見学とお買い物
スクイズボトル200�のお土産付

申
込
方
法※申込時に、利用会員番

号・事業所名・氏名・
連絡先（できれば携帯電話）・集合場所をお知らせください。

※抽選結果は７月26日までにご連絡

電話 FAX HP
抽選

申込締切

77//1188（（火火））1177::0000
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巨巨峰峰１１房房のの
おお土土産産付付

湯葉豆腐会席（食事イメージ）

上質の大豆から作られる湯葉と豆腐。
大豆の香りと旨みをお楽しみください。

もろみの熟成の様子を見たりしょうゆの色・味・香りを
体験できます。



新選組のふるさと“日野”特産クーポン
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補

助
券

クククオオオ

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

①川中島白桃 ３㎏ 10～12玉 2,070円 3,300円
60箱

②川中島白桃 ５㎏ 18玉 2,700円 4,000円

※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の

でご了承ください。

もももも「「川川中中島島白白桃桃」」
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

果肉は締まっていて、しっかりとした歯ざわりの食感。

甘さは十分にあり、酸味が少なく日持ちがするのも特徴です。

申
込
方
法

業者郵送 申込期間

77//55（（水水））～～77//1133（（木木））業者FAX

先着順

【申 込 数】 利用会員１人 各2箱まで（60箱限定）先着順

【申 込 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

【問合せ先】 電話 0237（41）0288 FAX0237（43）6360

受付時間 午前９時～午後５時30分（無休）

【発 送 日】 ８月下旬頃からの予定

【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。

現地申込

東根市農業協同組合へ下記の�～

�を記入のうえ、はがき・FAX

でお申込ください。

�日野市勤労者福祉サービスセンター

�品名 �個数 �会員番号

�会員氏名 �会員住所（〒）

�電話番号

	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。

（税・送料込み）

【利用期間】 7月3日（月）～8月31日（木）

【利用方法】 補助券（利用会員番号・会員名を記入）を切り取って、会計時にお渡しください。

購入料金から補助券金額（１袋につき150円）を差し引いた額で購入できます。

利用会員１人 3枚まで利用可

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

土土方方歳歳三三ううどどんん補補助助券券

￥￥１１５５００

土土方方歳歳三三ううどどんん補補助助券券

￥￥１１５５００

土土方方歳歳三三ううどどんん補補助助券券

￥￥１１５５００
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

対象の土方歳三うどん１袋に
つき、本券１枚使用できます。

期 間 平成29年７月３日（月）～８月31日（木）

○無記名無効
○コピー不可

「「「「「「「「「「「「「「土土土土土土土土土土土土土土方方方方方方方方方方方方方方歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳三三三三三三三三三三三三三三ううううううううううううううどどどどどどどどどどどどどどんんんんんんんんんんんんんん」」」」」」」」」」」」」」
１袋250円がクーポンで100円に！

コシが強く、

ツルッとした喉ごし！

一度食べたら

うまさがわかる！＊希望小売価格での参考価格

利用できるお店 所在地 電話番号

高幡まんじゅう松盛堂 ★◇ 高幡11 5910317

グランディール ヴォーグ 高幡323 5927507

アトリエ ヴォーグ 高幡100731Ｆ 5924060

堀内ふとん店 ★◇ 高幡10017 5913327

神具・仏具かどや ★◇ 高幡152 5910608

滝瀬商店 本店 ★◇ 高幡328 5910321

滝瀬商店 百草店 ★◇ 百草203 5914610

パブレストランこまくさ ★◇ 南平7217 5930427

利用できるお店 所在地 電話番号

肉の福井屋 ★◇ 新町1510 5811137

日野宿交流館 観光案内所 ★ 日野本町756 5117569

セブン イレブン日野駅前店 日野本町31110 5850711

日野市役所内売店 ★ 神明1121 5851111

中国料理 満留寿 ★◇ 多摩平233 5812586

山口不動産 北口店 多摩平1418 5816012

山口不動産 豊田南口店 豊田4353 5812103

藤森園茶舗 ★◇ 豊田43612 5811236

★は包装可 ◇は地方発送可（いずれも別料金）

ひの

1111,,,,

10％

お得！

サ
ち

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター
TEL042－581－6711

対象の土方歳三うどん１袋に
つき、本券１枚使用できます。

期 間 平成29年７月３日（月）～８月31日（木）

○無記名無効
○コピー不可

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター
TEL042－581－6711

対象の土方歳三うどん１袋に
つき、本券１枚使用できます。

期 間 平成29年７月３日（月）～８月31日（木）

○無記名無効
○コピー不可

新新新新新新・・・・・・

利用会員番号 －

利用会員名

利用会員番号 －

利用会員名

見本 見本 見本
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ククククオオオオ・・・・カカカカーーーードドドド

【枚 数】 利用会員１人 1枚 【カード引換】 ８月１日（火）～８月15（火）（厳守）

4,500円（5,000円券） 利用期限なし

＊ひの新選組WAONをご利用いただい
た金額の一部は、日野市の商業振興
など地域活性化に役立てられます。

申
込
方
法

※締切後のキャンセルはできません。

FAX 申込期間

77//55（（水水））～～77//1144（（金金））
88::3300 1177::0000

HP

郵送

ひひのの新新選選組組ＷＷＡＡＯＯＮＮカカーードド
普普及及キキャャンンペペーーンン

【あっせん価格】 4,000円（5,000円分の電子マネー入り）

イオンモールをはじめ、ひの新選組ポイント加盟店舗にてご利用いただけます。
※サービスセンターの支払いには使えません。

【募集枚数】 利用会員１人 1枚、先着100名

【カード引換】 ８月１日（火）～15日（火）

ポイントのお得な貯め方・使えるお店は『ひの新選組ポイント公式HP』で！

11111,,,,,000000000000000円円円円円もももももおおおおお得得得得得！！！！！

1100％％

おお得得！！

補
助

券ササママーーラランンチチババイイキキンンググ特特別別ククーーポポンン
ちちょょっっとと贅贅沢沢ににホホテテルルババイイキキンンググ♪♪ 家家族族みみんんななででおお楽楽ししみみくくだだささいい。。メメニニュューーはは月月替替わわりり

【利用期間】 ７月５日（水）～９月30日（土） ※八王子ホテルニューグランドは平日のみ

【利用方法】 ◆満席や貸切の場合がありますので予約をお奨めします。
◆各ホテルのクーポン（利用人数、会員番号、会員名を記入）を来店時に提出
◆１枚で４名様まで有効
◆シニア（60歳以上）の方は年齢を証明するものをお持ちください。

※掲載の料金は消費税・サービス料込 ※アルコール類は別料金

①八王子ホテルニューグランド
レストラン〈マリアージュ〉

�0426450247（ご予約・お問合せ）

料金 平日限定

大人（中学生以上） 1,300円
（一般料金 2,160円）

時間 11：00～14：30（最終入店 14:00）

ご予約は11:00、13:00来店のみ承ります。

◆時間制限なし
◆ソフトドリンク付き
◆JR八王子駅・京王八王子駅から無料送
迎バスあり（定期便）

◆お子様料金：小学生 1,080円、未就学
児 540円、３歳以下無料

＊レストランが本館１階「マリアージュ」
となり、食事内容等が変わりました。

料金 大人（中学生以上）

平日1,900円、土日祝2,100円
（一般料金 平日 2,800円、土日祝 3,000円）

シニア（60歳以上）

平日・土日祝 1,650円
（一般料金 2,500円）

☆小学生はクーポン提示で
1,800円（一般料金 2,000円）

時間 平 日 11：30～15：30
（ラストオーダー15：00）

土日祝 11：30～16：00
（ラストオーダー15：30）

◆120分制 ◆ソフトドリンク付き ◆未就学児無料

料金 大人（中学生以上）

平日1,390円、土日祝1,840円
（一般料金 平日 2,100円、土日祝 2,600円）

シニア（60歳以上）

平日1,120円、土日祝1,480円
（一般料金 平日 1,800円、土日祝 2,200円）

時間 11：30～15：30
（ラストオーダー15：00）

◆90分制 ◆コーヒー・紅茶付き（土日
祝はオレンジジュース有）

◆お子様料金：小学生 平日1,200円、土
日祝1,450円、４歳以上の幼児 平日・
土日祝600円

②京王プラザホテル八王子
レストラン〈ル クレール〉

�0426566721（レストラン予約）

③京王プラザホテル多摩
レストラン〈樹林〉

�0423745932（レストラン予約）

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

サマーランチバイキング特別クーポン①
八王子ホテルニューグランド〈マリアージュ〉
期間：平成29年７月５日（水）～９月29日（金）

人数を記載
＊本券１枚で
計４名様ま
で有効

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

サマーランチバイキング特別クーポン②
京王プラザホテル八王子〈ル クレール〉
期間：平成29年７月５日（水）～９月30日（土）

人数を記載
＊本券１枚で
計４名様ま
で有効

特別料金 ご利用人数

平 日
1,900円 大 人× 人

1,650円 シニア× 人

土日祝
2,100円 大 人× 人

1,650円 シニア× 人

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

サマーランチバイキング特別クーポン③
京王プラザホテル多摩〈樹林〉

期間：平成29年７月５日（水）～９月30日（土）

人数を記載
＊本券１枚で
計４名様ま
で有効★小学生は本券提

示で1,800円

特別料金 ご利用人数

平 日
1,390円 大 人× 人

1,120円 シニア× 人

土日祝
1,840円 大 人× 人

1,480円 シニア× 人

特別料金 ご利用人数

平 日 1,300円 大 人× 人

先着順

（
イ
メ
ー
ジ
）

新新新新新新新・・・・・・・カカカカカカカワワワワワワワセセセセセセセミミミミミミミ商商商商商商商品品品品品品品券券券券券券券
サービスセンターの支払いに使えます。 ※金券を除く

【利用期間】 ７月８日～10月31日 ※ひの新選組ポイントつきます。

申
込
方
法

FAX HP 申込締切

77//1144（（金金））1177::0000

郵送
※期間内申込、全員販売
※締切後のキャンセルは
できません。

募集販
売

見本 見本 見本
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施設名 プール営業日 取扱券種
販売料金

（または補助券利用料金）
チケットの
有効期限

枚数限度
（利用会員１人）

摘 要

西武園ゆうえんち
7/8�～9/3�
※7/12・7/13は休み

フリーパス
（大人･こども共通券）

700円
平成30年
４月30日

6枚
※前期分

よみうりランド 7/1�～9/10�

プールWAI
大 人 2,400円
こども 1,400円

９月10日

4枚 ガイドブック巻末に綴じ
込んであります。 Ｐ63ワンデーパス

（プール付き）
大 人 4,900円
こども 3,500円

平成30年
３月31日

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

7/15�～9/3� フリーパス
大 人 2,900円
こども 2,200円

平成30年
３月31日

5枚 ガイドブック巻末に綴じ
込んであります。 Ｐ55

東京サマーランド
屋外プール
7/1�～10/1�

入園・プール
大 人 2,200円
こども 1,700円

10月１日 各4枚 ガイドブック巻末に綴じ
込んであります。 Ｐ57夏季フリーパス

大 人 3,300円
こども 2,200円

東武動物公園

7/8�・7/9�

7/15�～7/17（祝）

7/22�～9/3�

ハッピー
フリーパス
（大人･こども共通券）

1,400円
平成30年
３月31日

5枚
センターに電話でお
申し込みください。
取り寄せに約１週間
かかります。スパリゾート

ハワイアンズ
屋内プール
通年

入場券
（大人･こども共通券）

800円 ９月30日 5枚

年齢区分 利用料金 一般料金

大 人（15歳以上） 1,600円 2,500円

こども（小・中学生） 600円 1,400円

幼 児（４歳以上の未就学児） 200円 500円

７７月月1155日日（（土土））～～

９９月月３３日日（（日日））

〔お問い合わせ〕 国営昭和記念公園

TEL042-528-1751

国国営営昭昭和和記記念念公公園園レレイインンボボーーププーールル

いいよよいいよよ夏夏本本番番！！

ププププーーーールルルルのののの季季季季節節節節ががががややややっっっっててててききききたたたた～～～～！！！！

【営業時間】 ７月15日～８月20日 ９:30～18:30 ※７月の平日は17:30まで

８月21日～９月３日 ９:30～18:00 ※９月の平日は17:00まで

※営業時間等は変更になる場合があります。

【料 金】

【休 日】 期間中は休みなし

【利用方法】 会報に挟み込んだ利用補助券を切り取り、必要事項をご記入の上、公園入口の券売窓口に料金

を添えて提出してください。１人につき１枚が必要です。

販売中

利用補助券

取寄せ

利用補助券

利用補助券

申
込
方
法

電話 申込

随時窓口

補
助

券

『『『『『『『『新新新新新新新新江江江江江江江江

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

「「「「「「「「ササササササササンンンンンンンンククククククククスススススススス・・・・・・・・フフフフフフフフェェェェェェェェスススススススステテテテテテテティィィィィィィィババババババババルルルルルルルルパパパパパパパパススススススススポポポポポポポポーーーーーーーートトトトトトトト」」」」」」」」ののののののののごごごごごごごご案案案案案案案案内内内内内内内内
【実施期間】 ９月１日（金）～９月30日（土）まで（土日含む全日）

詳細は専用サイトで→dcp.go2tdr.com

「「「「「「「「東東東東東東東東京京京京京京京京ジジジジジジジジ

日日日野野野市市市

この

○有効期限が延長になりました。平成30年３月31日 � 平成30年４月30日
○回転馬車等６機種が使用不可、代わってふわふわ＆スマートバランスホイール、アトラシリーズ８コースが可能となりました。

西西武武園園ゆゆううええんんちちフフリリーーパパススををおお持持ちちのの皆皆様様へへ

※よみうりランド・東京サマーランドは、他の券種もあり。
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区 分 販売料金 一般料金

大 人 1,200円 2,100円

高 校 生 800円 1,500円

中 ・ 小学生 500円 1,000円

幼児（３歳以上） 300円 600円

『『『『『『『『『新新新新新新新新新江江江江江江江江江ノノノノノノノノノ島島島島島島島島島水水水水水水水水水族族族族族族族族族館館館館館館館館館』』』』』』』』』前前前前前前前前前売売売売売売売売売券券券券券券券券券

申
込
方
法

電話

FAX

HP

申込締切

77//1133（（木木））1177::0000

募集販
売

【料 金】

【利用期限】 平成30年１月31日 【枚 数】 利用会員１人 5枚まで
【チケット引換】 ７月25日（火）～８月18日（金）

申
込
方
法

※期間内申込者、全員に販売。
※締切後のキャンセルはできません。

電話

FAX

HP

申込締切

77//1144（（金金））1177::0000

募集販
売

若者に大人気！お台場海浜公園の屋内型テーマパーク

「「「「「「「「「東東東東東東東東東京京京京京京京京京ジジジジジジジジジョョョョョョョョョイイイイイイイイイポポポポポポポポポリリリリリリリリリススススススススス」」」」」」」」」パパパパパパパパパスススススススススポポポポポポポポポーーーーーーーーートトトトトトトトト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

区 分 一般料金 利用料金

利用料
大 人 200円 100円

こども（中学生以下） 100円 50円

ここここのののの夏夏夏夏もももも

身身身身近近近近でででで

楽楽楽楽ししししいいいい………… 日日日日野野野野市市市市民民民民ププププーーーールルルル利利利利用用用用補補補補助助助助券券券券
《７月８日（土）OPEN！初日は、無料開放》

日野市民プール利用補助券
利用期間 平成29年７月９日�～９月３日�
○本券１枚につき１人１回使用できます。○コピー不可
○本券を、プール券売窓口で、下記の料金を添えて提出してください。

利用料金

どちらかに○を

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 印

大人 100円 こども 50円

日野市民プール利用補助券
利用期間 平成29年７月９日�～９月３日�
○本券１枚につき１人１回使用できます。○コピー不可
○本券を、プール券売窓口で、下記の料金を添えて提出してください。

利用料金

どちらかに○を

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 印

大人 100円 こども 50円

日野市民プール利用補助券
利用期間 平成29年７月９日�～９月３日�
○本券１枚につき１人１回使用できます。○コピー不可
○本券を、プール券売窓口で、下記の料金を添えて提出してください。

利用料金

どちらかに○を

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 印

大人 100円 こども 50円

日野市民プール利用補助券
利用期間 平成29年７月９日�～９月３日�
○本券１枚につき１人１回使用できます。○コピー不可
○本券を、プール券売窓口で、下記の料金を添えて提出してください。

利用料金

どちらかに○を

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 印

大人 100円 こども 50円

☆利用会員番号・名前の記載のないもの無効。

【開設期間】 ７月８日（土）～９月３日（日） ９:00～17:00

ただし、7/8・7/10～14・9/1～9/3は13:00～17:00（8/27は市民大会のため休み）

【料 金】

☆利用が３時間を超えると超過料金がかかります。

【利用方法】 下記の利用券を切り取り、施設窓口に料金を

添えて提出してください。

おつりのないようお願いします。

補
助

券

☆ホームページでは、イベント情報も随時更新しています。

http://www.tama-spo.com/hino/

シンコースポーツ（指定管理者）

場所 日野市川辺堀之内190番地先

TEL042-583-5440

※高校生については、入場口で生徒手帳の提示が必要です。

【料 金】 大人・小人共通 2,300円
（一般料金 大人 4,300円 小人 3,300円）

【有効期限】 平成30年１月31日 【枚 数】 利用会員１人 5枚まで
【チケット引換】 ８月３日（木）～８月18日（金）

http://tokyo-joypolis.com/

補
助

券

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

鴨川シーワールド☆特別優待月間☆特別利用券
有効期間：平成29年８月１日（火）～８月31日（木）

※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）

区 分 入 園 料

大人（高校生以上） 2,800円 → 1,500円× 人

小人（４歳～中学生） 1,400円 → 700円× 人

夏の特別優待月間！ ここのの夏夏、、「「海海のの世世界界ととのの出出会会いい」」がが待待っってていいるる！！

鴨川シーワールド特別利用券

所在地：千葉県鴨川市東町146418 問合せ：0470934803

【利用方法】

１．利用券を切り取って券枠内に利用
人数を記入してください。
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
※１枚で５名まで利用できます。（コピー不可）

※期間内申込者、全員に販売。
※締切後のキャンセルはできません。

見本 見本 見本 見本

見本
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申
込
方
法

電話

HP

先着順 申込期間

７７//７７（（金金））８８::3300～～７７//1133（（木木））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 ８/４（金）～８/21（月）
※『宝塚』『ミッド・ナイト』『布施』『笑劇場』は未就学児入場不可
※ 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

ディズニー･オン･アイス2017
「Everyone’sStory」

8月20日（日）

①10:00開演 ②14:00開演

横浜アリーナ
料 金 Ｓ席 大人 5,100円 こども 4,100円

（通常大人6,300円、こども5,200円）

あっせん枚数 各６６枚

キエフ･クラシック･バレエ
チャイコスフキー夢の３大バレエ～名場面集～

8月16日（水）

①11:30開演 ②14:00開演

オリンパスホール八王子

料 金 全席指定 2,800円
（通常3,800円）

あっせん枚数 各６６枚 ※３歳以下入場不可

あっせん枚数 各６６枚

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 1100枚

【あっせん枚数】先着3300枚（利用会員１人４枚まで）

料 金 全席指定 1,500円
（通常2,500円）

料 金 全席指定 8,200円
（通常9,200円）

料 金 全席指定 4,200円
（通常5,500円）

【料 金】全席指定 1,200円（通常 2,000円）

調布市グリーンホール

シアタークリエ

パルテノン多摩

七生公会堂

①11:30開演 ②14:00開演

13:00開演

14:00開演

15:00開演

8月23日（水）

9月16日（土）

9月21日（木）

9月30日（土）

ミッド･ナイト･イン･バリ
～史上最悪の結婚前夜～

綾小路きみまろ 笑撃ライブ！

昭和ノスタルジア

あっせん枚数 各８８枚

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 各８８枚

料 金 Ｓ席 6,300円（通常 7,300円）

料 金 Ｓ席 5,400円（通常 6,800円）

料 金 全席指定 2,800円
（通常3,800円）

府中の森芸術劇場

府中の森芸術劇場

府中の森芸術劇場

①14:00開演 ②18:00開演

17:30開演

①14:00開演 ②18:00開演

9月8日（金）

9月16日（土）

10月7日（土）

宝塚歌劇雪組公演
ミュージカル･ロマン「琥珀色の雨にぬれて」
ShowSpirit「“D”ramaticS!」

布施明 LIVE20172018
ROUTE70―来し方行く末―

府中の森 笑劇場

小遊三･マギー司郎 秋の笑いがやって来た！

※こどもは３歳から小学生まで ※２歳以下膝上１名無料

�Disney,�Disney/Pixar

ブラックライトシアター大型人形劇

エリック･カールの「はらぺこあおむし」

※２歳以上有料。１歳未満膝上１名無料

同時上演「ごちゃまぜカメレオン」「ちいさなくも」

�EricCarle
�MargoEllenGesser

�宝塚歌劇団

出 演 望海風斗・真彩希帆 ほか

出 演 栗山千明、溝端淳平、浅田美代子、中村雅俊

※18歳未満入場不可 ※公演は約１時間

申
込
方
法

先着
順

申込・販売期間

77//77（（金金））88::3300
～～99//2299（（金金））1177::0000

窓口 電話 ＨＰ

【出 演】北海道歌旅座

東京ド

大大大大大大大大大大相相相相相相相相相相

予定曲目 シクラメンのかほり、

君は薔薇より美しい ほか

ほんのひととき、懐かしきあの日々へ。銀色の道、若者たち ほか



特別展「深海2017」
～最深研究でせまる“生命”と“地球”～
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申
込
方
法

窓口 電話 申込・販売開始

77//77（（金金））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15日（土）～9月3日（日）
パシフィコ横浜 展示ホールＡ

【料 金】

一般 900円（当日料金1,800円）
子供（中学生以下）450円（当日料金900円）
＊３歳以下無料

【あっせん枚数】各50枚（利用会員１人４枚まで）

※販売期限：8/18（金）17:00まで

ヨコハマ恐竜展2017
～動きほえる恐竜の森～

7月11日（火）～10月1日（日）
休館日：7/18（火）、9/4（月）、11（月）、19（火）

国立科学博物館

【料 金】一般･大学生 900円
（当日料金1,600円）

＊未就学児は無料

【あっせん枚数】30枚
（利用会員１人４枚まで）
※販売期限：9/29（金）17:00まで

デメニギス（CG）
�NHK/ZDF/ZDFE/CURIOSITYSTREAM LLC

リアルジュラシックパークの
出現！化石発掘体験や迫力
満点の動く恐竜ロボットなど、
恐竜時代を体感できます！

申
込
方
法チケット引換 8/4～

※締切後のキャンセルは
できません。

電話 HP先着順 申込期間

77//77（（金金））～～77//1188（（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

【座 席】 指定席Ｂ（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）
★の試合はお弁当（1,000円）引換券付き。

※種類は選べません。

◎の試合は東京ドームビール券１枚付き。

【あっせん枚数】 各試合 6枚

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

8月18日（金） ＤｅＮＡ 18:00 9月10日（日） ヤクルト 14:00

8月20日（日）ＤｅＮＡ 14:00 9月16日（土） ＤｅＮＡ 18:00

8月26日（土）阪 神 18:00 9月17日（日） ＤｅＮＡ 14:00

8月27日（日）阪 神 14:00 9月26日（火）ヤクルト★ 18:00

8月29日（火）広 島 18:00 9月27日（水）中 日★ 18:00

8月30日（水）広 島 18:00 9月30日（土）阪 神 18:00

9月8日（金）ヤクルト◎ 18:00 10月1日（日）阪 神 14:00

月 日 対戦相手 開始時間

9月7日（木） 東 北 楽 天 18:00

巨巨 人人 戦戦 巨人主催

北海道日本ハムファイターズ主催

市内で楽しめるブブブブブブブブブブルルルルルルルルルルーーーーーーーーーーベベベベベベベベベベリリリリリリリリリリーーーーーーーーーー狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩りりりりりりりりりり
【実施農園】 和田ブルーベリー園 日野市新町419 TEL09071910648

【実施期間】 7月20日（木）～8月31日（木） 火曜休 午前８時～12時 午後３時～６時
※天候により収穫時期が遅れる場合があります。

【利用方法】 補助券に利用会員番号、氏名を記入のうえ、会計の際お渡しください。
購入金額（100ｇ200円）より補助券金額を差し引いた額で購入できます。

【補助金額】 補助券１枚につき200円（利用会員１人２枚まで）

補
助

券

味見程度の

ご試食ができます。

申
込
方
法

電話

FAX

HP

申込期間

77//1188（（火火））～～77//2288（（金金））
88::3300 1177::0000

抽選

人気の大相撲、手に入りにくい観戦チケットを若干ながらご用意できました!!

大大大大大大大大大大大相相相相相相相相相相相撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲九九九九九九九九九九九月月月月月月月月月月月場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所観観観観観観観観観観観戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦

【料 金】※利用会員は補助します。
詳細はサービスセンターまでお問い合わせください。

【申込方法】 申込時に以下のことをお知らせください。
①大相撲 ②利用会員番号 ③事業所名 ④氏名 ⑤連絡先電話番号

⑥希望の日にち･席種･枚数（第２希望まで）

※利用会員１人4枚まで（１日分のみ）

申込多数の場合は、日ごとの抽選となります。

ブルーベリー補助券
\２００

ブルーベリー補助券
\２００

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター TEL042－581－6711

利用会員番号 －

利用会員名

○無記名無効
○コピー不可

100ｇにつき１枚使えます。 100ｇにつき１枚使えます。

○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

日にち 席種：2Fイス 枚数 一般価格

9月13日（水）
Ａ席 4

２階イス

Ａ席
8,500円

Ｂ席
5,100円

Ｂ席 2

9月16日（土）
Ａ席 2
Ｂ席 4

9月18日（月・祝）
Ａ席 4
Ｂ席 2

9月22日（金）
Ａ席 4
Ｂ席 2

※結果は８月上旬頃にサービスセンターよりご連絡。
当選後のキャンセルはできません。

※申込後のキャンセルは
できません。

【申込枚数】 利用会員１人あわせて 4枚

【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）
（東京ドームホテル特製のディナー）

Ａ指定席 １枚 2,800円（一般価格 3,800円）
基本１塁側の座席となります。

【あっせん枚数】 各 10枚

見本 見本
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10/15
（日）

日野 羽田空港 長崎空港 長崎市／四海楼（昼食：ちゃんぽん料理） 軍艦島クルーズ（上陸見学）

長崎市内／伊佐山観光ホテル

10/16
（月）

ホテル グラバー園・大浦天主堂（見学） 長崎心泉亭（長崎カステラセンター・買い物） 武雄温泉物産館（昼食）

佐賀城本丸歴史館（見学） 別府地獄めぐり（海地獄と血の池地獄） 別府温泉／別府亀の井ホテル

10/17
（火）

ホテル 湯布院（散策） きくすいの里（昼食） 三池炭鉱万田坑（見学） 博多はねや総本家（お買物）

福岡空港 羽田空港 日野（21：30頃着予定）

明明明明明明明明明明明治治治治治治治治治治治日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本ののののののののののの産産産産産産産産産産産業業業業業業業業業業業革革革革革革革革革革革命命命命命命命命命命命世世世世世世世世世世世界界界界界界界界界界界遺遺遺遺遺遺遺遺遺遺遺産産産産産産産産産産産

長長長長長長長長長長長長崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎軍軍軍軍軍軍軍軍軍軍軍軍艦艦艦艦艦艦艦艦艦艦艦艦島島島島島島島島島島島島とととととととととととと三三三三三三三三三三三三池池池池池池池池池池池池炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭鉱鉱鉱鉱鉱鉱鉱鉱鉱鉱鉱鉱万万万万万万万万万万万万田田田田田田田田田田田田坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑をををををををををををを巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡るるるるるるるるるるるる旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅

区 分 ２名１室（基本）

利用会員 70,500円

同居家族 72,500円

一般市民 82,500円

軍艦島

※軍艦島上陸クルーズは、気象または海象条件により
実施できない場合があります。

取扱旅行会社 ㈱セラン セラントラベル東京支店

申
込
方
法電話

FAX

HP

先着
順

申込開始

77//55（（水水））88::3300～～

東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京湾湾湾湾湾湾湾湾湾湾湾湾湾納納納納納納納納納納納納納涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼船船船船船船船船船船船船船
乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗船船船船船船船船船船船船船引引引引引引引引引引引引引換換換換換換換換換換換換換券券券券券券券券券券券券券ののののののののののののの販販販販販販販販販販販販販売売売売売売売売売売売売売

【料 金】

大 人 1,600円（一般料金 2,600円）

中・高校生 600円（一般料金 1,050円）

小 学 生 300円（一般料金 550円）

［料金に含まれるもの］乗船料＋ドリンク飲み放題
（生ビール、サワー、ジュース等）※フードは有料

【枚 数】 利用会員１人 5枚まで

申
込
方
法

販売期間

77//55（（水水））～～99//2299（（金金））
88::3300 1177::0000

※チケット購入後のキャンセルはお受けで
きません。
※他の割引との併用はできません。

【と き】 10月15日（日）～17日（火）２泊３日 【参 加 費】（１名あたりの料金）

【集 合】 日野駅前 午前５時30分（予定）

【募集人数】 10名（先着順で定員になり次第締め切り）
【参加費の支払い】 ８月28日（月）まで

※９月22日（金）以降はキャンセル料がかかります。

【行 程】※正式な行程表は、後日参加者にご案内します。

万田坑 グラバー園 大浦天主堂

宿泊は、長崎の夜

景を眼下に臨む

「伊佐山観光ホテ

ル」と絶品のお湯･

別府温泉「亀の井

ホテル」

実施期間：7月1日（土）～10月9日（月･祝） 毎日運航
時 間：19:15出航（竹芝客船ターミナル）JR浜松町駅 徒歩７分 21:00帰着

［利用方法］

１．下記の東海汽船予約係に電話予

約をしてください。

２．サービスセンターでチケット購入。

（チケットは乗船券引換券です。）

３．乗船時に、竹芝の窓口にて実際

の乗船券と引き換えてください。

窓口
販売

★次回のかわせみは９月１日から配付します。

★サービスセンターをご利用の際は、必ず会員証をご持参ください。
代理の方がいらっしゃる場合も、同様です。

★平成29年１月実施のアンケート結果をまとめました。
（ホームページやサービスセンターで閲覧可・希望者には配付可）

★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（補助券）について
会員証の提示がない場合は、お渡しできないことがあり
ますので、ご注意ください。

★７月24日は会費納入日です。

※３名１室・４名１室は要相談。

東海汽船納涼船予約係 � 03-3437-6119（受付時間 ９:30～20:00）年中無休

☆乗船予約は、乗船１か月前の同日より受付します。 ☆各日、船には定員があるため、お早めにご予約ください。

コ－ス：竹芝～東京湾周遊


