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No.95
平成30年3月1日発行

日帰りバスツアー

行
程 日野駅（7:15）� 高幡不動駅（7:30）�《中央道》� 大谷資料館（見学）� 日光IC� 日光千姫物語（昼食）

� 日光東照宮（見学）� 道の駅日光街道ニコニコ本陣（お買物）� 日野市内（18:00頃着予定）

旅行企画・実施：株式会社パンプキントラベル 東京都知事登録旅行業2-4719号

約約4400年年ぶぶりりのの
大大改改修修をを終終ええ

陽陽明明門門つついいにに復復活活！！

イ
メ
ー
ジ
で
す

と き 5月27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 6,000円
同居家族 7,000円
関 係 者 9,000円

４月５日（木）から４月25日（水）まで

集合場所

募集人数

参 加 費

参加費の支払い

※５月16日（水）17時以降はキャンセル料が発生します。

※通常料金は10,600円です。

※３歳以下は座席代として1,000円をいただきます。

日日光光東東照照宮宮参参拝拝とと

大大谷谷資資料料館館のの見見学学

※当日は旅行業者の添乗員が同行いたします。

地下30mの「大谷石地下採掘
場跡」は、野球場が１つ入って
しまう程の巨大な地下空間で、
古代 ローマ遺跡を思わせる壮
観かつ、幻想的な雰囲気です。

世界遺産・日光東照宮の国宝「陽明門」が色彩鮮やかによみがえり、一般公開！
豪華絢爛な門である陽明門は一日中見ていても決して飽きないことから、別名
「日暮し門」とも呼ばれ、日本で最も美しい門の一つ。

※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３月26日までに連絡します。

申
込
方
法

電話 FAX HP
抽選 申込締切

33//1155（（木木））1177::0000



施 設 名

八王子温泉 やすらぎの湯
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申
込
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法電話

FAX

HP

先着順 申込開始
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【と き】 6月17日（日）～18日（月）

10名 ＊定員になり次第締切

４月５日（木）から５月10日（木）まで

日野駅【集合場所】

【募集人数】

【参 加 費】

【参加費の支払い】

＊６月１日（金）17時以降はキャンセル料が発生します。

（１名あたりの料金）

〈夕食イメージ〉

【
行
程
】

6/17
日野駅（6:30頃発）�〈外環道・東北道〉� 白石うーめん茶屋（昼食・郷土料理）� 山寺立石寺

（参拝）� 将棋村天童タワー（実演と見学）� 天童温泉ほほえみの宿滝の湯（16:45頃着・滝の湯

コレクション「広重美術館」は自由見学）

6/18
ホテル（8:30発）� 仲野観光果樹園（さくらんぼ食べ放題・お土産付き）� 長井あやめ園（あやめ祭り

見学）� 山形フラワー方言列車乗車（あやめ公園駅→赤湯駅）� よねおり観光センター（昼食・

米沢牛ミニステーキ）�〈東北中央道・東北道・外環道〉� 日野駅（20:30頃）

＊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。 企画手配 ㈱セラン セラントラベル本社内東京支店

・芭蕉も訪れた山寺（立石寺）。上るのが不安な方は登山口でお過ごしを
・本場の佐藤錦食べ放題！１㎏のお土産付き
・山形鉄道は、暖かで味わいのある山形弁でのガイド付き
・500種100万本のあやめが咲き誇る長井あやめ園
・白石うーめん、米沢牛、ホテルでは「花笠踊りの手踊り」をお楽しみに

区 分 ２名１室（基本）

利用会員 27,000円

同居家族 29,000円

関 係 者 34,000円

＊通常料金は35,000円です。 ※２名１室以外は要相談。

温泉･風呂施設 入浴券（前期分）の販売
【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・備考

極楽湯 多摩センター店 平成30年10月31日 450円 平 日 860円 土日祝日 1,000円

おふろの王様 多摩百草店 平成30年11月30日 550円
平 日 750円 土日祝日 900円
☆岩盤温熱「王蒸房」は別料金

国立温泉 湯楽の里 平成30年11月30日 600円 平 日 820円 土日祝日 930円

天然温泉 ロテン･ガーデン 購入日から６か月先の月末 550円
平日 740円 土日祝日・特定日 890円
☆ポイントカードの押印対象外。

※料金は大人（中学生以上）の料金です。

●「利用会員証」提示による割引き●

３月中は、平成29年度後期分を販売しています。

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。

【対 象】利用会員とその家族

※詳細は３月末に配付の「ガイドブック（平成30年度版）」Ｐ27～28をご覧ください。

申
込
方
法

窓口 販売期間

44//22（（月月））～～99//2288（（金金））

施 設 名

いこいの湯 多摩境店

道志川温泉 紅椿の湯

契約料金変更：やすらぎの湯 館内リニューアル、利用範囲の

拡大により料金および契約料金が変更になりました。
①全日同料金 ②館内着、タオルセット付き、更に岩盤浴も利用できます。
大人2,268円→2,052円 小人972円→864円 幼児756円→648円

��
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※「高尾の湯ふろッぴィ」は、３月末で契約終了となります。
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★★★★★★★資資資資資資資資格格格格格格格格のののののののの大大大大大大大大原原原原原原原原 資格取得をめざしてみませんか！

パパ ソソ ココ ンン 教教 室室 シルバー人材センターパソコン教室をご利用ください！

対 象 利用会員 助成金額 １講座2,000円（年度内２講座まで）

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。
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。

（（学学））NNHHKK学学園園 生生涯涯学学習習通通信信講講座座
申込先 受講料のお支払い 受講開始後に申請

サービスセンター
一般料金から2,000円を差し引いた額
※NHK学園割引2,000円（利用会員・家族対象）

サービスセンター助成（利用会員のみ）
2,000円

①まずはサービスセンターへお問い合わせください。直接NHK学園にお申し込みの場合はNHK学園割引2,000円は受けられません。

（ＮＨＫ割引は年度内回数制限なし）割引の対象にならない講座がありますので、NHK学園にお問い合わせください。

②サービスセンターの助成には受講開始後に領収書・印鑑をサービスセンターにお持ちください。指定の申請書にご記入のうえ助成

を受けてください。１講座 2,000円（年度内２講座まで）

（（学学））NNHHKK学学園園 オオーーププンンススククーールル

〔お問い合わせ〕ＮＨＫ学園 団体受講係 �0425723151（代） 平日 9：30～17：30

①直接、NHK学園へお申し込みください。

②サービスセンターの助成には受講開始後に領収書・印鑑をサービスセンターにお持ちください。指定の申請書にご記入のうえ助成

を受けてください。１講座 2,000円（年度内２講座まで）

生涯学習助成をご活用ください！ 詳細は、ガイドブック参照

※全福センター提携の割引特典が受けられる講座については全福センターホームページをご覧ください。

対 象 利用会員 助成金額 １講座2,000円（年度内２講座まで） 各講座受講料５％割り引き（割引対象外あり）

利用方法 日野市勤労者福祉サービスセンターの会員と申し出て、大原人材開発センターに申し込む。
サービスセンターへの助成金の申請は不要です。

対 象 利用会員 助成金額 １講座2,000円（年度内２講座まで）

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。
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。

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

◆利用券を使った場合の料金 大 人（18歳以上） 中 人（中学生・高校生）小 人（幼児・小学生）

１デーパスポート 7,400円 → 5,400円 6,400円 → 4,400円 4,800円 → 2,800円

配付開始

33//1199（（月月））～～

申
込
方
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コココココココココココーーーーーーーーーーーポポポポポポポポポポポレレレレレレレレレレレーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトプププププププププププロロロロロロロロロロログググググググググググラララララララララララムムムムムムムムムムム利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用券券券券券券券券券券券ののののののののののの配配配配配配配配配配配付付付付付付付付付付付
配付

【配付枚数】 利用会員１人 2枚まで（年度内） 【利用期間】 4月1日～平成31年3月31日

【利用範囲】 東京ディズニーランド及び東京ディズニーシーのチケット、ディズニーホテル宿泊費

※ほかの種類のチケット（サンクスフェスティバルパスポート・スターライトパスポートなど）にも使えます。

コーポレートプログラム利用者専用サイト情報

①「コーポレートプログラム利用券」プレゼントキャンペーン→来園時に応募すると素敵な賞品が当たる！

実施期間 ４月４日（水）～７月７日（土） ID：dcp2018 パスワード：riyoken02

②「バケーションパッケージ」スペシャルプラン→宿泊＋パークチケット＋ファストパス・チケットなどが付いたお楽しみセット！

宿泊開始 ４月11日（水） 予約開始 ４月１日（日） プランパスワード：DCPPKG2018

③「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引→客室10％割引
宿泊開始 ４月２日（月） 予約開始 ４月１日（日） パスワード：DCPDCH18AS

詳細は専用サイトで dcp.go2tdr.com

窓口2,000円補助券
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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
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窓口先着順 申込・販売開始

33//3300（（金金））～～
※よみうりランド・
東武動物公園は、先着順で無くなり次第終了。

施 設 名
券 種

券種の内容 販売料金 一般料金 有効期間 利用の範囲
販売枚数

（利用会員１人）

西武園ゆうえんち
フリーパス

大人・小人
共 通 券

700円

大 人
2,800円

夏季 3,500円 ４月１日～
平成31年
３月31日

入園＋のりもの
乗り放題＋ハロー
キティー＋夏季
はプール

6枚
※前期分

小 人
2,300円

夏季 2,500円

よみうりランド
フリーパス

（夏はプール利用可）

大人・小人
共 通 券

2,900円

大 人 5,400円

４月１日～
平成31年
３月31日

入園＋のりもの
乗り放題＋夏季
はプール

4枚中高生 4,300円

３歳～
小学生

3,800円

東武動物公園
ハッピーフリーパス

大人・小人
共 通 券

1,200円

大 人 4,800円 ４月１日～
平成31年
３月31日

入園＋動物ゾーン
＋遊園地ゾーン
（のりもの乗り放題）
＋夏季はプール

5枚

小 人 3,700円

多摩動物公園
入場券

大 人 券 300円 大 人 600円 期限なし 入園 5枚

サ ン リ オ
ピューロランド

パスポート

大 人 券 2,800円 大 人
平日 3,300円
休日 3,800円

～９月30日
入園＋のりもの
乗り放題

4枚
※前期分

小 人 券 2,000円 小 人
平日 2,500円
休日 2,700円

立川シネマシティ
鑑賞券

大 人 券 1,000円 大 人 1,800円
４月１日～
平成31年
３月31日

シネマシティ・
シネマツー

4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

よみうりランド特別利用券
〔利用できる券種〕

入園券・ワンデーパス・プー

ル付きワンデーパス・プール

WAI

例）入園券の大人料金

1,800円→1,200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
〔利用できる券種〕フリーパス・入園
例）フリーパスの大人料金
さがみ湖リゾート

3,900円→2,900円
富士急ハイランド

5,700円→4,500円
※富士急ハイランドは、「FUJIYAMA感謝デー」期間は更に安くなります。

東京サマーランド特別利用券
〔利用できる券種〕

通常フリーパス

夏季フリーパス・夏季入園

プール

例）通常フリーパスの大人料金

3,000円→2,000円

新

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

東京

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「2018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に提出してください。

東京ドームシティアトラクションズ
特別利用券

〔利用できる券種〕ワンデーパスポート

大 人 3,900円→2,300円

中人･シニア 3,400円→1,800円

小 人 2,500円→ 1,500円

幼 児 1,500円→ 800円

綴込

どちらかの施
設を選択して
ください。
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申
込
方
法※抽選結果は４月上旬頃

に連絡します。
※申込締切後のキャンセルはできません。

電話 FAX HP抽 選 申込期限

33//1144（（水水））大大大大大大大大大大大大相相相相相相相相相相相相撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲撲五五五五五五五五五五五五月月月月月月月月月月月月場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所観観観観観観観観観観観観戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦
観戦日・席種・あっせん枚数は右表の通り

【席・料金】 ２階イスＡ席（お弁当お土産付*）11,000円
（通常価格：席料 8,500円＋土産 4,000円付）

２階イスＢ席（お弁当お土産付*）8,000円
（通常価格：席料 5,100円＋土産 4,000円付）

＊パンフ・幕の内弁当・ビール・お茶・焼き鳥・土産物

【申込枚数】 利用会員１人 2枚まで（１日分のみ）
申込多数の場合は、観戦日ごとの抽選となります。

【申込方法】 以下の事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日中連絡の取れる電話番号

⑥希望日（第２希望まで）と枚数

※観戦日によって（特に日曜日）はご希望に添えない場合があります。ご了承ください。

東東京京ドドーームム 巨巨人人戦戦観観戦戦
【試合日程】 右表の通り

【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

（種類は選べません）。

※５月18日（金）はアランチョ・ネロ！

来場者全員にタオルをプレゼント。

【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

月 日 対戦相手 開始時間 月 日 対戦相手 開始時間

4月10日（火）ＤｅＮＡ 18:00 5月8日（火）阪 神 18:00

4月11日（水）ＤｅＮＡ 18:00 5月9日（水）阪 神 18:00

4月13日（金）広 島 18:005月10日（木）阪 神 18:00

4月14日（土）広 島 18:005月12日（土）中 日 18:00

4月15日（日）広 島 14:005月13日（日）中 日 ◎ 18:00

4月28日（土）ヤクルト◎ 14:005月18日（金）DeNA◎ 18:00

4月29日（日）ヤクルト 14:005月20日（土）ＤｅＮＡ 14:00

月 日 席種：２階イス席 枚数

３日目 5月15日（火） Ａ席 4

８日目 5月20日（日） Ｂ席 4

13日目 5月25日（金） Ａ席 6

15日目千秋楽
5月27日（日）

Ｂ席 6

申
込
方
法

チケット引渡し：下表の通り
※申込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

33//66（（火火））88::3300～～33//1144（（水水））1177::0000
22001188 明明治治安安田田生生命命ＪＪ１１リリーーググ観観戦戦チチケケッットト

ＦＦＦＦＣＣＣＣ東東東東京京京京ホホホホーーーームムムムゲゲゲゲーーーームムムム
【試合日程】 右表の通り

【会 場】 味の素スタジアム

【座 席】 ホーム自由席

（ＦＣ東京側の応援席）

【料 金】 大 人 1,600円
（当日一般価格2,700円）

小・中 400円
（当日一般価格 800円）

【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

月 日 対戦相手 開始時間 チケット引き渡し

3月31日（土）ガ ン バ 大 阪 15:00
3月22日～

4月11日（水）鹿島アントラーズ 19:00

4月25日（水）サンフレッチェ広島 19:00
4月6日～

4月28日（土）名古屋グランパス 15:00

5月13日（日）北海道コンサドーレ札幌 16:004月20日～

�F.C.TOKYO

今年はワールド
カップイヤー！

申
込
方
法

チケット引渡し：3/27（火）～4/27（金）
※ただし、5/18･20DeNA戦は4/16（月）以降
※申込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

33//66（（火火））88::3300～～33//1166（（金金））1177::0000

松竹映画 「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ」
映画全国共通観賞券の販売 １枚 750円 ５月７日（月）から先着販売。詳細は、会報５月号をご覧ください。

５月25日全国ロードーショー決定！予告
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申
込
方
法

電話

HP

先着順 申込期間

33//77（（水水））88::3300～～33//1144（（水水））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 4/4（水）～4/20（金）
※『STARS』は3/28（水）からチケット引換え。

※『STARS』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
チチチケケケッッットトト
案案内内

あっせん枚数 1100枚

料 金 S席 補助あり（通常 19,000円）
※料金はサービスセンターまで
お問い合わせください。

横浜アリーナ4月8日（日）
4月22日（日）

たましんRISURUホール

料 金 全席指定 3,600円
（通常 4,800円）

あっせん枚数 1100枚

12:00開演

※４歳以上チケット必要。３歳以下は膝上無料。

14:00開演

あっせん枚数 88枚

府中の森芸術劇場

オリンパスホール八王子

5月6日（日）

石川さゆりコンサート2018Chorstella（コール・ステッラ）＆村上敏明
スペシャルコンサート

4月28日（土）

5月8日（火）

6月2日（土）

国立劇場 小劇場

オリンパスホール八王子

ひの煉瓦ホール（日野市民会館）

料 金 全席指定 3,700円
（通常 5,000円）

料 金 Ｓ席 4,200円
（通常 5,500円）

料 金 SS席5,700円
（通常 7,000円）

あっせん枚数 66枚

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 各88枚

18:30開演

料 金 全席指定 6,000円
（通常 6,800円）

14:00開演

バーン・ザ・フロア
BURNTHEFLOORJoyofdancing

5月19日（土）

東急シアターオーブ（渋谷）

料 金 Ｓ席 9,200円
（通常 12,000円）

あっせん枚数 88枚

17:00開演

15:00開演

料金 全席指定 大 人 1,700円
高校生以下 1,000円

（通常 大人 2,500円、高校生以下 1,500円）

あっせん枚数 合わせて1155枚

ザ・ニュースペーパー ライブ

桂文珍 大東京独演会 vol.11

17:00開演

出 演 石川優子、辛島美登里、Chage ほか

フォレスタコンサート in八王子

予定曲目 初恋、昴、あの素晴らしい愛をもう一度、
オ・ソーレ・ミーオ ほか

7月9日（月）

①14:00開演 ②18:00開演

江江江江江江江江川川川川川川川川

木下グループpresents

STARSON ICEJAPAN TOUR2018

出演予定 宇野昌磨、織田信成、田中刑事、宮原知子、
坂本花織、ハビエル・フェルナンデス ほか

僕らのポプコンエイジ 2018
～ForeverFriends,ForeverCockyPop～

写真提供：ＢＳ日テレ
写真はイメージです。

期

★時代の流れに連動する
コントをお見逃しなく！
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申
込
方
法

窓口 電話 申込・販売開始

33//66（（火火））88::3300～～
ババララ展展はは33//2233～～

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

※申込後のキャンセルは
できません。

生誕150年 横山大観展
4月13日（金）～5月27日（日）
休館日：月曜日（但し4/30は開館）

※会期中、展示替え有り

東京国立近代美術館

【料 金】一般 900円（当日料金1,500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：5/25（金）17:00まで

4月13日（金）～5月27日（日）休館日：月曜日（但し4/30は開館）
※会期中、展示替え有り

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：5/25（金）17:00まで

特別展「名作誕生―つながる日本美術」

第20回 国際バラとガーデニングショウ
5月18日（金）～5月23日（水）

メットライフドーム

【料 金】1,200円（当日料金2,200円）

【あっせん枚数】50枚

（利用会員１人４枚まで）

※販売期限：5/17（木）17:00まで

※保護者同伴の小学生以下は無料

4月14日（土）～7月8日（日）
休室日：月曜日（但し4/30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：7/6（金）17:00まで

プーシキン美術館展 ―旅するフランス風景画

クロード・モネ 《草上の昼食》 1866年
� ThePushkinStateMuseum ofFineArts,Moscow.

前回の様子

《或る日の太平洋》
1952（昭和27）年
東京国立近代美術館蔵

【所在地】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」」」」」」」」」
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
潮潮干干狩狩実実施施期期間間 33月月1188日日（（日日））～～77月月1166日日（（祝祝））

申
込
方
法

申込・販売期間

33//66（（火火））～～77//1100（（火火））

【販売料金】 大人 1,000円 小人 450円（通常料金 大人1,800円 小人900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

【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで Ｐ□無料駐車場完備

江江川川潮潮干干狩狩企企画画情情報報「「黄黄金金ののははままぐぐりりををささががそそうう！！」」
期期間間：：44//2211（（土土））～～66//3300（（土土）） ※※見見つつけけたた方方ににははももれれななくく「「江江川川漁漁協協謹謹製製焼焼ききののりり」」ププレレゼゼンントト！！

【料 金】 全席自由 1,700円
（通常 前売2,500円、当日3,000円）

＊入場は当日来場順となります。

【あっせん枚数】 30枚（利用会員１人４枚まで）

申
込
方
法

電話

HP

申込・販売期間

33//66（（火火））～～55//3311（（木木））
88::3300 1177::0000

先着順

窓口

6月10日（日） 15:00開演

ひの煉瓦ホール（日野市民会館）大ホール
日野第一中学校出身のシンガーソングライター

ＳＩＯ（シオ）。弾き語りやバンドスタイルで

関東を中心に全国で年間約200ステー

ジを展開！母校の生徒たちと共に作っ

た唄「僕らの町」にも注目です。

窓口 電話

HP



平成30年３月１日 No.95（8）

★「平成30年度ガイドブック」を３月末に配付します。

★会報発行時期に合わない情報については、随時ホームページでご案内しています。

★次回のかわせみは４月25日から配付予定です。

INFORMATION

申請書に必要事項を記入し、利用会員および事業所の証明印を押印のうえ、窓口へお越しくだ

さい。「合格・入学通知書」「学生証」等の写し（小・中学校は健康保険証も可）が必要です。

小小･･中中・・高高校校入入学学祝祝金金受受付付はは、、44月月66日日（（金金））かからら 事前申請不可

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。

★３月30日（金）の窓口受付は、決算業務のため16時までとさせていただきます。

心も体も前向きにしていく事が私の仕事です
不安な時そっと手を握ってもらうと安心しませんか？

気分が落ち込み気持ちが上に向かない時、誰かとお喋りして

元気が湧きませんか？

お化粧して鏡を覗くと綺麗になった自分にわくわくしてきます。

例えば、高齢の方・障がい者の方・寝たきりの方・精神疾患

の方・介護をされている方・医療福祉従事者の方・グリーフ

ケア・終末期の方 など 社会的困難を抱えている方へ……

「幸せを感じながら生きる」
介護する側も、介護される側も笑顔になったら嬉しいですね!!

入入退退会会届届・・変変更更届届のの提提出出はは、、おお早早めめにに！！

入会届 … 毎月１日受付分より当月の入会になります。事前に届出される場合は、当月入会か翌月入会か

を明記願います。新規事業所の入会手続きは原本が必要です。

退会届 … 当月末日必着。翌月になりますと翌月の会費が発生します。

変更届 … 事業所・利用会員の登録内容（代表者名・住所・同居家族追加等）に変更があった場合は

速やかに提出してください。

※サービスセンターに書類が届いた日が受付日です。ＦＡＸでも受付可

※「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・変更届は事業所証明印、給付等の請求は利用会員の印と事業所証明印が必要です。

押印もれのないようにご確認ください。

【販売料金】 500円（大人・小人共通券）
【販売枚数】 先着 50枚（利用会員１人 5枚まで）
【有効期限】 平成30年４月30日

申
込
方
法

窓口

電話

申込・販売開始

33//66（（火火））88::3300～～

※申込後のキャンセルはできません。
※無くなり次第終了

期間限定販売

西西西西西西西西西西武武武武武武武武武武園園園園園園園園園園ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆううううううううううええええええええええんんんんんんんんんんちちちちちちちちちちフフフフフフフフフフリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーパパパパパパパパパパスススススススススス
平平成成2299年年度度ののチチケケッットトをを特特別別価価格格でで販販売売ししまますす。。

会員の広場会員の広場
No.79

医療・介護・
福祉（介護エステ） 心心のの絆絆セセララピピスストト アアアアアアアアンンンンンンンンジジジジジジジジェェェェェェェェララララララララスススススススス（（（（（（（日日日日日日日野野野野野野野裕裕裕裕裕裕裕子子子子子子子）））））））
●所在地：日野市日野1285-2F ●TEL：042-587-7220
●日曜・祭日 休み ●Bloghttp://ameblo.jp/socioyuko/

エステ歴23年
介 護 歴20年

�傾聴 �ハンド・フット・お顔マッサージ �ネイル �メイク
＊介護エステは出張します。お問い合わせください。

医療・福祉の知識に基づき、
エステティックを通してケ
アします

先着順


