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No.97
平成30年7月1日発行

日帰りバスツアー

行
程 日野駅（7:00）�高幡不動駅（7:15）�《中央･圏央･関越》�フルーツランドカネカ果樹園（梨狩り）�こんにゃくパーク※（製造工程自由見学とお買物）

�横川名物「峠の釜めし」（昼食）�富岡製糸場（ガイドツアーにてご案内）�道の駅ららん藤岡（お買物）�日野市内（19:00頃）

※場内が混み合っていない場合は、「こんにゃくバイキング」が楽しめます。 取扱旅行会社：㈱セラン セラントラベル東京支店

峠の釜めし御膳（昼食）

と き 9月9日（日）雨天決行
日野駅・高幡不動駅

40名

利用会員 5,000円 同居家族 6,000円
関 係 者 8,000円

８月13日（月）まで

集合場所

募集人数

参 加 費

参加費の支払い ※８月29日（水）17:00以降はキャンセル料が発生します。

※３歳以下は座席代として1,000円をいただきます。

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富富富富富富富富富富富岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡製製製製製製製製製製製糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸場場場場場場場場場場場とととととととと

秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋ののののののののののの味味味味味味味味味味味覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨梨狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩りりりりりりりりりりり

※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

申
込
方
法

電話 FAX HP
抽選 申込締切

77//1133（（金金））1177::0000

（通常料金は8,900円）
道の駅ららん藤岡

梨２個お土産付きと試食食べ放題

（最少催行人員25名）

富富富富富富富富富士士士士士士士士士急急急急急急急急急ハハハハハハハハハイイイイイイイイイララララララララランンンンンンンンンドドドドドドドドド 利利利利利利利利利用用用用用用用用用料料料料料料料料料金金金金金金金金金変変変変変変変変変更更更更更更更更更のののののののののおおおおおおおおお知知知知知知知知知らららららららららせせせせせせせせせ

【変更開始】７月14日（土）から

【券 種】フリーパス

富士急ハイランドの「入園」無料化に伴い施

設との契約料金が変更になりました。これによ

りガイドブックＰ55の利用券（裏面）の金額が

右記のようになります。 ※「入園」は、年齢を問わず無料となります。

☆赤字の部分が変更となる内容です。

区 分 （新）利用料金 （旧）利用料金

大 人（18歳以上） 4,600円 4,500円

中 人（中・高校生） 4,100円 4,000円

小 人（３歳～小学生） 3,300円 3,300円

幼 児（１歳以上）シニア（65歳以上） 1,300円

�������������������������������������������������
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ク
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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 2,250円 3,500円
80箱

②川中島白桃 ５㎏ 18玉 2,970円 4,300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。

【利用期間】 7月2日（月）～8月31日（金）

【利用方法】 クーポン（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円円

土土方方歳歳三三ううどどんん補補助助券券

１１５５００円円

土土方方歳歳三三ううどどんん補補助助券券

１１５５００円円

利用会員番号 －

利用会員名

１袋につき本券１枚使用可

期 間
平成30年

7/2�～8/31�

「「「「「「「「「「「「「「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（希望小売価格）がクーポンで100円に！

利用できるお店 所在地 電話番号

まなべ整膚療院 旭が丘1136 5862894

美容室 グランディール ヴォーグ 高幡323 5927507

美容室 アトリエ ヴォーグ 高幡10073 5924060

堀内ふとん店 ◇ 高幡10017 5913327

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

ぼ・ぴーぷ ★◇ 南平7264 5933214

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

ふれあいの森カフェ ★◇ 日野本町613 8432381

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 豊田北口店 多摩平1418 5816012

山口不動産 豊田南口店 豊田4353 5812103

★は包装可 ◇は地方発送可（いずれも別料金）

10％

お得！

ホテ

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

申
込
方
法

業者
郵送

申込期間

77//66（（金金））～～77//1133（（金金））

業者
FAX

先着順

※申込後のキャンセル及び変更はできません。

内容・料金
（税･送料込み）

【申 込 数】 利用会員１人 あわせて4箱まで（80箱限定）

【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）

【発 送 日】 ８月下旬頃からの予定

【支払方法】 申込者宛に専用の「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�～�を明記

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。

（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

○無記名無効
○コピー不可

○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

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター
TEL042－581－6711

今年も
やります！

新選組副長のふるさと
“日野”でしか手に入らない！

ジェ10％

お得！

１袋につき本券１枚使用可 １袋につき本券１枚使用可

期 間
平成30年

7/2�～8/31�

期 間
平成30年

7/2�～8/31�

見本見本

見本

見見本本見見本本見見本本
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ククククオオオオ・・・・カカカカーーーードドドド
4,500円（5,000円券） 利用期限なし

券

０円

1100％％

おお得得！！

ク
ー
ポ
ンホホテテルル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

夏休み、ちょっと贅沢に

ホテルランチは

いかがでしょう♪

メニューは月替わりです♪

【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）を切り取って、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

※各店ともラストオーダーは営業時間の30分前まで

（
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。

申
込
方
法

FAX HP 申込締切

77//1133（（金金））1177::0000

郵送
※期間内申込、全員当選
※申込締切後キャンセル
はできません。

募集販
売

詳しくはジェフグルメカードのホームページをご覧ください。 http://www.jfcard.co.jp/

【販売枚数】 利用会員１人 1枚
【申込方法】 ①～⑤を明記してお申込ください。

①クオ・カード申込 ②利用会員番号 ③事業所名 ④氏名 ⑤連絡先電話番号

【引換期間】 ８月２日（木）～８月16日（木）（厳守）

ジジェェフフググルルメメカカーードド 全全国国共共通通おお食食事事券券

【販売枚数】年度内 利用会員１人 20枚まで 450円 21枚目から480円

申
込
方
法

申込

随時

窓口通年販
売

1100％％

おお得得！！

【利用期間】 ７月２日（月）～10月31日（水）まで

☆ジェフグルメカード等の金券
には使えません。

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

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（レストラン予約）

期間：平成30年７月５日（木）～９月28日（金）

ランチ ＊11：00～14：30

平日
大 人（中学生以上） 2,160円→1,300円× 人

シニア（60歳以上） 1,944円→1,200円× 人

◆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

※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

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

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）

期間：平成30年７月５日（木）～９月30日（日）

ランチ ＊11：30～15：30

平日
大 人（中学生以上） 2,100円→1,390円× 人

シニア（60歳以上） 1,800円→1,120円× 人

土日祝
大 人（中学生以上） 2,600円→1,840円× 人

シニア（60歳以上） 2,200円→1,480円× 人

ランチクーポン

◆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

※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 ※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

◆120分制 ◆ソフトドリンク付き ◆未就学児無料
☆小学生はクーポン提示で1,800円（一般料金2,000円）

ランチクーポン

ランチ ＊平日11：30～15：30 土日祝11：30～16：00

平日
大 人（中学生以上） 2,800円→1,900円× 人

シニア（60歳以上） 2,500円→1,650円× 人

土日祝
大 人（中学生以上） 3,000円→2,100円× 人

シニア（60歳以上） 2,500円→1,650円× 人

期間：平成30年７月５日（木）～９月30日（日）

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）

○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

利用会員番号 －

利用会員名

ランチクーポン
平日限定

FAXでお申し込みの際、送信後TELでご確認ください。

450円（500円券） 利用期限なし

見見本本見見本本

見見本本
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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
7/7�～9/9�
※7/11･12、9/5･6は休み

フリーパス
（大人･こども共通券）

700円
平成31年
３月31日

6枚
※前期分

よみうりランド 6/30�～9/9�

ワンデーパス
（プール利用可能）
（大人･こども共通券）

2,900円
平成31年
３月31日

4枚

プールWAI
大 人 2,300円
こども 1,300円 平成31年

３月31日
4枚 ガイドブック巻末に綴じ

込んであります。 Ｐ59プール付き
ワンデーパス

大 人 4,900円
こども 3,500円

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

じゃぶじゃぶパラダイス
7/14�～9/2�
〈予定〉

フリーパス
大 人 2,900円
こども 2,200円

平成31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�～9/30�

プールのみ
大 人 2,200円
こども 1,700円

９月30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

7/7�・8�
7/14�～16（祝）
7/21�～9/2�・
8�・9�

ハッピー
フリーパス
（大人･こども共通券）

1,400円
平成31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1144日日��～～９９月月２２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14日～８月19日 ９:30～18:30 ※７月の平日は17:30まで

８月20日～９月２日 ９:30～18:00
※営業時間等は変更になる場合があります。

【料 金】

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

日日日野野野市市市

この夏

販売中

申
込
方
法

電話

FAX

HP

申込締切

77//1133（（金金））1177::0000

募集販
売

※期間内申込者、全員に販売します。
※申込締切後のキャンセルはできません。

ココココココココニニニニニニニニカカカカカカカカミミミミミミミミノノノノノノノノルルルルルルルルタタタタタタタタププププププププララララララララネネネネネネネネタタタタタタタタリリリリリリリリウウウウウウウウムムムムムムムム満満満満満満満満天天天天天天天天

最先端のプラネタリウムで臨場感あふれる星空の世界へ！

【料 金】 一般シート 大人（中学生以上）800円（通常価格1,500円）
※ヒーリングプラネタリウム、その他一部のプログラムは利用できません。
※上映時間：11時の回～20時の回 上映時間は季節により変更する場合があります。

【販売枚数】 利用会員１人 5枚まで 【有効期限】 平成31年３月31日（日）まで

【引換期間】 ７月27日（金）～８月15日（水）

【注意事項】１．オンライン予約はできません。２．施設窓口で時間指定のチケット（一般シー
ト）に引換えてください。（一部のプログラムはご利用いただけません。）３．雲シート、芝シー
トへの変更はできません。４．掲載価格での現地購入はできません。５．混雑によりご希望の
時間に入館いただけない場合があります。 ＨＰ https://planetarium.konicaminolta.jp/

豊島区東池袋313 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル（JR池袋駅 徒歩約10分）

大大大大大大大

見本

見本 見本 見本 見本
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� �

区 分 利用料金 一般料金

お と な 2,400円 4,000円

中 ・ 高 生 1,500円 2,800円

シニア／小学生 1,200円 2,200円

幼 児 400円 1,000円

申
込
方
法

窓口 配付開始

77//66（（金金））88::3300

【配付枚数】 利用会員１人 5枚まで（先着300枚）
※利用券は、無くなり次第終了となります。

【利用期間】 ７月７日（土）～９月17日（月･祝）

【料 金】 ※券種：一日券

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14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30年７月15日�～９月９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30年７月15日�～９月９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30年７月15日�～９月９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30年７月15日�～９月９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14日（土）～９月９日（日） ９:00～17:00

ただし、7/14・7/17～20・9/1～9/9は13:00～17:00（8/26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

※幼児は３歳以下、シニアは65歳以上。※７月のみ幼児は無料となります。

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

※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、、「「生生命命（（いいののちち））のの輝輝ききととふふれれああええるる海海」」へへ！！

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）

有効期間：平成30年８月１日（水）～８月31日（金）

先着
順

「特別利用券」の使用方法

☆利用当日、左記料金を添えて施設窓口に提
出してください。

【施設HP】
http://www.princehotels.co.jp/pool/oiso

相模湾を眼前に臨む大型レジャー施設！

下記の料金で一日たっぷり遊べる「特別利用券」を配付します。

ご希望の方はセンター窓口にお越しください。

大大大大大大大大 磯磯磯磯磯磯磯磯 ロロロロロロロロ ンンンンンンンン ググググググググ ビビビビビビビビ ーーーーーーーー チチチチチチチチ

見見本本

見見本本 見見本本 見見本本 見見本本
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美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術展展展展展展展展展展

くくくくくくくくくぼぼぼぼぼぼぼぼぼたたたたたたたたた

申
込
方
法

電話

HP

先着順 申込期間

77//66（（金金））88::3300～～77//1133（（金金））1177::0000

◎販 売 枚 数 利用会員１人 各催し物につき４枚まで
◎引 換 期 間 8/6（月）～8/20（月）
※『キャッツ』の引換えは、サービスセンターより連絡。

※『郷』『純烈』『マイ・フェア』『昇太』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。

チチチケケケッッットトト
案案内内

あっせん枚数 ６６枚

料 金 全席指定 6,700円
（通常 7,500円）

オリンパスホール八王子

8月17日（金）
①8月25日（土）

ルミネtheよしもと（新宿）

料 金 全席指定 3,000円
（通常前売 4,200円）

あっせん枚数 各８８枚

18:30開演

※出演者はＨＰにてご確認ください。 http://www.yoshimoto.co.jp/lumine/
※５歳以上有料。４歳以下身長110㎝以下のお子様は膝上のみ無料。

16:00開演

あっせん枚数 1100枚

いちょうホール（八王子）

キャッツ・シアター（大井町）

9月9日（日）

劇団四季『キャッツ』第242回 府中の森笑劇場

昇太・たい平 落語サーキット

9月2日（日）

9月11日（火）

10月6日（土）

府中の森芸術劇場

中野サンプラザ

府中の森芸術劇場

料 金 Ｓ席 1,700円
（通常前売 2,700円）

料 金 全席指定 4,600円
（通常 8,640円）

料 金 Ｓ席 大 人10,000円
子ども 5,100円

（通常 大人11,880円、子ども5,940円）

あっせん枚数 各1155枚

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 合わせて1100枚

①11:00開演 ②14:00開演

料 金 全席指定 4,600円
（通常 6,000円）

17:00開演

マイ・フェア・レディ

9月23日（日）

東急シアターオーブ（渋谷）

料 金 Ｓ席 10,500円
（通常 12,500円）

あっせん枚数 88枚

12:00開演

14:00開演

料 金 全席指定 2,900円
（通常 3,800円）

あっせん枚数 ６６枚

ルミネtheよしもと 土日祝公演
（公演時間約110分）

ＨＵＧっと！プリキュア
ドリームステージ♪

16:30開演

純烈 コンサートツアー 2018

12月1日（土）18:00開演

HiromiGoConcertTour2018

岸谷 香
KAORIPARADISE2018

「「「「「「「サササササササンンンンンンン

東京

②8月26日（日）11:00開演

※３歳以上有料。２歳以下膝上無料。 �ABC-A・東映アニメーション

★プリンセス プリンセス時代の「Ｍ」
「Diamonds」から現在のソロ楽曲まで！
※３歳以上有料。２歳以下膝上無料。

★今話題のスーパー銭湯アイドル！

出 演 朝夏まなと、寺脇康文ほか

※子ども料金は、３歳以上～小学生以下。２歳以下の入場不可
（膝上観劇不可）。
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申
込
方
法

窓口 電話 販売期間

77//66（（金金））88::3300～～ 99//2288（（金金））1177::0000

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。

特別展「昆虫」
7月13日（金）～10月8日（月･祝）
休館日：7/17、9/3・10・18・25

国立科学博物館

【料 金】一般・大学生 900円
（当日料金1,600円）

小･中･高校生 300円
（当日料金600円）

【あっせん枚数】各40枚（利用会員１人４枚まで）

7月31日（火）～10月8日（月･祝）
休室日：月曜日、9/18、25

（但し8/13、9/17・24、10/1・8は開室）

東京都美術館

【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）

藤田嗣治展

申
込
方
法

販売期間

77//99（（月月））88::3300～～88//33（（金金））1177::0000

先着
順

くくくくくくくくくくぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼたたたたたたたたたたままままままままままささささささささささとととととととととと 工工工工工工工工工工作作作作作作作作作作教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室
～～～～～～～～牛牛牛牛牛牛牛牛乳乳乳乳乳乳乳乳パパパパパパパパッッッッッッッッククククククククははははははははおおおおおおおおももももももももししししししししろろろろろろろろいいいいいいいい！！！！！！！！

※利用会員１人４枚まで ※ご入場者１名につきチケット１枚必要です。

窓口

電話

HP ※申込後のキャンセルはできません。

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（土）～９月30日（日）まで（土日含む全日）

詳細は専用サイトで→dcp.go2tdr.com

【ID】dcp2018 【パスワード】thanks01

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

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）

☆の試合はビール１杯引換券付

★の試合はビール１杯500円（通常800円）

【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

8月17日（金）中 日★ 18:009月12日（水）ヤクルト☆ 18:00

8月19日（日）中 日◎ 14:009月16日（日）中 日 18:00

8月24日（金）阪 神★ 18:009月17日（月）中 日 14:00

8月25日（土）阪 神 18:009月19日（水）DeNA◎ 18:00

8月29日（水）広 島 18:00 9月22日（土）ヤクルト 14:00

8月30日（木）広 島 ☆ 18:00 9月29日（土）広 島 18:00

9月11日（火）ヤクルト 18:00 9月30日（日）広 島 14:00

申
込
方
法

引換期間：7/27（金）～8/20（月）
※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

77//99（（月月））88::3300～～77//1188（（水水））1177::0000

牛乳パックと文房具持参で参加できるワークショップのチケットです♪

8月4日（土） ひの煉瓦ホール（日野市民会館）小ホール
プロフィール
東京都出身。1990年４月
～2013年３月までNHK
Ｅテレ「つくってあそぼ」
のわくわくさんとして出
演。番組終了後も「工作
の伝道師」として、全国
を回って工作教室や講演
会などを展開中。

チケット区分 開 演 対 象 / 内 容

工作教室１ 10時30分
幼稚園年長から小学校低学年向け
「牛乳パックボール」

工作教室２ 13時30分 小学生向け「牛乳パックロケット」

【料 金】 300円（通常 500円） 【あっせん枚数】 各15枚
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★指定割引協賛店「大久保畳店」所在地変更のお知らせ
新所在地 日野市東豊田311
★FAXでお申込みの際のお願い
FAX通信不良の場合がありますので、送信後TELでご確認をお願いします。

★７月23日は会費納入日です。
７～９月分の会費は７月23日（月）に指定の口座か
ら引落させていただきます。
会費未納の場合はサービスが受けられませんので、
ご注意ください。

INFORMATION

★次回の会報は９月３日（月）から配付予定です。

東東京京都都市市勤勤労労者者共共済済団団体体連連合合会会合合同同旅旅行行

10/21
（日）

日野 東京駅 「北海道新幹線（牛たん弁当）」 新函館北斗駅 大沼展望閣（大沼国定公園散策）

五稜郭公園（見学） 函館山（夜景観賞） 湯の川温泉／湯本啄木亭

10/22
（月）

ホテル 函館元町（見学） 長万部（かにめし定食） 有珠山ロープウェイ（洞爺湖と有珠山火口原展望台を見学）

登別地獄谷（見学） 登別温泉／第一滝本館（南館）

10/23
（火）

ホテル 白い恋人パーク（お買物など） 小樽（海鮮丼の昼食と運河ガラス館見学） にしん小樽貴賓館（旧青山邸

見学） 新千歳空港 羽田空港 日野（21:30頃着予定）

北北北北北北北北北北海海海海海海海海海海道道道道道道道道道道新新新新新新新新新新幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹線線線線線線線線線線（（（（（（（（（（ははははははははははややややややややややぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶささささささささささ））））））））））でででででででででで行行行行行行行行行行くくくくくくくくくく

北北北北北北北北北北北北海海海海海海海海海海海海道道道道道道道道道道道道三三三三三三三三三三三三都都都都都都都都都都都都物物物物物物物物物物物物語語語語語語語語語語語語（（（（（（（（（（函函函函函函函函函函館館館館館館館館館館･･････････札札札札札札札札札札幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌･･････････小小小小小小小小小小樽樽樽樽樽樽樽樽樽樽））））））））））とととととととととととと温温温温温温温温温温温温泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉のののののののののののの旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅

区 分 ２名１室（基本）

利用会員 74,000円

同居家族 76,000円

関 係 者 84,000円

はやぶさ

※行程は目安です。天候・交通事情等により変更となる場合もございます。 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

HP

先着
順

申込期間

77//55（（木木））88::3300～～88//99（（木木））1177::0000

東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京湾湾湾湾湾湾湾湾湾湾湾納納納納納納納納納納納涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼船船船船船船船船船船船乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗船船船船船船船船船船船引引引引引引引引引引引換換換換換換換換換換換券券券券券券券券券券券ののののののののののの販販販販販販販販販販販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（（木木））～～99//2211（（金金））

※購入後のキャンセルはできません。
※他の割引との併用はできません。

【と き】 10月21日（日）～23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６時00分ごろ（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27日（月）まで

※９月22日（土）以降は通常料金に対するキャンセル料が発生します。（参加費上限）

【行 程】※正式な行程表は、後日参加者にご案内します。

函館夜景 有珠山・洞爺湖 小樽運河

宿泊は、函館の景

色を一望できる空

中露天風呂の「湯

本啄木亭」と圧巻

の大浴場を誇る

「第一滝本館」

実施期間：7月1日（日）～9月24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。

※２名１室以外は要相談。通常料金84,000円

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。

窓口 電話

FAX郵送

メール

HP

042 5816711

042 5816712

業者
電話

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・業者振込

詳細はガイドブックP4を
ご覧ください。

電話

窓口
先着
順

HP


