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取扱旅行会社：株式会社縁トラベル 予定

と き 11月18日（日）雨天決行
日野駅・高幡不動駅

40名

利用会員 6,000円 同居家族 7,000円
関 係 者 9,000円

10月15日（月）まで

集合場所

募集人数

参 加 費

参加費の支払い ※11月７日（水）17時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。

メメロロンン狩狩りりとと

濃濃濃濃溝溝溝溝のののの滝滝滝滝見見見見学学学学

清水渓流広場の中には、濃溝の滝・亀岩の洞窟などの
スポットがあり、幻想的な光景を見ることができます。
まるでジブリの世界と話題。
季節や時間によって見える景色が違うのが魅力です。

※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）・集合場所をお知らせください。

※抽選結果は９月27日までにご連絡

申
込
方
法

電話 FAX HP
抽選 申込締切

99//1144（（金金））1177::0000
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※通常料金は10,000円です。
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（最少催行人員25名）

【
行

程
】

日野駅（7:15）� 高幡不動駅（7:30）�《中央道・アクアライン》� 濃溝の滝（見学）� 鴨川ホテル三日月

（昼食）� 安田農園（メロン狩りと試食）� ザ・フィッシュ（お買物）� 日野市内（18：00頃着予定）

※当日は旅行業者の添乗員が同行いたします。

日帰りバスツアー



山形県東根市からの産地直送

平成30年９月１日 No.98（2）

西西洋洋梨梨「「ララ･･フフラランンスス」」とと
りりんんごご「「ササンンふふじじ」」

申
込
方
法

業者
郵送

申込期間

99//66（（木木））～～99//1133（（木木））

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。

品 名 ・ 内 容 あっせん価格 一般価格 販売数

①ラ・フランス３㎏ ９～10玉 2,610円 3,900円 20箱

②ラ・フランス５㎏ 14～16玉 3,150円 4,500円 20箱

③サンふじ ５㎏ 16～18玉 2,250円 3,500円 30箱

※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。

【申 込 数】 利用会員１人 各2箱まで
【申込・問合せ先】

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

問合せ時間 午前９時～午後５時30分（無休）

【発 送 日】 ラ・フランス…11月上旬頃から

サ ン ふ じ…11月中旬頃からの予定

【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。

（税・送料込み）
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防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災

現地申込

東根農業協同組合へ下記の�～�

を明記のうえ、はがき・FAXで

お申し込みください。

�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。

ク
ー
ポ
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（イメージ）
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～おいしいものをお好きなだけ ディナーやスイーツですてきな時間を～

【利用方法】

◆満席や貸切の場合がありますので必ず予約をしてくだ
さい。

◆各レストランのクーポン（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

※掲載の料金は消費税・サービス料込

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

京王プラザホテル新宿
スーパーブッフェ〈グラスコート〉

�0333440111㈹ 要予約

期間：平成30年９月６日（木）～11月30日（金）

平日
大 人（中学生以上） 5,600円→4,340円× 人

シニア（65歳以上） 4,500円→3,350円× 人

土日祝
大 人（中学生以上） 6,600円→5,340円× 人

シニア（65歳以上） 5,300円→4,150円× 人

ディナーブッフェ

◆２時間制 ◆コーヒー・紅茶無料 ◆お子様は、本券提示で10％
OFF（小学生 3,100円→2,790円、４歳～小学生未満1,800円→1,620円（平日・
土日祝同一））◆飲み放題プランは、本券提示で2,800円→2,520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
※シニアの方は年齢を証明するものをお持ちください。

利用時間：平日 17:30～21:30 土日祝 17:00～22:00

利用料金：

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

京王プラザホテル新宿
オールデイダイニング〈樹林〉

�0333440111㈹ 要予約

期間：平成30年９月６日（木）～11月30日（金）

平日・土日祝共通
大人（中学生以上）

3,800円→2,600円× 人

スイーツブッフェ

※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

利用時間：15:00～17:00

利用料金：

◆長さ15mのカウンターにバラエティ
豊かな自家製スイーツが勢ぞろい！
9/30までは「プリンセスマーメイド」
をモチーフにしたスイーツです。

◆コーヒー、紅茶、ジュース等ドリンク付
◆小人（４歳～小学生）は2,600円

（
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ー
ジ
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見本 見本
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申
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※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

99//77（（金金））88::3300～～99//1133（（木木））1177::0000

月 日 対戦相手
開始
時間

あっせん価格
ホーム自由席（FC東京側の応援席）

チケット引換

9月29日（土） 清水エスパルス 17:00 大 人 1,600円
（当日 2,700円）

小・中学生 400円
（当日 800円）

９月21日（金）～

10月20日（土） セレッソ大阪 19:00 10月３日（水）～

11月10日（土） ジュビロ磐田 14:00 10月24日（水）～

11月24日（土） 川崎フロンターレ 14:00 11月７日（水）～
�F.C.TOKYO

味味のの素素ススタタジジアアムム 開開催催
22001188明明治治安安田田生生命命

JJJJ1111････JJJJ2222 ＪＪＪＪリリリリーーーーググググ ササササッッッッカカカカーーーー観観観観戦戦戦戦
【試合日程・席種・料金】FC東京

東 京
ヴェルディ

【試合日程・席種・料金】 �TOKYOVERDY

月 日 対戦相手
開始
時間

あっせん価格（当日価格） ※シルバーは満65歳以上

ピッチサイドシート※ ホーム自由席

10月 6日（土） ヴァンファーレ甲府 15:00 一 般 2,800円（4,500円） 1,200円（2,600円）

10月21日（日） 徳島ヴォルディス 14:00 中高生・シルバー 1,600円（2,700円） 500円（1,200円）

11月11日（日） カマタマーレ讃岐 13:00 小 学 生 1,200円（2,200円） 200円（ 700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

日野市の
ホームチームを
応援しよう！

【購入特典】
①ピッチレベルに降り、試合前ウォーミングアップの見学
②小学生以下はウォーミングアップで入場の選手とハイタッチできます。

※ピッチサイドシートは、ピッチレベルに降り、真横で観戦で
きます。

【申込枚数】 利用会員１人あわせて 4枚 【チケット引換期間】 ９月21日（金）～10月15日（月）

※試合の詳細はヴェルディHPをご覧ください。

申
込
方
法

�７年保存レトルト食品セット（３日分） �ＬＥＤヘッドライト＆ツインウエーブ（笛）２種セット

内容：
クッキー70ｇ×３（チーズ・ココナッツ・パンプキン）
パン100ｇ×３（チョコレート・ミルクブレッド・ブルーベリー）
ごはん230ｇ×３（カレーピラフ・五目ごはん・コーンピラフ）
水500ml×３本
賞味期限７年
箱サイズ：233×205×H170㎜、約3.2㎏

あっせん価格2,600円（定価4,471円）

ヘッドライト：超軽量、単３電池１本、１ｍ落下耐
久、防塵、防滴仕様。様々なシーンで活躍
アルカリ電池寿命/連続点灯時間HIGH約８時間、Eco
約16時間、試用電池付 材質：ABS樹脂 サイズ：
65×33×45.3㎜、重量：約80ｇ（電池含む）

ツインウェーブ：最も聞こえやすい２種類の音でより広範
囲な人に危険を知らせます。材質/本体:ABS樹脂、キャッ
プ：エラストマー、サイズ：52×19×16㎜

あっせん価格1,300円（定価2,246円）

�からだふきボディタオル ３パックセット

シートが大判サイズのため拭きやすく避難生活で
体を清潔に保つ必需品。未開封で製造日より５年
間保存対応。レーヨン不織布サイズ：300×600㎜
１パック12枚入

あっせん価格1,300円（定価2,203円）

FAX HP 申込締切

99//2211（（金金））1177::0000

郵送
※申込者全員に販売
※申込後のキャンセル・
変更はできません。

災害は突然やってきます！いざという時に備えましょう！

防防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災災用用用用用用用用用用用用品品品品品品品品品品品品ののののののののののののああああああああああああっっっっっっっっっっっっせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんん

【申込方法】 サービスセンターへ下記の①～⑧を明記のうえお申し込みください。

①品名 ②数量 ③合計金額 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は配達先が⑥と異なる場合のみ記入

【配達方法】 10月中旬（日時指定不可）に「東京都葛飾福祉工場」から直送。

【支払方法】 代金引換。商品お届け時にお支払い。 【問合せ先】 東京都葛飾福祉工場 TEL0423369131

自然災害に備え、最低３日間の非常用品を準備しましょう。自宅はもちろん、事業所の備蓄としてもご利用ください。

※あっせん価格には、代引手数料、消費税、送料を含む。

レトルト加工され
たバリエーション
豊かな非常食と水
のセット。
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窓口 販売期間

99//66（（木木））88::3300～～1100//1100（（水水））1177::0000

※売り切れ次第終了
※申込後のキャンセルはできません。京京京京京京京京京王王王王王王王王王あああああああああそそそそそそそそそびびびびびびびびびののののののののの森森森森森森森森森 HHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGG〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈ハハハハハハハハハハググググググググググハハハハハハハハハハググググググググググ〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

身近で１日たっぷり遊べる

施設が日野に登場！

【有効期限】 平成31年３月31日まで

【販売枚数】 大人・子ども 各250枚（利用会員１人あわせて 6枚まで）

【施設情報】◇休館日 水曜日（祝日の場合は翌木曜日）、年末年始 ◇営業時間 9:30～17:30（最終入館17:00）◇有料遊具 ハグハグトレイン
（ミニＳＬ）：１回１名300円 ◇大人（中学生以上）のみ、お子さまのみでの入館はできません。◇当チケットをお持ちの方は、HUGHUGから直接、
カフェには通り抜けできません。一旦、入口エントランスに戻ってからカフェをご利用ください。◇アクセス 京王線・多摩モノレール多摩動物公園駅
下車すぐ ◇駐車場２時間無料（平日、指定の有料駐車場に限る） ◇当チケットは土日祝日は利用できません。 https://www.keio-hughug.jp/

【所在地】日野市程久保33660 TEL0425918989

とととととととととととしししししししししししまままままままままままえええええええええええんんんんんんんんんんん
「「「「「「「「「「ののののののののののりりりりりりりりりりもももももももももものののののののののの１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日券券券券券券券券券券」」」」」」」」」」

利用の範囲：入園＋のりもの乗り放題

秋秋ののチチケケッットト販販売売

【料 金】 券 種 販売料金 一般料金

大人券（中学生以上） 1,300円 4,200円

子供券（３歳～小学生） 700円 3,200円

【有効期限】 平成31年４月30日 【枚 数】 利用会員１人5枚まで
【引換期間】 10月５日（金）～10月22日（月）

申
込
方
法

電話 FAX 申込締切

99//1144（（金金））1177::0000

HP
※期間内申込者、全員に販売。
※申込締切後のキャンセルは
できません。

募集販
売

販売開始 施 設 販売料金 一 般 料 金 券 種 枚数限度
（利用会員１人）

有効期限

よみうりランド
大人・小人共通

2,900円
大人5,400円 中高生4,300円

３歳～小学生3,800円
ワンデー
パス

4枚
（年 間）

平成31年
３月31日

サ ン リ オ
ピューロランド

大人 2,800円 平日3,300円 土日祝3,800円
フリーパス

4枚
（後期分）

平成31年
３月31日小人 2,000円 平日2,500円 土日祝2,700円

西 武 園
ゆ う え ん ち

大人・小人共通
700円

大人2,800円 小人2,300円

後期分の利用開始は10/1から
フリーパス

6枚
（後期分）

平成31年
３月31日

販販販販販売売売売売中中中中中

※よみうりランド―無くなり次第販売終了となります。 ※西武園―９月中は前期分を販売しています。

申
込
方
法

申込

随時

窓口

１１１１１０００００/////２２２２２

９９９９９/////５５５５５

先着
順

電話

HP

【利用方法】
施設入口スタッフにチケットを提出
してください。ICカード用の券売機は
ご利用いただけません。

【料 金】

区 分 券 種 利用料金 通常料金

子ども（６か月～12歳・小学生） 平日フリーパス 600円 1,400円

大 人（中学生以上） 平日限定入館券 500円 700円

様々な遊びのゾーンが展開する館内は、まるで森の中での探検のよう！

育み、ハグする、「木の温もりに ふれながら あそべる」屋内施設です。

※券面に「無料入館券」とありますが、施設より割引料金で購入したものを、更にセンター補
助を付けて、皆様に販売するものです。

特別利用券
利用券はガイドブックＰ53に刷り込んであります。この秋、ご家族やカップルでご利用ください。

〔ワンデーパスポート（１日乗り放題）〕
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

スパ
「「「平平平日日日

『『『『『『『『新新新新新新新新江江江江江江江江

感謝

秋の特
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申
込
方
法

※期間内申込者、全員に販売。
※申込締切後のキャンセルはできません。

FAX HP

申込締切

99//1144（（金金））1177::0000ススパパ ララククーーアア
「「「「平平平平日日日日限限限限定定定定 トトトトリリリリーーーートトトトメメメメンンンントトトト付付付付きききき」」」」チチチチケケケケッッッットトトト

※７店舗、８種類のメニューから選択できます。
※利用希望日の２週間前～前日までに、各館内店舗
に電話で事前予約が必要です。（電話番号はチケッ
トに記載）
※土日祝日のほか12/31、1/2・3は利用できません。
※ラクーア15thオリジナルバックをプレゼント。
【所在地】文京区春日111東京ドームシティLaQua5～9Ｆ
【Ｈ Ｐ】https://www.laqua.jp/spa

【料 金】 5,800円 （通常価格 9,000円～10,000円相当）

※スパ平日入館料 2,850円＋トリートメント施術代 6,100円～7,600円）

【販売枚数】 利用会員１人 4枚まで
【有効期限】 平成31年２月28日までの平日

【引換期間】 10/3（水）～10/22（月）

〈施術例〉

電話

メニュー内容 施術時間 定価（相当額）

全身ボディケア 60分 6,480円

筋膜リリース＆ボディケア 60分 7,320円

ボディクリーン（あかすり） 45分 6,630円

生コラーゲンフェイシャル 30分 7,468円

区 分 販売料金 一般料金

大 人 1,200円 2,400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

99//1133（（木木））1177::0000

募集販
売

【料 金】

※高校生については、入場口で生徒手帳の提示が必要です。

※期間内申込者、全員に販売。
※申込締切後のキャンセルはできません。

募集販
売

富士急ハイランド
秋の特別感謝デー

感感謝謝デデーー期期間間：：1100月月１１日日（（月月））～～1100月月3300日日（（火火））

☆右のクーポンとガイドブック刷り

込み（Ｐ55）の利用補助券の２種類

の券を施設に提出すると右記料金の

600円引きで

利用できます。

横横浜浜・・八八景景島島シシーーパパララダダイイスス特特別別利利用用券券

ク
ー
ポ
ン秋秋のの特特別別感感謝謝月月間間

【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名様まで利用できます。（コピー不可）

有効期間：平成30年10月１日（月）～11月30日（金）

1244

所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島 お問合せ：0457888888（テレフォンインフォメーション）

アクアリゾーツパス
（水族館４施設パス）

ワンデーパス
（アクアリゾーツパス＋プレジャーランドパス）

大 人 ・ 高 校 生 3,000円 1,600円× 人 5,050円 3,400円× 人

小 ・ 中 学 生 1,750円 750円× 人 3,600円 2,400円× 人

幼 児（４歳以上） 850円 50円× 人 2,050円 1,000円× 人

シニア（65歳以上） 2,450円 1,200円× 人 3,600円 2,400円× 人

※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）

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

ク
ー
ポ
ン

見見 本本

【利用期限】 平成31年３月31日

【枚 数】 利用会員１人 5枚まで
【引換期間】 10/2（火）～10/19（金）

※中人：中・高校生 小人：３歳～小学生 幼児：１歳以上 シニア：65歳以上
※この用紙１枚で５名様までご利用頂けます。※ご利用は本券を切り取り、施設
窓口へご提出ください。※「絶凶・戦慄迷宮」はフリーパスではご利用頂けませ
ん。※転売等の不正防止のため身分証の提示を求めることがあります。

大 人 4,600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 3,500円 × 名（一般料金：4,300円）

幼児･シニア 1,800円 × 名（一般料金：2,000円）

【お問合せ】富士急ハイランド TEL （コピー可）0555-23-2111

期間：平成30年10月1日（月）～10月30日（火）

（一社）日野市勤労者福祉サービスセンター 【券種：フリーパス】

期間限定 感謝デー特別クーポン

横浜･八景島シーパラダイス☆感謝月間☆ 特別利用券
25年に一度の大規模リニューアル
「アクアミュージアム～五感体感LABO～」

※9/3より公開

見本

見本



五木ひろし 府中の森コンサート
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申
込
方
法

電話

HP

先着順 申込期間

99//77（（金金））88::3300～～99//1144（（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 10/5（金）～10/22（月）

※『ミッフィー』以外は未就学児入場不可。

立川志らく 独演会

10月27日（土）

17:00開演

いちょうホール

料 金 全席指定 2,600円
（通常3,600円）

あっせん枚数 1100枚

ONWARDpresents

新感線☆RS『メタルマクベス』disc2

10月24日（水）①12:30開演 ②18:00開演

IHIステージアラウンド東京

料 金 全席指定 補助あり
（通常13,500円）

あっせん枚数 各66枚

※２歳以下膝上１名無料。
★ミッフィー素焼きワークショップを開催！事前申込9/14～。受付の
詳細は「立川市地域文化」で検索、またはQRコードからご覧ください。

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 66枚

料 金 Ｓ席 4,700円
（通常6,000円）

料 金 Ｓ席 8,000円
（通常9,800円）

府中の森芸術劇場

オリンパスホール八王子

15:00開演

10月27日（土）

12月15日（土）

フジコ・ヘミング ピアノソロコンサート

あっせん枚数 1100枚

あっせん枚数 各回88枚

料 金 全席指定 5,500円
（通常7,000円）

料 金 全席指定 大人 1,800円 子ども 800円
（通常大人2,500円、子ども1,500円）

中野サンプラザ

たましんRISURUホール

17:00開演

12月1日（土）

12月8日（土）

東建コーポレーションPresents

中村雅俊
コンサートツアー2018「ONandON」vol.2

ミッフィーのおたんじょうび
ミッフィーこどもミュージカル

予定曲目 よこはま・たそがれ、

山河、契り ほか

①11:00開演 ②14:00開演

チチチケケケッッットトト
案案内内

出 演 尾上松也、大原櫻子ほか

★劇団☆新感線×宮藤官九郎×360°回転劇場で巻き起こる
「メタルマクベス」旋風！
★料金はサービスセンターへお問い合わせください。

17:00開演

演奏 リスト：ラ・カンパネラ ほか

申
込
方
法

窓口 販売期間

99//77（（金金））88::3300～～1100//2266（（金金））1177::0000

先着順 電話

HP

11月25日（日）に無料映画上映会を開催します。詳細は11月号会報、及び広報「ひの」11月１日号をご覧ください。

昭和のうたコンサート

10月27日（土）

15:00開演

七生公会堂

料 金 全席自由 1,200円（通常2,000円）

あっせん枚数 1100枚 利用会員１人３３枚まで

11月号予告

出 演 北海道歌旅座

予定曲目 ラヴ・イズ・オーヴァー、テネシーワルツ、お久しぶりね etc

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

1111100000/////
販販販販販売売売売売

※申込締切後のキャンセルはできません。

ProducedbyTBS

※都合により、演奏曲目が一部変更になる
場合がございます。

※申込後のキャンセルはできません。

�������������������������������������������������

※子どもは３歳以上小学生以下。
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６月26日、商工会館で平成30年度定時総会が開催されました。

当日は報告事項３件が報告され、議案２件が承認されました。

〈報告事項〉

１．平成30度事業計画について ２．平成30年度収支予算について

３．平成29年度事業報告について

〈議案〉

１．平成29年度収支決算の件 ２．監事及び理事の選任の件

平成29年度事業結果（利用実績等の一部）
●勤労者福祉事業
◎生活安定事業 ○給付金 645件
◎健康維持増進事業 ○定期健康診断助成 1,251人

○日帰り温泉施設等利用補助 5,316枚
◎老後生活安定事業 ○退職金掛金補助 375人
◎自己啓発・余暇活動事業
○観劇・美術展等チケットあっせん 808枚
○観劇等鑑賞助成 92人 ○宿泊施設利用補助 970人 ○レジャー施設等割引・補助 7,311枚
○野球観戦チケット 115枚 ○ツアー参加 430人 ○カードあっせん ４種 2,034枚
○ホテル食事補助 638人 ○市内飲食店利用助成 659人 ○産地直送品あっせん ５種 260箱
○無料映画上映参加人数 1,104人

平成29年度決算 （単位：千円）

１．収 入 139,068
会費等収入 21,552（15.5％）
事業収入 19,380（14.0％）
補助金収入 31,050（22.3％）
雑収入 1,129（ 0.8％）
前期繰越金 65,957（47.4％）
２．支 出 139,068
事業費支出 60,033（43.2％）
管理費支出 12,576（ 9.0％）
投資活動支出 30,000（21.6％）
財務活動支出 2,181（ 1.6％）
次期繰越金 34,278（24.6％）

�����������������������������������������
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申
込
方
法

窓口 電話 販売期間

99//1100（（月月））88::3300～～ 11//1100（（木木））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。

ルーベンス展―バロックの誕生

10月16日（火）～1月20日（日）
休館日：月曜日（ただし12/24、

1/14は開館）、12/28～1/1、1/15

国立西洋美術館

【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）

10月27日（土）～1月20日（日）
休室日：月曜日（11/26、12/10、24、1/14は開室）、

12/25、1/15〔年末年始休館〕12/31、1/1

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】40枚

（利用会員１人４枚まで）

ムンク展―共鳴する魂の叫び

ペーテル・パウル・ルーベンス
《パエトンの墜落》1604/05年
油彩／カンヴァス
ワシントン、ナショナル・ギャラリー
CourtesyNationalGalleryofArt,Washington エドヴァルド・ムンク《叫び》

1910年？ テンペラ・油彩、厚紙
83.5×66cm
オスロ市立ムンク美術館所蔵
� Munchmuseet

温温泉泉･･風風呂呂施施設設
入入浴浴券券（（後後期期分分））のの販販売売

※料金は大人（中学生以上）の料金です。一般料金はガイドブックP27をご覧ください。

施 設 名 利用期限 販売料金 施 設 名 利用期限 販売料金

天然温泉

ロテン・ガーデン
購入後、約６
か月先の月末

550円 おふろの王様
多摩百草店

平成31年
５月31日

550円

極楽湯
多摩センター店

平成31年
４月30日

450円
国立温泉

湯楽の里
平成31年
７月31日

600円

「利用会員証」提示による割引き 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。

111111000000//////111111かかかかかららららら

販販販販販販売売売売売売開開開開開開始始始始始始

施設名 「八王子温泉 やすらぎの湯」「道志川温泉 紅椿の湯」 ※詳細はガイドブックP28をご覧ください。

申
込
方
法

販売期間

1100//11（（月月））～～平平成成3311年年33//2299（（金金））

窓口随 時

【対 象】 利用会員

【販売枚数】 各施設 10枚まで

９月中は、前期分（４月～９月購入分）を販売しています。

※極楽湯とロテン・ガーデンは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。
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★次回の会報は11月１日（木）から配付予定です。

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。

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 ☆申込書はサービスセンターにも置いてあります。

会員名（事業所名） 業 種 所 在 地

㈱MYコンサルティング サービス業 日野

ぷっく薬局 医療・福祉 多摩平

（社福）ねぐるみ会 豊田保育園 医療・福祉 豊田

まるよし塗装 建設業 東豊田

ゼルダ サービス業 日野本町

CafeCrispy 飲食業 多摩平

白輪サイクル 小売業 南平

多摩ホームペイント㈱ 建設業 旭が丘

㈱エーティーエヌ サービス業 日野台

NK空間デザイン㈱ 建設業 多摩平

新規会員紹介 加入年月日：平成30年１月～30年７月

★「法人化15周年記念 特別利用補助券」のご利用について
ガイドブックと一緒にお配りした「法人化15周年記念 特別
利用補助券」はサービスセンター窓口のお支払いにのみに使
えます。（金券は除く）他の契約施設でのご利用はできません。

★チケットの引き取りについて
受取期間の決まっているチケットをお申し込みの方は、
期間内に、受取期間の決まっていないチケットを電話・
FAXでお申し込みの方は、１週間以内に必ず取りに来て
ください。キャンセルは出来ません。

★10月23日（火）は会費納入日です。
10月～12月分の会費は10月23日（火）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。

INFORMATION

新新新新新新規規規規規規 イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンンンンザザザザ予予予予防防防防接接接接種種種種助助助助成成成成
インフルエンザ予防接種費用を負担した個人または事業主へ接種費用の一部を助成します。

・助成対象 事業主または利用会員（費用を負担した方が対象）

事業主と利用会員の両者で費用負担した場合は、どちらかが申請できます。

利用会員１人当たり1,000円以上のインフルエンザ予防接種費用に対して支給

接種機関の指定はなし ※新規事業のため30年４月１日以降の接種が対象

・助 成 額 利用会員１人 1,000円

・助成回数 年度１回 ・申請期限 接種日から１年以内

・利用方法 接種後、下記①、②を揃えてサービスセンターへ申請してください。

①助成金申請書（ガイドブック49ページ又はホームページ） 押印（２か所）

②実施機関の領収書 利用会員名（フルネーム）、受診内容（インフルエンザ予防接種代）、

接種料金、実施機関名、接種日が記載されているもの。

※領収書の記載事項に不足がある場合は、領収書に加えて他の添付書類（インフルエンザ予防接種済証
など）が必要です。

事業所で料金負担し、事業所で申請する場合の申請書記入の仕方

①会員番号は最初の４桁、②利用会員名には代表者名、③住所は事業所所在地、④事業所代表者印を２か所押印して
申請してください。また、領収書の宛名は事業所名とし、接種者名簿（利用会員名（フルネーム）、接種料金、接種
日、利用会員番号を記載）を添付してください。

領収書に「インフルエ
ンザ予防接種代」と明
記されていること！

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

「「「「「「「「「サササササササササンンンンンンンンンクククククククククススススススススス・・・・・・・・・フフフフフフフフフェェェェェェェェェススススススススステテテテテテテテティィィィィィィィィバババババババババルルルルルルルルル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」」」」」」」」」のののののののののごごごごごごごごご案案案案案案案案案内内内内内内内内内
【【実実施施期期間間】】９９月月１１日日（（土土））～～９９月月3300日日（（日日））ままでで（（土土日日祝祝日日をを含含むむ全全日日））

南南南南南南南南南南伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆町町町町町町町町町町観観観観観観観観観観光光光光光光光光光光施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用券券券券券券券券券券配配配配配配配配配配付付付付付付付付付付中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！

券種：1,000円利用券 有効期限：平成30年12月10日（月）

民民宿宿にに泊泊ままるるとと伊伊勢勢海海老老をを満満喫喫ででききるる「「伊伊勢勢エエビビままつつりり」」はは

99//2200～～1111//3300にに開開催催 詳詳細細ははここちちらら→→hhttttpp::////wwwwww..mmiinnaammii--iizzuu..jjpp

先着20枚 ※利用会員１人４枚まで（旅行される利用会員とその家族、１人１枚利用できます。）

〔〔おお問問いい合合わわせせ〕〕

南南伊伊豆豆町町商商工工会会 ��00555588--6622--00667755

南伊豆町商工会員及び

観光協会の施設・お店で

使える利用券です。


