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センターニュースを86号より
　　　　　　　リニューアルします。
センターニュースを86号より
　　　　　　　リニューアルします。

平成30年　7月15日（日）まで

募集方法 同封の事業申込書に記載して応募（FAXもしくは直接窓口提出），
またはサービスセンターへ必要事項を記載して
メール（info@hitachinaka-kinro-sc.com）を送信ください。

当選発表 センターニュース9月号及びサービスセンターホームページにてお知らせします。
懸賞を発送するため，住所氏名などをお知らせ願います。

ネーミング受賞者 ……１名
次　点 …………………１名
特　賞 …………………３名
　※上記5名には，粗品を進呈します。
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リニューアルにつき，親しみのあるセンター運営を目標に皆様から
センターニュースの愛称（ネーミング）を募集します！

懸　賞

リニューアルにつき，親しみのあるセンター運営を目標に皆様から
センターニュースの愛称（ネーミング）を募集します！

応募締切

平成30年7月15日（日）まで
FAX 029-271-0585または直接窓口に事業参加申込書に
ご記入のうえ，お申し込みください。（募集人員超過の場合抽選）
７月下旬に，結果通知（抽選結果）をご郵送します。

お預かりした個人情報は，必要な範囲内で使用させて頂きます。また、各事業
参加時に撮影した写真を会報・ホームページ等に掲載する場合があります。  

支払方法及びチケットの
引換え等は結果通知を
ご覧ください。

申込期限：
申込方法：

申込結果：

個人情報の取り扱い：

日 月 火 水 木 金 土7 1 2 3 4 5 6 7

ツアー

ツアー

8 9 10 11 12 13 14

15 17 18 19 20 21

22 24 25 26 27 28

ツアー
29 30 31

事業申込
期間

休館日

チケット
引換期間

日 月 火 水 木 金 土8 1 2 3 4
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No.85  掲載事業のお申込みについてNo.85  掲載事業のお申込みについて

多くのご応募
お待ちしております！
多くのご応募

お待ちしております！

センターニュースを86号より
　　　　　　　リニューアルします。
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ひたちなか市
サービスセンターニュース

（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
　　　　　　　　　勤労者総合福祉センター
〒312-0052 ひたちなか市東石川 1279番地
TEL：029-271-0520／ FAX：029-271-0585

    平成 30年（2018）

■事業所… 728 所　■現会員数… 2,093 名
平成 30年 6月 1日現在

85
《7月発行》【編集・発行】
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会費徴収区分　７月～９月分 ⇒ 口座振替日　平成３０年７月２５日（水）

◇ 各種給付申請の受付は、毎月28日までとし，翌月15日に給付致します。（給付日の15日が，月(休館日)・土日祝の場合は前後いたします。）
◇ 共済給付請求書はサービスセンター窓口，ホームページから入手できます。
　 また，申請の際は，給付事由の確認の取れる書類を添付してください。その他，ご不明な点は，サービスセンター事務局にお問合せください。

実 施 日 5月13日（日）
26名参加人数

第10回ソフトボール大会
（水戸市共同事業）

事業結果報告

センターからのお知らせ

各種事業のお申込み・お問合せは

公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 勤労者総合福祉センター
〒312-0052  ひたちなか市東石川１２７９番地  ワークプラザ勝田内
TEL  029 -271 -0520　 FAX  029 -271 -0585
◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ◆E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●営業時間●
午前8：30～午後8：00

ひたちなか市より参加２チーム

・遊心（準優勝）
・ヘイ、オイラーズ

勤労者福祉
サービスセンター
勤労者福祉

サービスセンター

右の①・②の書類に必要事項を記入し，
入会金と会費を添えて，
センター事務局へお申込ください。

会員が退職，その他の理由で退会するときは，退会届に会員証を事務局へ提出してください。
退会届は，センターに届いた日が退会日になります。お急ぎの時は，電話又はFAXで仮受付をしますが，後日正規の届出を
提出してください。
　※退会届を提出されない場合は，会費徴収の対象となりますのでご注意ください。途中で退会したときは，翌月以降の納入済会費をお返しします。

記載した内容に変更が生じたときは，「勤労者福祉サービスセンター変更申込書」に改めて記入して事務局へ提出してください。
変更事由 ： 住所・登録家族・結婚などがあります。

入会
申込み

結婚祝金
出産祝金
成人祝金
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項目
共済給付状況
（5・6月分）

件数
永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

項目 件数
結婚記念祝金
入学祝金
還暦祝金

項目 件数
在会祝金
傷病休業見舞金
障害見舞金

項目 件数

インフルエンザ
　　　　　 助成金

項目 件数
健康診断等
　　　 受検助成金

福島県　スパリゾートハワイアンズ

ウォータースライダー1日券を1,000円割引！
1日券　2,300円⇒1,300円特典1

特典2

特典3

ビュッフェレストラン　パームでの
飲食10％OFF
フィットネスジム（ウイルポート２F）が
60分無料

ポイントカード進呈
！

購入者へ悠健クラブ

3,500円
⇒会員価格　750円

入 場 券

平成30年9月30日
※大人・小人同額
※有料施設別料金

有効期限

スパリゾートハワイアンズ入場券スパリゾートハワイアンズ入場券
夏休みは，スパリゾートハワイアンズへ！

上期分上期分

常　時
販売中
常　時
販売中

入会
手続き

退会
手続き

① 入会申込書
② 預金口座振替申込書
③ 入会金（入会時）1人につき1,000円
④ 会　費（毎　月）1人につき1,000円

登録内容の
変更手続き
登録内容の
変更手続き

サービスセンターでは，
割引協定店を募集しています。
サービスセンターでは，

割引協定店を募集しています。
新規会員をご紹介ください！

　サービスセンターでは、現在、新規会員を募集して
おります。会員の皆さん、お知り合いの事業所・商店
などがありましたら是非ご紹介ください。
　ご紹介者には、新規入会1名につき謝礼として
1,000円相当の商品券を差し上げます。
　詳しくは、サービスセンターまでご連絡ください。

割引協定店になると，お店や事業所の情報をサービスセンター発行
会報，ガイドブックやホームページにて掲載されます。お店や事業所
をPRしたい方は，事務局までお気軽にお問合せください。



2

10月14日（日）

募集人数 40名（最少催行人員 30名）

開 催 日

行　　程

取扱旅行業者

取扱旅行業者

参 加 費 会員・登録家族（中学生以上） 7,000円
登録家族（小学生以下）　　　 6,300円
（上記料金には昼食代・乗船代・交通費等含む）

一般・大人（中学生以上） 10,200円
一般・小人（小学生以下）   9,200円

参 加 費

ワークプラザ勝田発（8:00）＝ひたちなか IC＝「東水戸道路・常磐道」＝守谷SA
＝三郷 JCT＝「首都高・湾岸道」＝大井 JCT＝川崎＝本牧 JCT＝並木＝釜利谷 JCT
＝「横浜横須賀道」＝林 IC＝ 三崎港（昼食）（11:30–12:40）＝横須賀 IC
＝（本町山中有料）＝三笠（13:30）乗船 
～ 【専門ガイドのご案内付】無人島・猿島（探検）（13:40–15:45） ～ 三笠（15:55）
＝よこすかポートマーケット（お買物 16:05–16:30）＝横須賀 IC
＝「横浜横須賀・湾岸道・首都高」＝三郷 JCT＝「常磐道」＝守谷SA
＝「北関東道・東水戸道路」＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（20:00 予定）

通常価格

日産観光（株）水戸旅行センター
　○ 水戸市水府町1570番地1（営業日時：月曜日～金曜日　10：00～17：00　土・日・祝日は休業）
　○ TEL 029-227-4123　FAX 029-225-4822
　○ 総合旅行業務取扱管理者：石川　治　担当：大森　寛之
　○ 茨城県知事登録旅行業第2－562号

絶品マグロを味わい，そして猿島史跡探検でわくわくしよう。絶品マグロを味わい，そして猿島史跡探検でわくわくしよう。

紅葉満喫ツアー紅葉満喫ツアー

三崎のマグロ堪能と
無人島猿島探検ツアー
三崎のマグロ堪能と
無人島猿島探検ツアー

10月20日（土）

募集人数 40名（最少催行人員 30名）

開 催 日

行　　程

会員・登録家族（中学生以上）　4,600円　
登録家族（小学生以下）　　　　3,900円
（上記料金には，昼食代・乗船代・交通費等含む）　　

一般・大人(中学生以上)　6,600円
一般・小人(小学生以下)　5,600円

参 加 費

ワークプラザ勝田発（7:00）＝日立南太田 IC＝中郷 SA＝五百川 PA＝猪苗代磐梯高原 IC
＝五色沼入口（バス降車 11:00）・・・五色沼ハイキング
・・・ゴールドハウス目黒（昼食 12:30–13:20）＝檜原湖遊覧船（乗船 13:30–14:10）
＝柏屋磐梯高原店（お買物 14:30–15:00）＝道の駅 猪苗代（お買物 15:10–15:40）
＝猪苗代磐梯高原 IC＝阿武隈高原 SA＝中郷 SA＝日立南太田 IC
＝ワークプラザ勝田着（19:00 予定）

通常価格

日立電鉄交通サービス（株）勝田サテライトオフィス
　○ ひたちなか市元町2-12（営業日時：月曜日～金曜日　10：00～18：30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL 029-276-2233　FAX 029-276-2587
　○ 総合旅行業務取扱管理者：江幡　佳代子　担当：武田　光司
　○ 茨城県知事登録旅行業第2－461号

五色沼ハイキングと檜原湖クルーズ五色沼ハイキングと檜原湖クルーズ
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鹿島アントラーズ
ホームゲーム

　８・９・10月観戦チケット

鹿島アントラーズ
ホームゲーム

　８・９・10月観戦チケット

取扱いチケット
カテゴリー２
前売価格　4,200円⇒会員価格　2,500円（大人・小人同額）
サポーターズシート（大人）
前売価格　2,300円⇒会員価格　1,500円
サポーターズシート（小中高）
前売価格　1,400円⇒会員価格　　500円
１会員　計４枚まで　※未就学児無料（座席なし）
チケットの引き渡しは，入荷後の対応となります。

①女子会や暑気払いにもピッタリ！①女子会や暑気払いにもピッタリ！
　手ぶらでBBQプラン（ワンドリンク付）

②おつまみ盛り合わせメニュー
　ガーデンパーティープラン（ワンドリンク付）

新日鐡住金
ゲート

1 ゲート

6 ゲート 5 ゲート

カテゴリー２
ホームサポーターズシート

緑あふれる大人のビアガーデン
「バカルディガーデン　　　　  
　　　　イン  アクアヴィータ」

利用券販売

緑あふれる大人のビアガーデン
「バカルディガーデン　　　　  
　　　　イン  アクアヴィータ」

利用券販売

日 　 時 9月6日（木）
開演14:00（開場13:30）

茨城県立県民文化センター　大ホール場 　 所

料 　 金 全席指定　　8,000円
⇒会員価格　4,000円

募 集 数 20枚（１会員　２枚まで）

舟木　一夫
コンサート2018
舟木　一夫

コンサート2018

日 　 時 12月16日（日）
開演14:00（開場13:30）

茨城県立県民文化センター　大ホール場 　 所

料 　 金 全席指定　　 5,500円
⇒会員価格　4,500円

募 集 数 10枚（１会員　２枚まで）
※未就学児入場不可

開 催 日 ～9月22日（土）までの毎週　水・木・金・土
時間 18:00～21:30（LO 21:00）　予約制

ホテルクリスタルパレス場 　 所

料 　 金 お一人様　　 2,700円（税込） 
⇒会員価格　2,000円
フリードリンク（希望される方）
お一人様　　 1,620円（税込） 
⇒会員価格　1,000円

販売枚数 各30枚（１会員　計４枚まで）

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2018

「女神たちの華麗なる音楽会」

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2018

「女神たちの華麗なる音楽会」

開催日対戦カード キックオフ

９月１４日（金）湘南ベルマーレ 未定

８月２４日（金）ジュビロ磐田 １９：００

１０月６日（土）
or ７日（日）川崎フロンターレ 未定

チケット
あっせん

チケット
あっせん

チケット
あっせん

選べる2つの
プラン

７
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① 7月25日（水）　② 7月29日（日）

募集人数 ①②とも各40名（最少催行人員 30名）

開 催 日

行　　程

取扱旅行業者

取扱旅行業者

参 加 費 会員・登録家族（中学生以上）6,300円
登録家族（小学生以下）　　　5,600円
（上記料金には昼食代・入浴料・入場料・交通費等含む）

一般・大人（中学生以上）9,100円
一般・小人（小学生以下）8,100円
一般・大人（中学生以上）9,100円
一般・小人（小学生以下）8,100円

参 加 費

ワークプラザ勝田発（7:00）－日立南太田 IC＝中郷 SA＝安達太良 SA＝福島大笹生 IC
－あづま果樹園（桃狩り園内食べ放題 10:25 ～ 11:25）－穴原温泉　旬樹庵いづみや（昼食・入浴 11:40 ～ 13:00）
－福島県観光物産館（13:40－14:20）－福島西 IC＝阿武隈高原 SA＝中郷 SA＝日立南太田 IC
＝ワークプラザ勝田着（18:30 予定）

通常価格

茨城交通株式会社　勝田営業所
　○ ひたちなか市東石川3158-2（営業日時：月曜日～土曜日　9：10～18：00　日・祝日は休業）
　○ TEL 029-272-7311　FAX 029-272-7313
　○ 総合旅行業務取扱管理者：岩下　渡　担当：岩下　渡・山口　美代子
　○ 茨城県知事登録旅行業第2－594号

フルーツ狩りの定番「桃狩り」　甘くて果汁たっぷりの桃をお楽しみください！フルーツ狩りの定番「桃狩り」　甘くて果汁たっぷりの桃をお楽しみください！

明治座公演「志村魂」鑑賞ツアー明治座公演「志村魂」鑑賞ツアー

桃狩りツアー桃狩りツアー

8月25日（土） 募集人数 40名（最少催行人員 30名）

募集人数 50名

参 加 費 会　　員　　　　　　　  1,500円
登録家族（中学生以上）  2,000円
登録家族（4歳～小学生）1,000円
（昼食代、船代、えさ代、保険料含む）

開 催 日

行　　程

会員･登録家族（中学生以上） 9,100円　
登録家族（小学生以下） 　　  8,400円
※5歳以上有料／4歳以下のお子様の参加不可　（上記料金にはお弁当代・交通費等含む）

一般・大人(中学生以上)　 13,000円
一般・小人(小学生以下)　 12,000円

参 加 費

ワークプラザ勝田発（7:00）－ひたちなか IC＝守谷 SA＝（首都高）
＝明治座［鑑賞］11:00 公演 12:00－15:30 自由散策 17:00＝（首都高）＝守谷SA＝ひたちなか IC
－ワークプラザ勝田着（19:30 予定）

通常価格

日立電鉄交通サービス（株）勝田サテライトオフィス
　○ ひたちなか市元町2-12（営業日時：月曜日～金曜日　10：00～18：30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL 029-276-2233　FAX 029-276-2587
　○ 総合旅行業務取扱管理者：江幡　佳代子　担当：武田　光司
　○ 茨城県知事登録旅行業第2－461号

志村けんの代名詞「バカ殿様」に始まり，コントライブあり，三味線演奏あり，
喜劇ありと盛りだくさん。笑いと感動で日頃のストレスを発散しませんか？
志村けんの代名詞「バカ殿様」に始まり，コントライブあり，三味線演奏あり，
喜劇ありと盛りだくさん。笑いと感動で日頃のストレスを発散しませんか？

ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会
9月22日（土）雨天決行　7:00（現地集合）
◇ハゼ釣り　8:00～11:00　◇昼食会　11:30～13:00

場　　所 「船宿 広浦屋」（涸沼広浦秋の月）茨城郡茨城町大字石崎2153

実 施 日

※釣竿をお持ちの方はご持参ください。
　お持ちでない方は｢貸し竿｣1本につき別途500円がかかります。

参加全員に
涸沼産しじみ
土産付き

追加募集

追加募集

（水戸市SC合同事業）

残りわずか
先着順受付

残りわずか
先着順受付

参加希望者は
お電話ください

TEL 029-271-0520

参加希望者は
お電話ください

TEL 029-271-0520
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8月22日（水）8:00出発　16:00帰着予定 目 的 地 茨城県行方市・かすみがうら市・つくば市開 催 日

ひたちなか市内在住小学校高学年生
（自転車レンタルの都合により，身長135㎝以上）とその保護者

湖畔をゆっくりと流れる風を感じるサイクリング，そして最先端の科学技術に触れることの出来る親子体験ツアーを楽しもう。湖畔をゆっくりと流れる風を感じるサイクリング，そして最先端の科学技術に触れることの出来る親子体験ツアーを楽しもう。

寄席に最適な小ホールの空間で特選落語をお楽しみください。寄席に最適な小ホールの空間で特選落語をお楽しみください。

わくわく体験2018
親子で体験！霞ケ浦りんりんロードサイクリング
＆JAXA筑波宇宙センター見学ツアー

わくわく体験2018
親子で体験！霞ケ浦りんりんロードサイクリング
＆JAXA筑波宇宙センター見学ツアー

２０１８プレナスなでしこリーグ１部２０１８プレナスなでしこリーグ１部

柳家さん喬／柳家花緑
特選落語　ひたちなか寄席
柳家さん喬／柳家花緑
特選落語　ひたちなか寄席

参加対象 20組（40名）程度募集人員

大人　2,200円／人　小人　1,700円／人
（昼食代700円程度で個別清算となります。）

参 加 費 平成30年7月22日(日)まで募集期間

場 　 所開 催 日

日テレ・ベレーザ VSノジマステラ神奈川相模原対戦カード

勤労者総合福祉センター（ワークプラザ勝田）　TEL 029-275-8000　FAX 029-275-8003申込・問合せ

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社自主事業のご案内公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社自主事業のご案内

チケット 大人前売　1,000円⇒会員価格　700円　小中学生　700円⇒会員価格　400円
各50枚（１会員　４枚まで）※未就学児無料（座席なし）

場 　 所 ひたちなか市文化会館　小ホール

11月23日（金・祝）
開演14:00（開場13:30）

開 催 日

チケット 全席指定　3,800円⇒会員価格　2,700円
20枚（１会員　２枚まで）
※未就学児無料（座席なし）

ぜひ，この機会に生の音楽に触れてみませんか。
４回シリーズでお届けします。
ぜひ，この機会に生の音楽に触れてみませんか。
４回シリーズでお届けします。

音楽見本市
（芸術文化交流プログラム）

音楽見本市
（芸術文化交流プログラム）

各回14:00～（1時間程度）
開 　 演

70名　小学生～（小学生は保護者同伴）
定 　 員

8月4日午前9時より電話又は文化会館HPにて受付開始申 　 込

ひたちなか市文化会館 TEL029-275-1122
ホームページ http://business4.plala.or.jp/h-lcs/

申込・問合せ

場 　 所
ひたちなか市文化会館 大ホールホワイエ

入 場 料
各回1人　500円
（全4回分まとめてお申込みの方に
限り，1,600円に割引となります。）

※このイベントは，チケット斡旋対象外です。直接，お申込みください。※このイベントは，チケット斡旋対象外です。直接，お申込みください。

チケット
あっせん

チケット
あっせん

※お申込みは，
　下記窓口へ直接
　ご連絡ください。

代金支払い方法

チケットの受け取り方法

次のいずれかからお支払方法をお
選びいただけます。
①サービスセンターの窓口にて現
　金支払い
②常陽銀行ひたちなか支店の指定
　口座への振込み
③郵便振替用紙による振り込み

窓口，ご自宅あるいは事業所へご
郵送（郵送代負担），対応しており
ます。お気軽にご相談ください。

チケットあっせんチケットあっせんチケットあっせん

※出演者は予定です。

ひたちなか市
総合運動公園陸上競技場
ひたちなか市
総合運動公園陸上競技場

ⒸTOKYO VERDYⒸTOKYO VERDY

9月16日（日）
16:00試合開始（13:30開場予定）
9月16日（日）
16:00試合開始（13:30開場予定）
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10月6日（土）　18:00競技開始（荒天延期）
※荒天の場合，10月7日（日），8日（月・祝），
　13日（土），14日（日）のいずれかに延期

対 　 象 会員のみ

開 催 日

販売枚数

チケット代

桜川畔（学園大橋付近）　※JR常磐線土浦駅下車
ツアーではありません

桟敷席5マス（１会員１マスまで）
・1マスは約1.7m×約1.7m 6人まで入場可）
※桟敷券は，9月中旬お渡しの予定です。

18,000円⇒会員価格　15,000円

会 　 場

※写真はイメージです。

Ｈ　Ｐ：https://www.legolanddiscoverycenter.jp/tokyo/
営業時間：〈平　  日〉10:00～20:00 ※最終入場18:00
　　　　 〈土日・祝〉10:00～21:00 ※最終入場19:00
定休日：不定休（デックス東京ビーチの休館日に準ずる）
＊予告なく、営業時間／受付時間が変更される場合もござい
　ます。予めご了承ください。

チケットの内容 日時指定無し。優先入場できるタイプ。
本チケットで全アトラクションが利用できます。

チケット枚数

チケット料金

東京都港区台場1-6-1
ディックス東京ビーチアイランドモール3階

100枚（1会員　４枚まで）

有効期限 平成30年12月31日まで

平成31年1月31日まで

ご入場の際の
注意事項

◆ 大人1名、もしくは、大人だけのグループの入場では出来ません。
◆ グループ1名でも、子供（幼児可）がいれば入場できます。
◆ 子供として考える年齢は15歳以下（中学生）とします。

2,500円（一般料金　3歳以上）
⇒会員価格1,600円/枚（大人・小人共用）

レゴランド・ディスカバリー・センター東京チケットのご案内（お台場）レゴランド・ディスカバリー・センター東京チケットのご案内（お台場）

所 在 地

チケットの内容 入場+アトラクション1日乗り放題

チケット枚数

チケット料金

東京都港区台場1-6-1　ディックス東京ビーチシーサイドモール3階～5階

100枚（1会員　４枚まで） 有効期限

一般料金　大人18歳以上：4,300円、小中高生：3,300円
⇒会員価格　2,500円/枚（大人・小人共用）
※一般料金は変更になる場合がございます。

所 在 地

東京ジョイポリスとは

東京ジョイポリス　パスポートチケットのご案内（お台場）東京ジョイポリス　パスポートチケットのご案内（お台場）

休　日：
不定休（年1回程度）
ホームページをご覧ください。

レゴ®ブロックの楽しさを知る、見る、感じる、体験型アトラクションがいっぱい！
300万個を超えるレゴ®ブロックに囲まれた屋内型レゴ®テーマパーク。

チケット
あっせん

東京・お台場にある国内最大級の屋内型テーマパークです。
詳しくはホームページをご覧ください。http://tokyo-joypolis.com/

第87回土浦全国花火競技大会　桟敷席販売第87回土浦全国花火競技大会　桟敷席販売
この夏をでっかく楽しもう！

チケット
あっせん
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鹿島アントラーズ
ホームゲーム

　８・９・10月観戦チケット

鹿島アントラーズ
ホームゲーム

　８・９・10月観戦チケット

取扱いチケット
カテゴリー２
前売価格　4,200円⇒会員価格　2,500円（大人・小人同額）
サポーターズシート（大人）
前売価格　2,300円⇒会員価格　1,500円
サポーターズシート（小中高）
前売価格　1,400円⇒会員価格　　500円
１会員　計４枚まで　※未就学児無料（座席なし）
チケットの引き渡しは，入荷後の対応となります。

①女子会や暑気払いにもピッタリ！①女子会や暑気払いにもピッタリ！
　手ぶらでBBQプラン（ワンドリンク付）

②おつまみ盛り合わせメニュー
　ガーデンパーティープラン（ワンドリンク付）

新日鐡住金
ゲート

1 ゲート

6 ゲート 5 ゲート

カテゴリー２
ホームサポーターズシート

緑あふれる大人のビアガーデン
「バカルディガーデン　　　　  
　　　　イン  アクアヴィータ」

利用券販売

緑あふれる大人のビアガーデン
「バカルディガーデン　　　　  
　　　　イン  アクアヴィータ」

利用券販売

日 　 時 9月6日（木）
開演14:00（開場13:30）

茨城県立県民文化センター　大ホール場 　 所

料 　 金 全席指定　　8,000円
⇒会員価格　4,000円

募 集 数 20枚（１会員　２枚まで）

舟木　一夫
コンサート2018
舟木　一夫

コンサート2018

日 　 時 12月16日（日）
開演14:00（開場13:30）

茨城県立県民文化センター　大ホール場 　 所

料 　 金 全席指定　　 5,500円
⇒会員価格　4,500円

募 集 数 10枚（１会員　２枚まで）
※未就学児入場不可

開 催 日 ～9月22日（土）までの毎週　水・木・金・土
時間 18:00～21:30（LO 21:00）　予約制

ホテルクリスタルパレス場 　 所

料 　 金 お一人様　　 2,700円（税込） 
⇒会員価格　2,000円
フリードリンク（希望される方）
お一人様　　 1,620円（税込） 
⇒会員価格　1,000円

販売枚数 各30枚（１会員　計４枚まで）

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2018

「女神たちの華麗なる音楽会」

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2018

「女神たちの華麗なる音楽会」

開催日対戦カード キックオフ

９月１４日（金）湘南ベルマーレ 未定

８月２４日（金）ジュビロ磐田 １９：００

１０月６日（土）
or ７日（日）川崎フロンターレ 未定

チケット
あっせん

チケット
あっせん

チケット
あっせん

選べる2つの
プラン
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10月14日（日）

募集人数 40名（最少催行人員 30名）

開 催 日

行　　程

取扱旅行業者

取扱旅行業者

参 加 費 会員・登録家族（中学生以上） 7,000円
登録家族（小学生以下）　　　 6,300円
（上記料金には昼食代・乗船代・交通費等含む）

一般・大人（中学生以上） 10,200円
一般・小人（小学生以下）   9,200円

参 加 費

ワークプラザ勝田発（8:00）＝ひたちなか IC＝「東水戸道路・常磐道」＝守谷SA
＝三郷 JCT＝「首都高・湾岸道」＝大井 JCT＝川崎＝本牧 JCT＝並木＝釜利谷 JCT
＝「横浜横須賀道」＝林 IC＝ 三崎港（昼食）（11:30–12:40）＝横須賀 IC
＝（本町山中有料）＝三笠（13:30）乗船 
～ 【専門ガイドのご案内付】無人島・猿島（探検）（13:40–15:45） ～ 三笠（15:55）
＝よこすかポートマーケット（お買物 16:05–16:30）＝横須賀 IC
＝「横浜横須賀・湾岸道・首都高」＝三郷 JCT＝「常磐道」＝守谷SA
＝「北関東道・東水戸道路」＝ひたちなか IC＝ワークプラザ勝田着（20:00 予定）

通常価格

日産観光（株）水戸旅行センター
　○ 水戸市水府町1570番地1（営業日時：月曜日～金曜日　10：00～17：00　土・日・祝日は休業）
　○ TEL 029-227-4123　FAX 029-225-4822
　○ 総合旅行業務取扱管理者：石川　治　担当：大森　寛之
　○ 茨城県知事登録旅行業第2－562号

絶品マグロを味わい，そして猿島史跡探検でわくわくしよう。絶品マグロを味わい，そして猿島史跡探検でわくわくしよう。

紅葉満喫ツアー紅葉満喫ツアー

三崎のマグロ堪能と
無人島猿島探検ツアー
三崎のマグロ堪能と
無人島猿島探検ツアー

10月20日（土）

募集人数 40名（最少催行人員 30名）

開 催 日

行　　程

会員・登録家族（中学生以上）　4,600円　
登録家族（小学生以下）　　　　3,900円
（上記料金には，昼食代・乗船代・交通費等含む）　　

一般・大人(中学生以上)　6,600円
一般・小人(小学生以下)　5,600円

参 加 費

ワークプラザ勝田発（7:00）＝日立南太田 IC＝中郷 SA＝五百川 PA＝猪苗代磐梯高原 IC
＝五色沼入口（バス降車 11:00）・・・五色沼ハイキング
・・・ゴールドハウス目黒（昼食 12:30–13:20）＝檜原湖遊覧船（乗船 13:30–14:10）
＝柏屋磐梯高原店（お買物 14:30–15:00）＝道の駅 猪苗代（お買物 15:10–15:40）
＝猪苗代磐梯高原 IC＝阿武隈高原 SA＝中郷 SA＝日立南太田 IC
＝ワークプラザ勝田着（19:00 予定）

通常価格

日立電鉄交通サービス（株）勝田サテライトオフィス
　○ ひたちなか市元町2-12（営業日時：月曜日～金曜日　10：00～18：30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL 029-276-2233　FAX 029-276-2587
　○ 総合旅行業務取扱管理者：江幡　佳代子　担当：武田　光司
　○ 茨城県知事登録旅行業第2－461号

五色沼ハイキングと檜原湖クルーズ五色沼ハイキングと檜原湖クルーズ
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ぶらり旅など様々な情報が満載！社販マーケットのお知らせ（全福センタープログラム）

遺伝子検査のご案内（全福センタープログラム）

¥20,000一般価格
キャンペーン
会員価格 ¥13,000¥13,000

リソルプレス夏号
発行について
リソルプレス夏号
発行について

事業所回覧用として配布
いたしました冊子か8
ページにある勤労者福祉
サービスセンターQRコー
ドからホームページへアクセスし、バナーに
ある「リソルプレス」からご覧ください。

※ログインIDとパスワードは下部に記載してあります。

この夏の家族や親子での
レジャーにご活用ください。

「知れば知るほど、おトクがいっぱい !!」 ＱＲコードから
ホームページへ
アクセスできます。
ご活用ください。

一般社団法人  全国中小企業勤労者福祉サービスセンター
（通称：全福センター）

全福センター　　ログインID：kt　　パスワード：zenpuku

一般社団法人  全国中小企業勤労者福祉サービスセンター
（通称：全福センター）

サービスセンターの皆様は、ガイドブックや全福センター
ホームページにある全福センター契約の施設やサービ
スもご利用できます。
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センターニュースを86号より
　　　　　　　リニューアルします。
センターニュースを86号より
　　　　　　　リニューアルします。

平成30年　7月15日（日）まで

募集方法 同封の事業申込書に記載して応募（FAXもしくは直接窓口提出），
またはサービスセンターへ必要事項を記載して
メール（info@hitachinaka-kinro-sc.com）を送信ください。

当選発表 センターニュース9月号及びサービスセンターホームページにてお知らせします。
懸賞を発送するため，住所氏名などをお知らせ願います。

ネーミング受賞者 ……１名
次　点 …………………１名
特　賞 …………………３名
　※上記5名には，粗品を進呈します。

CONTENTS
センターニュース愛称
　　（ネーミング）募集
ツアー事業案内
イベント案内
　公社自主事業案内
チケットあっせん・販売
各サービス案内

スパリゾートハワイアンズ
　　　　　　　　入場券案内
事業結果報告
センターからのお知らせ

……………… P1
…………………… P2～3

…………………… P4
………… P5～6

……………………… P7

………… P8
………………………… P8

……………… P8

リニューアルにつき，親しみのあるセンター運営を目標に皆様から
センターニュースの愛称（ネーミング）を募集します！

懸　賞

リニューアルにつき，親しみのあるセンター運営を目標に皆様から
センターニュースの愛称（ネーミング）を募集します！

応募締切

平成30年7月15日（日）まで
FAX 029-271-0585または直接窓口に事業参加申込書に
ご記入のうえ，お申し込みください。（募集人員超過の場合抽選）
７月下旬に，結果通知（抽選結果）をご郵送します。

お預かりした個人情報は，必要な範囲内で使用させて頂きます。また、各事業
参加時に撮影した写真を会報・ホームページ等に掲載する場合があります。  

支払方法及びチケットの
引換え等は結果通知を
ご覧ください。

申込期限：
申込方法：

申込結果：

個人情報の取り扱い：

日 月 火 水 木 金 土7 1 2 3 4 5 6 7

ツアー

ツアー

8 9 10 11 12 13 14

15 17 18 19 20 21

22 24 25 26 27 28

ツアー
29 30 31

事業申込
期間

休館日

チケット
引換期間

日 月 火 水 木 金 土8 1 2 3 4

ツアー

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

No.85  掲載事業のお申込みについてNo.85  掲載事業のお申込みについて

多くのご応募
お待ちしております！
多くのご応募

お待ちしております！

センターニュースを86号より
　　　　　　　リニューアルします。

16

23

11

ひたちなか市
サービスセンターニュース

（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
　　　　　　　　　勤労者総合福祉センター
〒312-0052 ひたちなか市東石川 1279番地
TEL：029-271-0520／ FAX：029-271-0585

    平成 30年（2018）

■事業所… 728 所　■現会員数… 2,093 名
平成 30年 6月 1日現在

85
《7月発行》【編集・発行】

サービスセンターNEWS８

8

会費徴収区分　７月～９月分 ⇒ 口座振替日　平成３０年７月２５日（水）

◇ 各種給付申請の受付は、毎月28日までとし，翌月15日に給付致します。（給付日の15日が，月(休館日)・土日祝の場合は前後いたします。）
◇ 共済給付請求書はサービスセンター窓口，ホームページから入手できます。
　 また，申請の際は，給付事由の確認の取れる書類を添付してください。その他，ご不明な点は，サービスセンター事務局にお問合せください。

実 施 日 5月13日（日）
26名参加人数

第10回ソフトボール大会
（水戸市共同事業）

事業結果報告

センターからのお知らせ

各種事業のお申込み・お問合せは

公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 勤労者総合福祉センター
〒312-0052  ひたちなか市東石川１２７９番地  ワークプラザ勝田内
TEL  029 -271 -0520　 FAX  029 -271 -0585
◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ◆E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●営業時間●
午前8：30～午後8：00

ひたちなか市より参加２チーム

・遊心（準優勝）
・ヘイ、オイラーズ

勤労者福祉
サービスセンター
勤労者福祉

サービスセンター

右の①・②の書類に必要事項を記入し，
入会金と会費を添えて，
センター事務局へお申込ください。

会員が退職，その他の理由で退会するときは，退会届に会員証を事務局へ提出してください。
退会届は，センターに届いた日が退会日になります。お急ぎの時は，電話又はFAXで仮受付をしますが，後日正規の届出を
提出してください。
　※退会届を提出されない場合は，会費徴収の対象となりますのでご注意ください。途中で退会したときは，翌月以降の納入済会費をお返しします。

記載した内容に変更が生じたときは，「勤労者福祉サービスセンター変更申込書」に改めて記入して事務局へ提出してください。
変更事由 ： 住所・登録家族・結婚などがあります。

入会
申込み

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

2
8
0

64
9
0

18
25
7

17
5
0

118

11

項目
共済給付状況
（5・6月分）

件数
永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

項目 件数
結婚記念祝金
入学祝金
還暦祝金

項目 件数
在会祝金
傷病休業見舞金
障害見舞金

項目 件数

インフルエンザ
　　　　　 助成金

項目 件数
健康診断等
　　　 受検助成金

福島県　スパリゾートハワイアンズ

ウォータースライダー1日券を1,000円割引！
1日券　2,300円⇒1,300円特典1

特典2

特典3

ビュッフェレストラン　パームでの
飲食10％OFF
フィットネスジム（ウイルポート２F）が
60分無料

ポイントカード進呈
！

購入者へ悠健クラブ

3,500円
⇒会員価格　750円

入 場 券

平成30年9月30日
※大人・小人同額
※有料施設別料金

有効期限

スパリゾートハワイアンズ入場券スパリゾートハワイアンズ入場券
夏休みは，スパリゾートハワイアンズへ！

上期分上期分

常　時
販売中
常　時
販売中

入会
手続き

退会
手続き

① 入会申込書
② 預金口座振替申込書
③ 入会金（入会時）1人につき1,000円
④ 会　費（毎　月）1人につき1,000円

登録内容の
変更手続き
登録内容の
変更手続き

サービスセンターでは，
割引協定店を募集しています。
サービスセンターでは，

割引協定店を募集しています。
新規会員をご紹介ください！

　サービスセンターでは、現在、新規会員を募集して
おります。会員の皆さん、お知り合いの事業所・商店
などがありましたら是非ご紹介ください。
　ご紹介者には、新規入会1名につき謝礼として
1,000円相当の商品券を差し上げます。
　詳しくは、サービスセンターまでご連絡ください。

割引協定店になると，お店や事業所の情報をサービスセンター発行
会報，ガイドブックやホームページにて掲載されます。お店や事業所
をPRしたい方は，事務局までお気軽にお問合せください。


