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取扱旅行業者 日産観光（株）水戸旅行センター
　○ 水戸市住吉町101番地6（営業日時：月曜日～金曜日 9：00～18：00，土曜日 9：00～15：00　日・祝日は休業）
　○ TEL 029-291-8181　FAX 029-291-8182
　○ 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

6月15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） 5,600円
登録家族（小学生以下） 　　　5,000円
（上記料金には食事代・入園料・交通費等含む）

一般・大人（中学生以上）  8,100円
一般・小人（小学生以下）  7,100円

参 加 費 通常価格

佐原あやめ舟めぐり＆
　　　小江戸散策ツアー
佐原あやめ舟めぐり＆
　　　小江戸散策ツアー

ワークプラザ勝田発（8:30）－ひたちなか IC＝鉾田 IC
＝園内見学・舟巡り 水郷佐原あやめパーク（10:00 ～ 11:30）－昼食小見川割烹春本（11:50 ～ 12:50）
－参拝 香取神宮（13:10 ～ 14:00）－見学 伊能忠敬記念館（14:15）…小江戸佐原散策（15:30）
－道の駅 いたこ－鉾田 IC＝ひたちなか IC－ワークプラザ勝田着（18:00 予定）

この季節ならではの「あやめ」を川面に浮かぶ
舟上から鑑賞してみませんか。
この季節ならではの「あやめ」を川面に浮かぶ
舟上から鑑賞してみませんか。

取扱旅行業者 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　FAX029-276-2587
　○ 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

5月12日（日）

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） 4,800円
登録家族（小学生以下）    　　3,600円
一般・大人（中学生以上） 　　6,800円
一般・小人（小学生以下） 　　5,200円
（上記料金にはお弁当代・入園料・交通費等含む）
※昼食には，お弁当を配布します。　

参 加 費

通常価格

新緑を楽しむハイキングツアー新緑を楽しむハイキングツアー
足利織姫神社から両崖山ハイキング（初心者コース）で大自然を満喫し，
足利フラワーパークでは見頃となった藤を楽しめます。
足利織姫神社から両崖山ハイキング（初心者コース）で大自然を満喫し，
足利フラワーパークでは見頃となった藤を楽しめます。

ワークプラザ勝田発（7:00）－ひたちなか IC＝笠間 PA（休憩）＝足利 IC
＝ハイキングスタート 織姫神社（9:15）…両崖山往復コース…ハイキングゴール 織姫神社（13:00）
＝史跡足利学校（13:15 ～ 14:15）＝足利フラワーパーク（14:30 ～ 15:30）＝佐野藤岡 IC
＝佐野 SA（休憩）＝笠間 PA（休憩）＝ひたちなか IC－ワークプラザ勝田着（18:30 予定）

提供：香取市

5月1日より日立電鉄交通サービス（株）は，茨城交通と合併し,茨城交通として存続します。
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5月11日（土）
※雨天時 5月18日（土）に延期

会　　場 水戸市田野市民運動場　「1号～4号」（予定）

対　　象 会員・登録家族（高校生以上）

競技方法 トーナメント方式　※参加チームが少ない場合はリーグ戦

チーム編成 会員事業所チーム・個人会員の連合チーム

開催日時

１チーム　6,000円（昼食12名分含む）参 加 費

6月9日（日）　開演16:00（開場15:30）

場 　 所 ひたちなか市文化会館　小ホール

販売枚数 30枚（1会員4枚まで）
※未就学児入場不可
託児 1人1,000円　公演1週間前までに文化会館（☎275-1122）へ要予約

料 　 金 全席自由・大人　2,000円⇒会員価格　1,400円
大学生　　　　　1,000円⇒会員価格　　700円
小学生～高校生　　500円⇒会員価格　　400円

日 　 時

第11回ソフトボール大会第11回ソフトボール大会

共同事業 （一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター

日頃の運動不足解消に，打って！走って！守って！さわやかな汗をかこう！日頃の運動不足解消に，打って！走って！守って！さわやかな汗をかこう！

主宰・演出：橋本昭博（ひたちなか市出身）主宰・演出：橋本昭博（ひたちなか市出身）
若き高校生の葛藤や悩みを通して，将来，今，過去に高校生だったすべての人に明日を生きていくための勇気と元気を届ける演劇です。若き高校生の葛藤や悩みを通して，将来，今，過去に高校生だったすべての人に明日を生きていくための勇気と元気を届ける演劇です。

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

自己都合によりツアー参加を取消される場
合は，センターニュース掲載の通常価格を
もとに次の率で取消料を頂戴いたします。

ツアー取消料について 国

　内
取 消 日

20日前
（日帰りは10日前）

〜
8日前

取消料率 20％

7日前
〜
2日前

30％

前　日

40％

当　日

50％

当日開始後の
取消及び
無連絡不参加
100％

『プラヌラ』『プラヌラ』演劇プロデュースユニット・
モラトリアムパンツ公演

福島県
スパリゾートハワイアンズ

入 場 券 3,500円⇒ 会員価格　750円

募 集 数 2,920枚　1会員8枚まで

有効期限 2020年3月31日まで
（新年度から1年間有効になります。）
※大人・小人同額
※有料施設別料金

スパリゾートハワイアンズ入場券（年間利用分）スパリゾートハワイアンズ入場券（年間利用分）
会員価格　700円
（当初予約限定価格）
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お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

都内出張やご旅行にご活用ください。都内出張やご旅行にご活用ください。

動物園・遊園地（のりもの乗り放題），夏季はプールも楽しめる
お得なフリーパスです。
動物園・遊園地（のりもの乗り放題），夏季はプールも楽しめる
お得なフリーパスです。

高速バス回数乗車券販売高速バス回数乗車券販売

北投の湯  なか健康センター
入館券

北投の湯  なか健康センター
入館券

映画鑑賞チケット（上期分）映画鑑賞チケット（上期分）

利用可能施設 TOHOシネマズひたちなか，水戸内原　他

映画観賞券 1,800円⇒会員価格　1,000円

募 集 数 1,500枚（1会員4枚まで）

有効期限 2019年9月30日まで

利用施設 那珂市　北投の湯　なか健康センター

入 場 券 1セット3枚綴り　5,520円⇒会員価格　3,500円

募 集 数 100セット（1会員1セットまで）

有効期限 1年間　※繁忙期（年始，ゴールデンウィーク，
　　　　  お盆の年10日間程度）を除く。

利用施設
埼玉県　東武動物公園

入 場 券
4,800円⇒
会員価格　1,000円

募 集 数 400枚（1会員4枚まで）

有効期限 2020年3月31日まで

利用施設
大洗町　アクアワールド大洗

入 場 券
大　　人　　1,850円⇒会員価格　1,200円
小・中学生　　930円⇒会員価格　　600円
幼児（3歳以上） 310円⇒会員価格　　200円

募 集 数 300枚（1会員6枚まで）

有効期限 無期限

回 数 券 4,000円⇒会員価格　3,000円

募 集 数 100セット（1会員1セットまで（11回分））

有効期限 無期限

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（上期分）

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（上期分） アクアワールド大洗入場券

（上期分）
アクアワールド大洗入場券
（上期分）

東武動物公園 ハッピーフリーパス東武動物公園 ハッピーフリーパス

◆ 車内座席：先着順（座席定員制）
　 ※予約制ではありません。
◆ 定価　4,000円⇒会員価格　3,500円
◆ 有効期限：2020年3月31日まで
◆ 200セット（1会員2セットまで）

※ご利用にあたっての詳しいご確認は
　茨城交通（株）勝田営業所まで
TEL 029-272-7311（8：30～18：00）

※毎週土曜日は，現地にて中学生以下460円，幼児150円で
　入場券をお買い求めいただけます。
　但し，春休み・夏休み・冬休みの期間を除きます。

※1会員4枚以上の購入を希望される方及び抽選漏れの方は，
　1枚1,350円で購入を承ります。この機会にお申し込みください。
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ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（上期分）
ホテルニュー白亜紀

温泉入浴補助券（上期分）提携ゴルフ場プレー費一部補助事業提携ゴルフ場プレー費一部補助事業

ゴルフ利用補助券（上期分）ゴルフ利用補助券（上期分）

スパリゾートハワイアンズ入場券割引販売スパリゾートハワイアンズ入場券割引販売スパリゾートハワイアンズ入場券割引販売

250枚　通常販売価格　750円⇒販売枚数 2019年3月31日まで

会　員　※登録家族利用可配布対象

150セット（1会員1セットまで（6枚綴り））配 布 数

基本入浴料より200円引き補 助 額

2019年9月30日まで有効期限

会　員　※登録家族利用可配布対象

140セット（1会員1セットまで（3枚綴り））配 布 数

協定料金より1,000円引き補 助 額

2019年9月30日まで有効期限

基　本
入浴料

大　人

入浴時間

500円
（土・日・祝祭日は700円）

定休日 毎月 第1・第3金曜日 毎週 金・土曜日

子　供

400円

250円
（土・日・祝祭日は350円） 200円

10:00～15:30
（入館は15:00まで）

18:00～21:00
（入館は20:30まで）

区　　分 昼の部 夜の部桂ヶ丘カントリークラブ グランドスラムカントリークラブ

マナゴルフクラブ うぐいすの森ゴルフクラブ水戸

日立高鈴ゴルフ倶楽部

スパ＆ゴルフリゾート久慈

うぐいすの森ゴルフクラブ
　　　　　　　　＆ホテル馬頭

勝田ゴルフ倶楽部 ゴルフ倶楽部セブンレイクス

提携ゴルフ場のご案内 （順不同）

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）
※チケットの引渡しは，入荷後の対応となります。

新日鐡住金
ゲート

1 ゲート

6 ゲート 5 ゲート

ホームサポーターズシートカテゴリー２

鹿島アントラーズホームゲーム　5月・6月観戦チケット鹿島アントラーズホームゲーム　5月・6月観戦チケット

※1　AFCチャンピオンズリーグ2019においてラウンド16に進出した場合，
　　 開催日が６月１４日（金）１９：００KO ＠カシマに変更となる可能性があります。
※2　AFCチャンピオンズリーグ2019においてラウンド16に進出した場合，
　　 開催日が６月３０日（日）１８：３０KO ＠カシマに変更となる可能性があります。

取扱い
チケット

開　催　日対戦カード キックオフ 開　催　日対戦カード キックオフ

５/１８（土）松本山雅FC 15：00
６/１５（土）セレッソ大阪 18：30※1
６/２９（土）サンフレッチェ広島 18：30※2

５/３（金・祝）清水エスパルス 15：00

期間
限定

チケット有効期限

日頃のご愛顧に感謝し，3月1日から31日までの期間限定で，スパリゾートハワイアンズの入場券を割引販売いたします。日頃のご愛顧に感謝し，3月1日から31日までの期間限定で，スパリゾートハワイアンズの入場券を割引販売いたします。

売切れ次第終了

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

購入者へ悠健クラブ

ポイントカード進呈！

20周年特価  300円
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お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

都内出張やご旅行にご活用ください。都内出張やご旅行にご活用ください。

動物園・遊園地（のりもの乗り放題），夏季はプールも楽しめる
お得なフリーパスです。
動物園・遊園地（のりもの乗り放題），夏季はプールも楽しめる
お得なフリーパスです。

高速バス回数乗車券販売高速バス回数乗車券販売

北投の湯  なか健康センター
入館券

北投の湯  なか健康センター
入館券

映画鑑賞チケット（上期分）映画鑑賞チケット（上期分）

利用可能施設 TOHOシネマズひたちなか，水戸内原　他

映画観賞券 1,800円⇒会員価格　1,000円

募 集 数 1,500枚（1会員4枚まで）

有効期限 2019年9月30日まで

利用施設 那珂市　北投の湯　なか健康センター

入 場 券 1セット3枚綴り　5,520円⇒会員価格　3,500円

募 集 数 100セット（1会員1セットまで）

有効期限 1年間　※繁忙期（年始，ゴールデンウィーク，
　　　　  お盆の年10日間程度）を除く。

利用施設
埼玉県　東武動物公園

入 場 券
4,800円⇒
会員価格　1,000円

募 集 数 400枚（1会員4枚まで）

有効期限 2020年3月31日まで

利用施設
大洗町　アクアワールド大洗

入 場 券
大　　人　　1,850円⇒会員価格　1,200円
小・中学生　　930円⇒会員価格　　600円
幼児（3歳以上） 310円⇒会員価格　　200円

募 集 数 300枚（1会員6枚まで）

有効期限 無期限

回 数 券 4,000円⇒会員価格　3,000円

募 集 数 100セット（1会員1セットまで（11回分））

有効期限 無期限

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（上期分）

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（上期分） アクアワールド大洗入場券

（上期分）
アクアワールド大洗入場券
（上期分）

東武動物公園 ハッピーフリーパス東武動物公園 ハッピーフリーパス

◆ 車内座席：先着順（座席定員制）
　 ※予約制ではありません。
◆ 定価　4,000円⇒会員価格　3,500円
◆ 有効期限：2020年3月31日まで
◆ 200セット（1会員2セットまで）

※ご利用にあたっての詳しいご確認は
　茨城交通（株）勝田営業所まで
TEL 029-272-7311（8：30～18：00）

※毎週土曜日は，現地にて中学生以下460円，幼児150円で
　入場券をお買い求めいただけます。
　但し，春休み・夏休み・冬休みの期間を除きます。

※1会員4枚以上の購入を希望される方及び抽選漏れの方は，
　1枚1,350円で購入を承ります。この機会にお申し込みください。
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ホテルニュー白亜紀
温泉入浴補助券（上期分）
ホテルニュー白亜紀

温泉入浴補助券（上期分）提携ゴルフ場プレー費一部補助事業提携ゴルフ場プレー費一部補助事業
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会　員　※登録家族利用可配布対象

150セット（1会員1セットまで（6枚綴り））配 布 数

基本入浴料より200円引き補 助 額

2019年9月30日まで有効期限
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（土・日・祝祭日は700円）
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子　供
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10:00～15:30
（入館は15:00まで）

18:00～21:00
（入館は20:30まで）

区　　分 昼の部 夜の部桂ヶ丘カントリークラブ グランドスラムカントリークラブ

マナゴルフクラブ うぐいすの森ゴルフクラブ水戸

日立高鈴ゴルフ倶楽部
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提携ゴルフ場のご案内 （順不同）

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）
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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）
※チケットの引渡しは，入荷後の対応となります。

新日鐡住金
ゲート

1 ゲート

6 ゲート 5 ゲート
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※1　AFCチャンピオンズリーグ2019においてラウンド16に進出した場合，
　　 開催日が６月１４日（金）１９：００KO ＠カシマに変更となる可能性があります。
※2　AFCチャンピオンズリーグ2019においてラウンド16に進出した場合，
　　 開催日が６月３０日（日）１８：３０KO ＠カシマに変更となる可能性があります。
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日頃のご愛顧に感謝し，3月1日から31日までの期間限定で，スパリゾートハワイアンズの入場券を割引販売いたします。日頃のご愛顧に感謝し，3月1日から31日までの期間限定で，スパリゾートハワイアンズの入場券を割引販売いたします。

売切れ次第終了

ウォータースライダー1日券を1,000円割引！
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特典2

特典3
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ポイントカード進呈！

20周年特価  300円
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天候の心配ない室内で思い切りお花見が出来て，場所取りのいらない予約制！

3月27日（水）～4月3日（水）の8日間　受付18:00～　開始18:30
○ 料　理：卓上個人盛り料理＆模擬店料理（屋台券付き）
○ お飲物：フリードリンク（アルコール＆ノンアルコール）
○ アトラクション芸能：パフォーマーによるパントマイム，ジャグリング，他
○ 縁日風屋台：スプレーアート，マジック，似顔絵，占い，フェイスペイント，飴細工，他
※アトラクション芸能及び縁日風屋台は，変更となる場合があります。

内　　容

場　　所 ホテルクリスタルパレス 4F  大宴会場（℡ 029-273-7711）
開催日時

通常  大　人　6,000円（中学生以上）⇒会員価格　5,000円
　　  お子様　3,000円（小学生以下）⇒会員価格　2,500円
各日20枚（1会員　合計5枚まで）

販売価格

鈴木雅之コンサート
masayuki suzuki taste of martini tour 2019

"Funky Flag Love Parade "

鈴木雅之コンサート
masayuki suzuki taste of martini tour 2019

"Funky Flag Love Parade "

加山雄三
コンサートツアー2019-20 START

加山雄三
コンサートツアー2019-20 START

雪・月・花～新演歌三姉妹～コンサート雪・月・花～新演歌三姉妹～コンサート山中千尋トリオ ツアー2019山中千尋トリオ ツアー2019

６月８日（土）
開演17：30（開場17：00）

日　　時

茨城県立県民文化センター
大ホール

場 　 所

全席指定　8,000円⇒会員価格　7,000円
料　　金

20枚（1会員　2枚まで）
※3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）託児サービスあり

販売枚数

６月23日（日）
開演16：00（開場15：30）

日　　時

常陸太田市パルティホール
大ホール

場 　 所

全席指定　4,000円⇒会員価格　3,500円
料　　金

20枚（1会員　2枚まで） ※未就学児入場不可
販売枚数

６月26日（水）
夜の部  
開演18：00（開場17：30）

日　　時

茨城県立県民文化センター
大ホール

場 　 所

全席指定 Ｓ席　6,500円⇒会員価格　4,500円
料　　金

20枚（1会員　2枚まで） ※未就学児入場不可
販売枚数

６月２１日（金）
開演18：30（開場17：30）

日　　時

茨城県立県民文化センター
大ホール

場 　 所

全席指定　7,800円⇒会員価格　6,800円
料　　金

20枚（1会員　2枚まで）
※３歳未満入場不可（３歳以上チケット必要）託児サービスあり

販売枚数

話題の新ユニット誕生！　市川由紀乃・丘みどり・杜このみ，
キュートな3人によるスペシャルユニットコンサート。

話題の新ユニット誕生！　市川由紀乃・丘みどり・杜このみ，
キュートな3人によるスペシャルユニットコンサート。

JAZZ JAPAN AWARD2018「アルバム・オブ・イヤー」受賞 !
世界を駆けるジャズ・ピアニストが待望のホール公演 !

JAZZ JAPAN AWARD2018「アルバム・オブ・イヤー」受賞 !
世界を駆けるジャズ・ピアニストが待望のホール公演 !

新規
取扱

ホテルクリスタルパレス さくらまつりチケット販売ホテルクリスタルパレス さくらまつりチケット販売ホテルクリスタルパレス さくらまつりチケット販売
引換期間：3/20～3/24　当選者へは☎連絡いたします。
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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 勤労者福祉サービスセンター
〒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

●受付時間●
午前9：00～午後8：00

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

実 施 日
2月2日（土） 35名

参加人数

いちご＆牡蠣W食べ放題ツアー
実 施 日
1月26日（土） 40名

参加人数

新春パワースポット巡りツアー
実 施 日
1月16日（水） 28名

参加人数

大相撲観戦ツアー
実 施 日
12月21日（金） 37名

参加人数

クリスマスＪＡＺＺパーティー

事業結果報告

チケット郵送サービス（有料）について
サービスセンターでは，希望者に有料でチケット郵送サービスを
行っています。
チケット代＋郵送代の振込みが必要となります。
ご希望される方は，事務局までご連絡ください。

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。

平成30年度各種申請がお済みでない方，お早目にお願いいたします。

個人情報の
取り扱い

各種大会・イベント・その他，参加費のお支払いはサービスセンターとなります。
各事業は主催者の都合により中止になる場合があります。予めご了承ください。

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。

◆入会・退会・登録内容変更について◆

◆会費口座振替のお知らせ◆
会費徴収区分　４月～６月分　⇒　口座振替日　平成3１年４月25日（木）

◇ 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)・土日祝の場合は変更となります。）
◇ 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。

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。

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届出書」を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

１
2
0

28
11
0

11
1
5

29
6
1

39

221

項目
共済給付状況
（12・1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

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

会員が退職，その他の理由で退会するときは，退会届と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，後日正規の書類を
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。

◆共済給付申請について◆

チケット等の引換えは4月2日（火）10時からとなります。

7

会員のみ（※登録家族利用可）４月よりサービスセンター窓口配布

配布枚数 １会員　4枚まで（無料）

配布対象

１枚につき 1,000円割 引 額

有効期限 2020年３月31日

A賞 ぬいぐるみバッジ（ミッキーマウス） 100名様

※下部の応募用紙をご利用ください。

B賞 ステンレスドリンクボトル
（ミッキーマウス または ミニーマウス） 200名様

C賞 スタンディングトートバック
（ミッキーマウス または ミニーマウス） 200名様

東京ディズニーランド®または東京ディズニーシー®のパークチケット（パスポート）か
ディズニーホテル宿泊でご利用いただける割引券です。この機会にお申込みください。
東京ディズニーランド®または東京ディズニーシー®のパークチケット（パスポート）か
ディズニーホテル宿泊でご利用いただける割引券です。この機会にお申込みください。

「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」
プレゼントキャンペーンのご案内

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の配布

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
リニューアル情報

（公財）ひたちなか市
　　　　生活・文化・スポーツ公社1 5 6 3


