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　あけましておめで
とうございます。
　会員の皆様には
清々しい新春をお迎
えのことと、心より
お慶び申し上げます。
また、日ごろから本
市政の各般にわたり
ご理解とご協力をい
ただいておりますこ
とに、厚くお礼申し
上げます。
　さて、本市におき

ましては、本年４月の県内初となる中核市誕生に
向け、万全を期して準備を進めているところです。
拡大する事務権限を生かしながら、特色ある施策
を展開し、より一層自主・自立したまちづくりを
推進してまいります。
　会員の皆様に対しましては、会員とそのご家族
が健康でゆとりある生活を実感していただけるよ
う、引き続き、水戸市勤労者福祉サービスセン
ターへの支援を通じて、様々な福利厚生事業を展
開しながら、勤労意欲の向上と中小企業の振興及
び地域社会の発展に努めてまいります。
　この一年が、会員の皆様にとりまして、より良
い年となりますことをお祈り申し上げまして、新
年のご挨拶といたします。

　新年あけましてお
めでとうございます。
　会員の皆様にはご
家族お揃いで希望に
満ちた輝かしい新年
を迎えられたことと
お喜び申し上げます。
　さて、当サービス
センターも会員の輪
がますます拡がり、
1,900事業所、5,400
名を擁するまでとな
りました。

　これもひとえに会員の皆様をはじめ関係各位の
ご理解とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。
　今後とも、会員の皆様が健康とゆとりある生活
を実感できるよう、魅力ある福利事業並びに多種
多様な事業の展開に役員ならびに職員一同全力を
注いでまいります。
　本年も、サービスセンターへのより一層のご支
援とご協力をお願い申し上げまして、年頭のご挨
拶とさせていただきます。

理　事　長 原　　　毅 理　　事 長久保京子 評　議　員 髙島　繁正 評　議　員 佐藤　祐子
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（一財）水戸市勤労者福祉
サービスセンター理事長
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令和２年元旦
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―　朝９時 から受付 FAX番号 029（233）1126　―
【受付開始後は、申込み期間終了まで24時間（FAX）受付いたします。】

 日　　時  ２月14日（金）
 集合時間  18：30
 ゲーム開始時間  19：00
 会　　場  大学ボウル水戸店
 （水戸市元吉田町1059-3）　TEL 029－248－3551
 ゲーム内容  マイボールの使用はできません。

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

 ハンディキャップ  

 対　　象  会員及び登録家族
 募集人員  120名（窓口受付36名、FAX受付84名）
 参　加　料  会　　員 1,500円（通常 3,000円）
 登録家族 2,000円　
 （ゲーム代、貸し靴代、賞品代、参加賞、軽食代等込み）
 申込受付日  １月６日（月）9：00から１月７日（火）17：00まで
 申込方法  「行事参加申込書（行事名は「ボウリング大会」と記載）」でＦＡＸまたはセンター持参に

てお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

第52回ボウリング大会

パソコン講座〔画像編集・ホームページ作成〕

 日　　時   2月5日（水）・7日（金）・12日（水）・14日（金）・19日（水）・21日（金）〔計６回〕
  　　※講習時間は、18：30～20：30まで

 会　　場  桜徳高等学園
 （水戸市城南1-5-16）　TEL 029－241－3015
 対　　象  会員及び登録家族
 募集人員  10名（窓口受付３名、FAX受付７名）
 ※先着順（最小催行人員５名）
 参　加　料  会　　員 4,000円（通常 8,000円）
 登録家族　　5,000円
 申込受付日  １月８日（水）9：00から１月９日（木）17：00まで
 申込方法  「行事参加申込書（行事名は「パソコン講座」と記載）」でＦＡＸまたはセンター持参にてお申し

込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

画像編集ソフトを使用して、デジタル画像の簡単な加工及び編集方法の習得画像編集ソフトを使用して、デジタル画像の簡単な加工及び編集方法の習得やや
ホームページ作成ソフトの使い方とホームページ作成方法を習得しますホームページ作成ソフトの使い方とホームページ作成方法を習得します。。

◇70歳以上 15ピン ◇50歳以上 ５ピン
◇女子及び中学生 10ピン ◇小学生 20ピン
※過去２年間の優勝者は１ゲームにつきマイナス25ピン、２位、３位は
　マイナス15ピンのハンディキャップがあります。

職場の仲間と、ご家族そろって、ぜひご参加ください職場の仲間と、ご家族そろって、ぜひご参加ください。。
盛りだくさんの賞品を用意しています盛りだくさんの賞品を用意しています。。
職場の仲間と、ご家族そろって、ぜひご参加ください職場の仲間と、ご家族そろって、ぜひご参加ください。。
盛りだくさんの賞品を用意しています盛りだくさんの賞品を用意しています。。

画像編集ソフトを使用して、デジタル画像の簡単な加工及び編集方法の習得画像編集ソフトを使用して、デジタル画像の簡単な加工及び編集方法の習得やや
ホームページ作成ソフトの使い方とホームページ作成方法を習得しますホームページ作成ソフトの使い方とホームページ作成方法を習得します。。

１人２ゲームとする。
◇団体戦　レーン毎の平均点で競う
◇個人戦　男子の部、女子の部
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 日　　時  ２月20日（木）
 18：30～20：30
 ※講師　小川浩美（Ruum　ルウム代表）

 会　　場  水戸市総合運動公園　２階「会議室」
 （水戸市見川町2256）　TEL 029－243－0111
 対　　象  会員及び登録家族

 募集人員  30名（窓口受付9名、FAX受付21名）
 ※先着順
 参　加　料  会　　員 2,000円（通常 3,200円）
 登録家族 2,500円　
 （材料代、講師代、会場使用料込み）
 用意するもの  ・はさみ（ワイヤーなど硬いものが切れるもの）
 ・普通のはさみ　　・持ち帰り用袋
 申込受付日  １月８日（水）9：00から１月９日（木）17：00まで
 申込方法  「行事参加申込書（行事名は「プリザーブドフラワー教室」と記載）」でＦＡＸまたはセン

ター持参にてお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

プリザーブドフラワー教室
3333333

―　朝９時 から受付 FAX番号 029（233）1126　―
【受付開始後は、申込み期間終了まで24時間（FAX）受付いたします。】

春のガーデニング教室

 日　　時  ３月15日（日）　
 10：00～12：00
 ※講師　城山美穂（水戸市植物公園係長）

 会　　場  水戸市植物公園　料金所前
 （水戸市小吹町504）　TEL 029－243－9311
 対　　象  会員及び登録家族

 募集人員  30名（窓口受付9名、FAX受付21名）
 ※先着順

 参　加　料  会　　員 1,800円（通常 3,000円）
 登録家族　　2,300円
 （材料代、入場料込み）
 用意するもの  軍手、エプロン
 申込受付日  １月８日（水）9：00から１月９日（木）17：00まで
 申込方法  「行事参加申込書（行事名は「ガーデニング教室」と記載）」でＦＡＸまたはセンター持参に

てお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

実習前に植物公園の見学があります実習前に植物公園の見学があります。。

初夏まで長く楽しむことができるお花を色とりどりにかわいく飾ってみませんか初夏まで長く楽しむことができるお花を色とりどりにかわいく飾ってみませんか！！初夏まで長く楽しむことができるお花を色とりどりにかわいく飾ってみませんか初夏まで長く楽しむことができるお花を色とりどりにかわいく飾ってみませんか！！

プリザーブドをクラフト感覚で楽しみましょうプリザーブドをクラフト感覚で楽しみましょう！！プリザーブドをクラフト感覚で楽しみましょうプリザーブドをクラフト感覚で楽しみましょう！！
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―　朝９時 から受付 FAX番号 029（233）1126　―
【受付開始後は、申込み期間終了まで24時間（FAX）受付いたします。】

 利用期間  ２月15日（土）～４月12日（日）

 会　　場  道の駅うつのみや
 ろまんちっく村にぎわい広場大テント
 （栃木県宇都宮市新里町丙254番地）
 対　　象  会員のみ
 あっせん枚数  １会員 ４枚まで
 ※200枚まで先着順
 （前売り自由席券）
 あっせん価格  大　人 1,500円（通常当日 2,600円）
 小　人 　500円（通常当日 1,300円）
 ※小人は、３歳以上中学生までとなります。
 ※２歳以下膝上無料、お席が必要な場合は有料。
 申込受付日  １月６日（月）9：00から１月７日（火）17：00まで
 申込方法  行事名欄に大人、小人の区分と枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「ポップサーカス大人○枚、

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

小人○枚」と記載）」でＦＡＸまたはセンター持参にてお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

　ポップサーカス　宇都宮公演TICKET

３回目２回目1回目
15：5013：1010：30日・祝　※3/1（日）・3/15（日）除く
－14：0011：00月・土　※2/15、祝日除く
－－11：00水・木
－－14：00金
－14：0011：00水・木・金　※3/25～4/6

※2/15（土）は、13：10のみとなります。
※3/1（日）は、15：50公演のみ。3/15（日）は10：30、15：50となります。

「「世界のサーカスの祭典」へようこそ世界のサーカスの祭典」へようこそ！！
さらに進化したサーカスのエンターテインメント再びさらに進化したサーカスのエンターテインメント再び……

 日　　時  ２月16日（日）
 （開場）16：30　　（開演）17：00
 会　　場  ザ・ヒロサワ・シティ会館　（大ホール）
 （茨城県立県民文化センター）
 対　　象  会員及び登録家族

 あっせん枚数  80名（窓口受付24名、FAX受付56名）
 あっせん価格  会　　員 4,500円（通常 7,000円）
 登録家族　　5,500円
 ※全席指定席
 申込受付日  12月24日（火）9：00から12月25日（水）17：00まで
 申込方法  「行事参加申込書（行事名は「財津和夫」と記載）」でＦＡＸまたはセンター持参にてお申し

込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

財津和夫がステージに帰ってきます！TULIPメンバーでもある姫野達也との息のあっ財津和夫がステージに帰ってきます！TULIPメンバーでもある姫野達也との息のあったた

コンサートは、ここ数年ですっかりお馴染みになりましたコンサートは、ここ数年ですっかりお馴染みになりました。。

「「青春の影」、「サボテンの花」はもちろん「心の旅」、「虹とスニーカーの頃」など青春の影」、「サボテンの花」はもちろん「心の旅」、「虹とスニーカーの頃」など、、

数々の名曲を是非、生でご覧ください！そして、一緒に歌ってください数々の名曲を是非、生でご覧ください！そして、一緒に歌ってください！！

　　　  　財津和夫コンサート2020 WITH 姫野達也All lzz WellTICKET

財津和夫がステージに帰ってきます！TULIPメンバーでもある姫野達也との息のあっ財津和夫がステージに帰ってきます！TULIPメンバーでもある姫野達也との息のあったた

コンサートは、ここ数年ですっかりお馴染みになりましたコンサートは、ここ数年ですっかりお馴染みになりました。。

「「青春の影」、「サボテンの花」はもちろん「心の旅」、「虹とスニーカーの頃」など青春の影」、「サボテンの花」はもちろん「心の旅」、「虹とスニーカーの頃」など、、

数々の名曲を是非、生でご覧ください！そして、一緒に歌ってください数々の名曲を是非、生でご覧ください！そして、一緒に歌ってください！！

「「世界のサーカスの祭典」へようこそ世界のサーカスの祭典」へようこそ！！
さらに進化したサーカスのエンターテインメント再びさらに進化したサーカスのエンターテインメント再び……
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―　朝９時 から受付 FAX番号 029（233）1126　―
【受付開始後は、申込み期間終了まで24時間（FAX）受付いたします。】

　　　　 B2リーグ観戦「茨城ロボッツ 対 香川ファイブアローズ」TICKET

バスケで茨城を盛り上げようバスケで茨城を盛り上げよう！！
さらなる上位を伺い、ライバルを倒せるか。みんなで応援しようさらなる上位を伺い、ライバルを倒せるか。みんなで応援しよう！！

 日　　時  ３月７日（土）・８日（日）
 〔７日（土）〕（試合開始）17：00
 〔８日（日）〕（試合開始）14：00

 会　　場  アダストリアみとアリーナ
 （水戸市緑町2－3－10）

 対　　象  １会員 ５枚まで
 ※各日50枚まで先着順

 あっせん枚数  〔７日（土）〕50名（窓口受付15名、FAX受付35名）
 〔８日（日）〕50名（窓口受付15名、FAX受付35名）
 あっせん価格  大人 1,500円（通常前売 2,500円）
 小人（小学・中学・高校）  　500円（通常前売 1,300円）
 ※いずれも１階指定席になります。
 申込受付日  １月７日（火）9：00から１月８日（水）17：00まで
 申込方法  行事名欄に大人、小人の枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「B２リーグ観戦大人○枚、小人

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

○枚」と記載）」でＦＡＸまたはセンター持参にてお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

 日　　時  ３月８日（日）
 （受付・食事） 12：00
 （開　場） 13：00
 （開　演） 13：30

 会　　場  ホテルレイクビュー水戸
 ２階「飛天・鳳凰」の間
 対　　象  会員及び登録家族

 あっせん枚数  50名（窓口受付15名、FAX受付35名）
 あっせん価格  会　　員　　　5,000円（通常 7,500円）
 登録家族　　　6,000円
 ※全席指定　※招福弁当付き
 申込受付日  １月６日（月）9：00から１月７日（火）17：00まで
 申込方法  「行事参加申込書（行事名は「招福の会」と記載）」でＦＡＸまたはセンター持参にてお申し込

みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

招　福　の　会TICKET

〔落語〕柳〔落語〕柳家家　喬太郎・立喬太郎・立川川　談笑・三遊談笑・三遊亭亭　わん丈 〔漫才〕宮田陽・わん丈　〔漫才〕宮田陽・昇昇

バスケで茨城を盛り上げようバスケで茨城を盛り上げよう！！
さらなる上位を伺い、ライバルを倒せるか。みんなで応援しようさらなる上位を伺い、ライバルを倒せるか。みんなで応援しよう！！

〔落語〕柳〔落語〕柳家家　喬太郎・立喬太郎・立川川　談笑・三遊談笑・三遊亭亭　わん丈 〔漫才〕宮田陽・わん丈　〔漫才〕宮田陽・昇昇



サービスセンターNEWS6666666

―　朝９時 から受付 FAX番号 029（233）1126　―
【受付開始後は、申込み期間終了まで24時間（FAX）受付いたします。】

アクアワールド大洗TICKET

サメやイルカ、ペンギンなどがいつも迎えてくれる楽しい水族館サメやイルカ、ペンギンなどがいつも迎えてくれる楽しい水族館！！

 利用期間  無期限
 利用できる施設  アクアワールド大洗水族館
 （東茨城郡大洗町磯浜町8252－3）　TEL 029－267－5151
 対　　象  会員のみ

 あっせん枚数  １会員 ５枚まで　※300枚まで先着順
 （組み合せは自由です。）

 あっせん価格  大　　人 1,200円（通常2,000円）
 小中学生 　　600円（通常　900円）
 幼児（３歳以上） 　　200円（通常　300円）
 ※２歳以下無料
 開館時間  午前９時から午後５時まで（最終入場は閉館の１時間前）
 （催事等により変更になる場合があります。）
 申込受付日  １月９日（木）9：00から１月10日（金）17：00まで
 申込方法  行事名欄に大人、小中、幼児の区分及び枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「アクア

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

ワールド大人○枚、小中○枚、幼児○枚」と記載）」でＦＡＸまたはセンター持参にてお申し込みく
ださい。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

 利用期間  令和２年２月１日（土）～
 令和３年１月31日（日）〔１年間〕
 利用できる施設  なか健康センター
 （那珂市菅谷１－24）
 TEL 029－352－1526

 対　　象  会員のみ

 あっせん枚数  １会員 ３セットまで
 ※100セットまで先着順

 あっせん価格  １セット（３枚綴）　3,500円（通常5,610円）
 ※小人のあっせんはありません。
 ※岩盤浴は別料金となります。

 申込受付日  １月７日（火）9：00から１月８日（水）17：00まで

 申込方法  行事名欄にセット数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「なか健康センター碓セット」と記
姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

載）」でＦＡＸまたはセンター持参にてお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

　なか健康センターTICKET

一日中遊べる快適ゾーン一日中遊べる快適ゾーン！！

サメやイルカ、ペンギンなどがいつも迎えてくれる楽しい水族館サメやイルカ、ペンギンなどがいつも迎えてくれる楽しい水族館！！

一日中遊べる快適ゾーン一日中遊べる快適ゾーン！！
露天風呂など10種類ものお風呂で入浴のほか露天風呂など10種類ものお風呂で入浴のほか、、

今はやりの岩盤浴も楽しめる『癒しのユートピア今はやりの岩盤浴も楽しめる『癒しのユートピア』』

汗をかいて心も体もリフレッシュ汗をかいて心も体もリフレッシュ！！

露天風呂など10種類ものお風呂で入浴のほか露天風呂など10種類ものお風呂で入浴のほか、、

今はやりの岩盤浴も楽しめる『癒しのユートピア今はやりの岩盤浴も楽しめる『癒しのユートピア』』

汗をかいて心も体もリフレッシュ汗をかいて心も体もリフレッシュ！！
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―　朝９時 から受付 FAX番号 029（233）1126　―
【受付開始後は、申込み期間終了まで24時間（FAX）受付いたします。】

 日　　時  ２月11日（火・祝）
 （開場）　　9：00
 （開演）　 10：00

 会　　場  ザ・ヒロサワ・シティ会館（大ホール）
 （茨城県立県民文化センター）
 対　　象  会員のみ

 あっせん枚数  １会員 ５枚まで
 ※100枚まで先着順

 あっせん価格  1,500円（通常当日2,500円）
 ※全席指定ではありませんので、良い席で観覧を希望される方は、お早めにおでかけください。

 申込受付日  １月７日（火）9：00から１月８日（水）17：00まで

 申込方法  行事名欄に枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「磯節碓枚」と記載）」でＦＡＸまた
姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

はセンター持参にてお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

　　第41回　磯節全国大会決選会TICKET

江差追分、博多節と並ぶ日本三大民謡に数えられている。「磯節」の全国大会江差追分、博多節と並ぶ日本三大民謡に数えられている。「磯節」の全国大会。。

ゆらりゆらりと波に揺られる旋律に、全国から集まった歌い手それぞれのゆらりゆらりと波に揺られる旋律に、全国から集まった歌い手それぞれの 

味わいが楽しめます味わいが楽しめます。。

 利用期間  令和２年６月30日（火）まで
 利用できる施設  スパリゾートハワイアンズ
 （いわき市常磐藤原町蕨平50）
 TEL 0246－44－2816
 対　　象  会員のみ

 あっせん枚数  １会員 ５枚まで
 ※900枚まで先着順

 あっせん価格  800円
 　　大人通常　　　　　　3,570円
 　　小学生通常　　　　　2,250円
 　　３歳以上未就学児　　1,640円
 申込受付日  １月９日（木）9：00から１月10日（金）17：00まで
 申込方法  行事名欄に枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「ハワイアンズ碓枚」と記載）」でＦＡＸ

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

またはセンター持参にてお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）

　スパリゾートハワイアンズTICKET

東京ドーム６個分の敷地に５つのテーマパー東京ドーム６個分の敷地に５つのテーマパークク

遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！！！

兼
献
献
験

券
献
献
鹸

東京ドーム６個分の敷地に５つのテーマパー東京ドーム６個分の敷地に５つのテーマパークク

遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！！！

江差追分、博多節と並ぶ日本三大民謡に数えられている。「磯節」の全国大会江差追分、博多節と並ぶ日本三大民謡に数えられている。「磯節」の全国大会。。

ゆらりゆらりと波に揺られる旋律に、全国から集まった歌い手それぞれのゆらりゆらりと波に揺られる旋律に、全国から集まった歌い手それぞれの 

味わいが楽しめます味わいが楽しめます。。
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 場　　所  群馬県沼田市玉原高原
 優待の内容  たんばらスキーパーク　リフト１日券割引
 ※優待券１枚につき４名様までご利用いただけます。
 有効期間：2019年11月23日（土・祝）～
 　　　　　2020年 5月 ６日（水・休）予定

 ご利用期間  2019年11月23日（土・祝）～2020年５月６日（水・休）予定
 ※特定日は土日祝および12月28日（土）～１月５日（日）までとなります。
 ※積雪状況により期間が変更になる場合がございます。

　サービスセンター事務局に備え付けがありますのでご利用ください。

特別優待価格通常価格曜日種別
2,700円4,700円

平　日大　人
（中学生以上） 3,400円特定日

2,700円3,900円
平　日シニア

（50歳以上・要証明） 3,200円特定日

2,600円3,200円
平　日こども

（小学生） 特定日

たんばらスキーパーク優待たんばらスキーパーク優待券券たんばらスキーパーク優待たんばらスキーパーク優待券券

水戸市からのお知ら水戸市からのお知らせせ

　固定資産税は、土地や家屋のほか、事業用の償却資産にも課税されます。
　法人や個人で事業を営んでいる方は、地方税法に基づき、毎年１月1日現在の償却資産の所有状況を
償却資産の所在する市町村等へ申告することになっています。
　水戸市では、12月中旬に事業者の皆様へ令和２年度の申告書をお送りいたしますので、期限までに申
告されますようお願いいたします。なお、申告書は水戸市ホームページ（http://www.city.mito.lg.jp/）
からダウンロードが可能です。

 申告期限  令和２年１月31日（金）
 申　告　先  水戸市資産税課　償却資産係
 〒310－8610　水戸市中央１丁目４番１号

水戸市からのお知ら水戸市からのお知らせせ

問い合わせ　水戸市資産税課　償却資産係　電話 029－224－1111（内線1672）

償却資産の具体例
洗濯機、ドライ機、脱水機、
プレス機などクリーニング業

看板、事務机、椅子、パソコン、
コピー機、エアコン、舗装路面、
太陽光発電設備など

共 通

ブルドーザー、パワーショベル、
大型特殊自動車など建 設 業厨房機器、接客用家具、

カラオケ機器、冷蔵庫など飲 食 店 業

受変電設備、旋盤、フライス盤、
圧縮機など工 場テナント施工の内装費、理・美容椅子、

消毒殺菌器、パーマ器など理・美容業

駐車場設備、アパートの屋外電気・
給排水・ガス設備、外構、自転車置場
など

不動産貸付業陳列棚、冷蔵ストッカー、
自動販売機など小 売 業

（優待券見本）
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　この度、東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラムご契約団体の皆さまへ第２回「サンクス・フェスティバ
ル」パスポートに関するご案内の詳細が決定しましたのでお知らせいたします。
　本パスポートは、期間中、特別料金で入園する事ができ、コーポレートプログラム利用券を併用することで、更にお得
にパスポートをご購入いただく事も可能です。
　今年度の第１回（９月）実施時と同様に、どこでもご購入が可能な“オンライン限定”による販売となります！

〈手順１〉「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用サイト
（URL：dcp.go2tdr.com）にアクセス

〈手順２〉「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『パスポートの購入はこちらから』
のボタンをクリック

〈手順３〉「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用トップ画面にリ
ンクするので、右記の条件を入力

◆プランパスワード：thanks219
　　　（※サンクスニーイチキュー）
◆契約団体番号：１５４３
　　　　（※４ケタの団体番号となります）

懸 実施（入園）期間 懸 2020年１月６日（月）～３月19日（木） ※土日祝日含む全日

※2020年3月19日の販売時間：18時まで

◆期間中「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日ご利用いただけます。
　※入園制限中のパークではご利用いただけません。

コーポレートプログラムご契約団体の会員（その家族）

懸 販売期間 懸 2019年12月６日（金）12時より～2020年3月19日（木）
懸 パスポート料金 懸

懸 対　　象 懸
「東京ディスニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」のみでの販売となります懸 パスポートの販売場所 懸

懸 パスポートの購入手順 懸

大人（18才以上） 6,900円（通常価格：7,500円）
中人（中学・高校生　12～17才） 5,900円（通常価格：6,500円）
小人（幼児・小学生　4～11才） 4,300円（通常価格：4,900円）

「サンクス・フェスティバル」パスポートのご案内「サンクス・フェスティバル」パスポートのご案内「サンクス・フェスティバル」パスポートのご案内「サンクス・フェスティバル」パスポートのご案内
2019年度 第２回東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

『サンクス・フェスティバル』パスポートの購入方法『サンクス・フェスティバル』パスポートの購入方法
ディズニーアカウントをお持ちでない方は、「Disney.jp」から新規ユーザ登録（無料）をお済ませください。
※東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトからも新規ユーザー登録ができます。
決済用のクレジットカード、（お持ちの場合は）コーポレートプログラム利用券

ディズニーアカウントの作成

お手元にご用意ください

利用者専用サイト「dcp.go2tdr.com」
から購入ページにアクセス１

手順

パスポート区分・枚数を選ぶ4
手順

ユーザＩＤやパスワード情報等を入力２
手順

5
手順

3
手順

決済情報を入力
※お支払いはクレジット決済のみとなります。6

手順 内容を確認し、「同意する」欄にレ点をつけ、
「確定する」をクリックで購入完了！7

手順

購入の
準備

トップページから
「詳しくはこちら」をクリック 「パスポートのご購入は

こちらから」をクリック

枚数を選択し、
「購入手続きに
進む」をクリック

ディズニーアカウント
を入力

プランパスワードと
契約団体番号を入力

「ログイン」をクリック

購入サイトに移動します。
※購入を中断する場合は、手順
　①からやりなおしてください。

PSからアクセスする場合は
「自宅でプリントアウト」と
「自宅へ配送」（別途料金）、
スマホからアクセスする
場合は
「スマホに表示」と
「自宅へ配送」（別途送料）が
選択できます。

パスポートの受取方法を選ぶ

お支払い方法に進む

利用券を
ご利用になる場合は
「こちら」をクリック

個券番号14ケタ、
オンライン用コード
英数字8ケタを入力し
「登録する」をクリック

コーポレートプログラム利用券をご利用の方はここに注目！

複数枚利用する場合は、手順⑤を最初
から繰り返し入力してください。

「確定する」のボタンのクリック後は、変更が
できなくなりますのでご注意ください。ご注意！

※写真・イラストはイメージです。　鴎Disney
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実施事業報実施事業報告告実施事業報実施事業報告告

●第49回理事長杯ゴルフ大会
期　　日　　令和１年10月29日（火）
　城里ゴルフ倶楽部において、95名の参加のもと大会が開催
され、熱戦を繰り広げました。
   OUT/IN NET
　 【優　勝】 八　柳　一　弘 43/42 73.0
　 【準優勝】 鈴　木　康　夫 43/48 73.0
　 【第３位】 小　林　哲　也 50/46 73.2
　 【第４位】 川　井　正　博 44/38 73.6
　 【第５位】 小　島　忠　男 41/40 73.8
　 【ベスグロ】
  （男子の部）　小　島　忠　男  81
　　　　　　 （女子の部）　悉　知　ヤイ子  85
●市営屋内プール回数券あっせん
　あっせん枚数 １５セット
●スパリゾートハワイアンズ入場券あっせん
　あっせん枚数 1,347枚
●中村勘九郎・中村七之助錦秋特別公演2019チケットあっせん
 台風19号の影響により公演中止
●ホテルランチ食事券「ホテルレイクビュー水戸」あっせん
 あっせん枚数 80枚
●ホテルランチ食事券「プレジデントホテル水戸」あっせん
 あっせん枚数 131枚
●ホテルランチ食事券「ホテル テラス ザ ガーデン水戸」あっせん
 あっせん枚数 251枚
●水戸京成ホテル「秋の食彩フェア」あっせん
 あっせん枚数 341枚

●秋のゴルフ教室
 期　　日 令和１年10月２日（水）
  ～１１月７日（木）
 場　　所 ゴル友練習場
 参加人数 12名

●草津温泉と軽井沢散策ツアー
 期　　日 令和１年10月16日（水）・20日（日）
 場　　所 群馬県・長野県
 参加人数 143名

●信州りんご狩りと小諸城址・懐古園散策の旅
 期　　日 令和１年11月10日（日）・12日（火）
 場　　所 長野県
 参加人数 193名

　
●パソコン講座〔上級ワード・エクセル編〕
 期　　日 令和１年11月6日（水）～22日（金）
 場　　所 桜徳高等学園
 参加人数 ５名
　

●そば打ち体験教室
　期　　日 令和１年11月23日（土・祝）
 場　　所 水戸市森林公園
  （森の交流センター）
 参加人数 26名

 相談日時  毎週月曜から土曜日（祝日は除く）　午前10時から午後６時まで
 相談機関  （公財）茨城カウンセリングセンター（水戸市桜川2－2－35　茨城産業会館14階　TEL 029－225－8580）
 対　　象  会員のみ
 費　　用  面接１回 3,300円　（内1,100円はサービスセンターで負担します。）
 利用方法  相談を希望される会員の方は、原則として事前に相談機関に直接電話で申し込み、指定された日時に相

談を受けてください。
 相談内容  職場や仕事の悩み、孤独な不安な気持ちの苦しみ、家族や子供の困りごと、自らの生き方の悩みなど

様々な心の問題に関すること。

国の制度だから
 安心 　国から掛金の助成を受けられます 
社外積立だから
 簡単 　従業員ごとの納付状況や退職金試算額をお知らせします 
掛金は全額非課税だから
 有利 　節税に加え、手数料もかかりません 

半世紀で加入企業100万社以上の実績！　退職金は、国がサポートする 中退共制度 をご活用ください。
姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃姶 逢娃娃娃娃娃娃

加入範囲、広がっています！

事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業
所の従業員も、一定の要件を満たしていれば加入できます。

庄

詳しくは ▼  中退共     検索 

笠

〒170－8055　東京都豊島区東池袋1－24－1
TEL 03－6907－1234　FAX 03－5955－8211
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/略称： 中 

ちゅう  

　 退 　
たい

 共 
 きょう独立行政法人 勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済事業本部

メンタルヘルス相談のご案メンタルヘルス相談のご案内内メンタルヘルス相談のご案メンタルヘルス相談のご案内内

中小企業退職金共済制度のご案中小企業退職金共済制度のご案内内中小企業退職金共済制度のご案中小企業退職金共済制度のご案内内
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お問い合わせ・申し込み先／（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター　TEL.029－233－1124／FAX.029－233－1126

ご紹介カード
（あなたのお名前）（あなたの事業所名）

　（TEL）　　　　　　　　　　　　　　
〈 紹 介 事 業 所 〉

（TEL）（事業所名）

（業 種）（所在地）

（従業者数）
約 　　　　人

（代表者名）

　且　切り取り

令和元年10月1日～令和元年11月30日請求分
（給付の請求は、６ヶ月以内にお願いします。）

慶 弔 給 付 状慶　弔　給　付　状　況況慶 弔 給 付 状慶　弔　給　付　状　況況

満60歳 （20,000円） 31件還 暦 祝30年 （30,000円） 15件

永年勤続祝
小学校 （10,000円） 3件入 学 祝25年 （25,000円） 13件
中学校 （10,000円） 4件20年 （20,000円） 18件
 （20,000円） 5件成 人 祝15年 （15,000円） 30件
 （10,000円～30,000円） 12件傷 病 見 舞10年 （10,000円） 14件
本　人 （100,000円～
 　200,000円） 4件

死 亡 弔 慰

50年 （30,000円） 7件
結婚記念祝 35年 （20,000円） 4件

配偶者 （30,000円） 2件25年 （20,000円） 9件
子　供 （20,000円） 0件 （20,000円） 5件結 婚 祝
　親 （10,000円） 58件 （10,000円） 5件出 産 祝

令和元年10月1日～令和元年11月30日加入分 （敬称略・順不同）

みなさまの新しい仲間でみなさまの新しい仲間ですすみなさまの新しい仲間でみなさまの新しい仲間ですす

毅渡辺千鶴子（個人）
毅ビストロ・マンジェ
毅㈱荻原石油店
毅龍のひげ

毅新日本工芸㈱
毅㈲エヌ・ケーユニフォーム
毅㈱コーワコーポレーション
毅髙坂裕子（個人）

毅八文字亨（個人）
毅はーとぴあ保育園桜ノ牧
毅㈲内原交通
毅北京料理　珍来

毅すずき歯科クリニック
毅西連寺利夫（継続）
毅西蓮寺睦代（継続）
毅㈱島根総合保険

会員加入状況（令和元年12月１日現在）　毅事業所数　1,938事業所　毅会員数　5,453名

　サービスセンターでは、年間を通して会員を募集しております。まだセンターに加入されていない事業所
がありましたら、ぜひ紹介ください。
　ご紹介いただいた事業所が加入された場合は、加入人数に応じてクオカード（商品券）を進呈いたします。

（キャンペーン期間中は別基準になります。）

※会員が職場を退職した場合は、「継続会員」として引き続きサービスセンターに留まれる
制度もあります。

クオカード進呈基準
クオカード金額新規加入者数
1,000円１～ ２人
2,000円３～ ５人
3,000円６～10人
5,000円11～20人
10,000円21人以上

入会できる人
①市内の中小企業等に勤務する事業主
または勤労者（事業所単位で入会。

　ただし、事業所単位での入会が困難
な場合は個人でも入会できます。）

②水戸市民で市外の中小企業等に勤務
する勤労者（個人単位で入会）。
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―　朝９時 から受付 FAX番号 029（233）1126　―
【受付開始後は、申込み期間終了まで24時間（FAX）受付いたします。】

松 公演ツアー松 公演ツアー松竹新喜劇「家族はつらいよ」公演ツアー松竹新喜劇「家族はつらいよ」公演ツアー日帰り

山田洋次監督作品・映画
「家族はつらいよ」が舞台
を大阪に移して
松竹新喜劇に初登場！！
結婚45年を迎えた大阪の
夫婦。妻の誕生日に要求
されたものは……なんと
離婚届！？
大阪の家族は300％やか
ましい！！！
煩わしくも愛おしい、家族
の、あなたの物語！
笑いと涙の喜劇をぜひご覧
ください。

行事参加申込受付一覧
受付日行事名受付日行事名

　１/　７（火）～　８（水）⑧磯節12/　24（火）～　25（水）①家族はつらいよ

　１/　８（水）～　９（木）
⑨パソコン講座②財津和夫
⑩プリザーブドフラワー教室

　１/　６（月）～　７（火）
③ポップサーカス

⑪ガーデニング教室④ボウリング大会

　１/　９（木）～　10（金）⑫アクアワールド大洗⑤招福の会
⑬ハワイアンズ　１/　７（火）～　８（水）⑥Ｂ２リーグ観戦

⑦なか健康センター

襖 鴬横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

※上記、行事参加申込の受付開始は、午前９時からとなります。

 行　　程 

 日　　時 　

 いずれも　8：00　　水戸駅南口「ホテルテラス・ザ・ガーデン水戸前」集合・出発
 （水戸ドライブインでも乗車可能です。）趣 首酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒
 対　　象  会員及び登録家族
 募集人員 　

 ※いずれも先着順
 参　加　料  会　　員  14,000円（通常 20,000円）
 登録家族  16,000円
 　　（往復バス代、入場料〔１等席〕、昼食代、保険料等込み）
 申込受付日  12月24日（火）9：00から12月25日（水）17：00まで
 申込方法  行事名欄に希望コースを明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「家族はつらいよ○コース」と

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

記載）」でＦＡＸまたはセンター持参にてお申し込みください。（ただし、定員になり次第受付は締切ります。）
 取扱旅行社 

水戸駅南口（8：00）　⇒　水戸ドライブイン（8：30頃）　⇒　（常磐道・首都高）⇒　新橋演舞場〔松竹新喜劇
「家族はつらいよ」（鑑賞・昼食「地下食堂にて、季節のごはん膳」）〕　⇒　浅草（自由散策・お買い物）　　⇒　
（首都高・常磐道）⇒　水戸IC　⇒　水戸ドライブイン　⇒　水戸駅南口（19：00頃）

〇常陸大宮市泉541－207
　（営業時間：月曜日～土曜日　9：30～18：00　日・祝日は休業）

〇TEL 0295－54－0304／FAX 0295－54－1611
〇総合旅行業務取扱管理者：東海林俊樹　担当：湯本久美子　　〇観光庁長官登録旅行業 第3種－456号

㈱トラベルサポート

120名（窓口受付36名、FAX受付84名）Ｂコース80名（窓口受付24名、FAX受付56名）Ａコース

２月９日（日）Ｂコース２月６日（木）Ａコース


