
日帰り

【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。】
― 朝９時から受付　FAX番号： 029-233-1126 ―

ご家族、職場の仲間と奮ってご参加ください！

5月8日（金）9：00から5月11日（月）17：00まで申込受付日

取扱旅行社

会員及び登録家族対　　象

日　　時

行　　程

募集人員

参 加 料

申込方法

水戸駅南口（6:30） ⇒ 那珂ＩＣ ⇒ （常磐道・磐越道・東北道） ⇒ 福島大笹生ＩＣ ⇒ さくらんぼ狩り〔30分
食べ放題・お買物〕 ⇒ 飯坂温泉「ホテル聚楽」〔昼食「ビュッフェ」・入浴〕 ⇒ 護法山・高林寺（あじさい寺）
〔見学〕 ⇒ 二本松ＩＣ ⇒ （磐越道・常磐道） ⇒ 那珂ＩＣ ⇒ 水戸駅南口（19:10頃）

〇水戸市白梅3-6-11 202号　℡029-297-9010／FAX029-224-9566
　（営業時間：月曜日～金曜日9：00～17：00　土・日・祝日は休業）

〇総合旅行業務取扱管理者：稲葉 英二　担当：稲葉 英二　〇茨城県知事登録旅行業 第3-574号

アーストラベル水戸㈱

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「さくらんぼ狩り○コース」
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。）　

6，0００円会　　員　
7，0００円
6，0００円 2，0００円

登録家族 （大人）　
（通常9,000円）

（４歳～小学生） （４歳未満）
（往復バス代、入園料、入浴代、昼食代、保険料込み） 
 （小人）

（さくらんぼ狩り） （昼食〔バイキング〕イメージ）

（露天風呂〔花ももの湯〕）

いずれも6：30　水戸駅南口「ホテルテラス・ザ・ガーデン水戸前」集合・出発

6月24日（水） 6月28日（日）Aコース Bコース

8０名 12０名
※いずれも先着順

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

エンジョイライフみと
編集
・
発行 〒310-0804 水戸市白梅3-9-31　TEL：（029）233-1124／FAX：（029）233-1126　ホームページhttp://www.mito-sc.com
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6月・7月の事業のご案内

5月11日（月）9：00から5月12日（火）17：00まで　　申込受付日

会員及び登録家族対　　象

サービスセンターNEWS

【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。】
― 朝９時から受付　FAX番号： 029-233-1126 ―

参加者全員に当たる抽選会など盛りだくさんのイベントを用意しています。
仲間や家族とパーティーに参加して、暑い夏を乗りきろう！

フレッシュラベンダーを使ったハーブクラフトをお楽しみ下さい！！フレッシュラベンダーを使ったハーブクラフトをお楽しみ下さい！！

7月17日（金）　19：00～21：00日　　時
（受付：18：30から受付します）　

１５０名 （窓口受付４５名、ＦＡＸ受付１０５名）募集人員
※先着順

6，0００円会　　員　

7，0００円登録家族　
参 加 料 （通常11,000円） （昨年のパーティーより）

（昨年の教室より）

申込方法 「行事参加申込書（行事名は「納涼パーティー」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。）　

5月11日（月）9：00から5月12日（火）17：00まで申込受付日

用意するもの ・普通のはさみ

会員及び登録家族対　　象

7月8日（水）　18：30～20：30日　　時
※講師　ハーブインストラクター（坂本育子）

水戸市総合運動公園　２階　「会議室」　会　　場
（水戸市見川町２２５６）　℡029-243-0111

ホテルレイクビュー水戸　２階　「飛天の間」会　　場
（水戸市宮町1-6-1）　℡029-224-2727

４０名 （窓口受付１２名、ＦＡＸ受付２８名）募集人員
※先着順

※ハーブティー付

2，0００円会　　員　

2，5００円登録家族　
参 加 料 （通常3,200円）

申込方法 「行事参加申込書（行事名は「ハーブクラフト教室」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。）　
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申込方法 行事名欄に昼の部、夜の部の区分を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「坂本冬美
○の部」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。）　

サービスセンターNEWS

【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。】
― 朝９時から受付　FAX番号： 029-233-1126 ―

5月7日(木)9：00から5月8日(金)17：00まで申込受付日

会員及び登録家族対　　象

代表曲「夜桜お七」「あばれ太鼓」「火の国の女」から最新曲まで、
坂本冬美の魅力のすべてをお楽しみください！

〔昼の部〕 ５０名 （窓口受付１５名、ＦＡＸ受付３５名）
〔夜の部〕 ５０名 （窓口受付１５名、ＦＡＸ受付３５名）

募集人員

※いずれも先着順

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

※Ｓ席指定席　※未就学児の入場は出来ません。

5，0００円会　　員　

6，0００円登録家族　
あっせん価格 （通常7,200円）

チケット
あっせん

6月24日（水）日　　時

〔昼の部〕 （開場）13：30 （開演）14：00
〔夜の部〕 （開場）17：30 （開演）18：00

5月7日(木)9：00から5月8日(金)17：00まで申込受付日

会員及び登録家族対　　象

２０１５～２０１９年ＮＨＫ紅白５年連続出場！ 幼少の頃から１００以上のグランプリを
手にした演歌の申し子。抜群の歌唱力で演歌のみならず洋楽・歌唱曲も披露！

〔午前の部〕 ５０名 （窓口受付１５名、ＦＡＸ受付３５名）
〔午後の部〕 ５０名 （窓口受付１５名、ＦＡＸ受付３５名）

募集人員

※いずれも先着順

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

※Ｓ席指定席　※未就学児の入場は出来ません。

5，0００円会　　員　

6，0００円登録家族　
あっせん価格 （通常6,800円）

申込方法 行事名欄に午前の部、午後の部の区分を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「島津
亜矢○の部」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。）　

チケット
あっせん

7月5日（日）日　　時

〔午前の部〕 （開場）11：30 （開演）12：00
〔午後の部〕 （開場）15：30 （開演）16：00
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【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。】
― 朝９時から受付　FAX番号： 029-233-1126 ―

―健診は健康家族の道しるべ―

5月8日（金）9：00から5月11日（月）17：00まで申込受付日

会員及び登録家族対　　象

8：00受付時間

（水戸市見川町字丹下一ノ牧2131－143）　℡029-243-6220
いばらき健康管理センター会　　場

費　　用

行事名欄に希望日とコース名を明記のうえ、 「行事参加申込書（行事名は「人間ドック○
日○コース」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。また、女性健診
を併せて希望する場合は、備考欄に（「婦人科希望」と記載）してください。（ただし、定員にな
り次第受付は締切ります。）　
※上記日程以外に、人間ドックを受診したときは、年１回助成金（5,000円）を支給いたします(会員のみ)
ので、ガイドブックを参照のうえご請求ください。

★Ａ,Ｂ,Cコースとも女性健診も併せてご希望の方は、別途費用がかかります。詳細については、いばらき
健康管理センター（☎243-6220）にお問い合わせください。
★全国健康保険協会管掌健康保険のうち、国の助成が出るのは被保険者(本人)のみであり、同健康保
険の被扶養配偶者の方はCコースとなります。
★上記の料金は令和元年度の実績のため、令和２年度は変更になる場合がありますので、あらかじめご
了承ください。（料金はすべて税込みの金額です。）

申込方法

7月14日（火）・7月15日（水）・7月16日（木）日　　時

４０歳（Ｓ55.4.2～Ｓ56.4.1）及び５０歳（Ｓ45.4.2～Ｓ46.4.1）の方で
全国健康保険協会管掌健康保険に加入の方（本人のみ。被扶養者を除く。）

A
コース

総費用額

41,800円 16,497円 5,000円 20,303円

国の負担額 センター補助額 受診者負担額

３５歳以上（Ｓ61.4.1以前生まれ）の方（40歳及び50歳を除く）で
全国健康保険協会管掌健康保険に加入の方（本人のみ。被扶養者を除く。）

B
コース

総費用額

41,800円 11,696円 5,000円 25,104円

国の負担額 センター補助額 受診者負担額

全国健康保険協会管掌健康保険以外の方（国民健康保険、各健康保険組合、
共済保険など）

C
コース

総費用額

41,800円 0円 10,000円 31,800円

国の負担額 センター補助額 受診者負担額

<全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者を含む>

サービスセンターNEWS4

各日とも１５名
※いずれも先着順

募集人員  （窓口受付各日とも４名、ＦＡＸ受付各日とも１１名）

（女性健診を併せて実施できますが、上限数は各日とも７名までになります）



【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。】
― 朝９時から受付　FAX番号： 029-233-1126 ―

5月7日(木)9：00から5月8日(金)17：00まで申込受付日

１会員4枚まで （10０枚まで先着順）あっせん枚数

１会員５枚まで （４５０枚まで先着順）あっせん枚数

「入園券+アトラクション乗り放題」お得なチケット“ハッピーフリーパス”

チケット
あっせん

令和3年3月31日（水）まで日　　時

5月8日(金)9：00から5月11日(月)17：00まで申込受付日

会員のみ対　　象

会員のみ対　　象

東京ドーム６個分の敷地に５つのテーマパーク
遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！！

（福島県いわき市常磐藤原町蕨平50）
℡0246-44-2816

スパリゾートハワイアンズ利用できる施設

（埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110）　
℡0480-93-1200

東武動物公園利用できる施設

チケット
あっせん

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○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。）　
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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「東武動物公園○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。）　

あっせん価格 3００円
（利用期間が短い為、あっせん価格を変更いたします。）

３，５７０円大人通常
２，２５０円小学生通常
１，６４０円３歳以上未就学児

※大人・小人〈3歳以上〉同額あっせんとなります。
※ポニー乗馬、釣堀、わんこビレッジ等の企画催事は別途料金になります。

あっせん価格 1，5００円１枚
（通常　大人4,800円・小人〈3歳以上〉3,200円）

令和２年8月31日（月）まで利用期間

※すでに購入済のチケットをお持ちの方も、
　8月31日（月）までご利用頂けます。（2か月延長）
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ゲンキキッズプラス
イオンモール水戸内原店

新　規

横浜東急REIホテル（4月7日～）、富士山三島東急ホテル（6月30日～）（ガイドブック99ページ）

変　更
新橋愛宕山東急ホテル ⇒ 東京虎ノ門東急REIホテル（ガイドブック99ページ）

ハイランドリゾート・ホテル＆スパ （山梨県富士吉田市）

江戸ワンダーランド日光江戸村（ガイドブック63ページ）

イオンモール
水戸内原店

内原駅

50号バイ
パス

Quatrefoil
（クアトロフォイル）

利用料金

富士急ハイランド1泊朝食プラン （別途入湯税150円）

券　種

店　　　名 定休日 取　扱　商　品 割　引　率 案　内　図

区　分

大　人

小　人

大　人

小　人

4,700円

2,400円

4,100円

2,100円

4,000円

2,000円

3,500円

1,900円

大人…中学生以上

小人…小学生

未就学児は無料

一般料金 契約料金 備　考

通行手形
（フリーパス券）

14時以降
（冬期は
　13時以降）

※村内遊戯施設（矢場・ゲーム等）は別料金となります。　※未就学児は無料、小学生は小人料金、中学生以上は大人料金となります。

毎週水曜日定休。但し祝日・春期（3/25～4/7）・GW（4/29～5/5）・夏期（7/21～8/31）・年末年始（12/29～1/5）を除く。【令和2年度定休日】

平休日 10,300円～　
休前日 13,400円～（他に、通常の宿泊プランもございます）

富士急ハイランド1泊朝食プラン （別途入湯税150円）

平休日 13,800円～　
休前日 16,000円～（他に、通常の宿泊プランもございます）

（ガイドブック69ページ）

1/16～1/31の16日間は施設メンテナンスのため休村します。【メンテナンス休村】
電車：東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅より路線バスにて約20分。　　お車：日光宇都宮有料道路今市ICより約15分。【交通】

50号バイパス
ガスト

双葉台地区センター

交番

●

● ●
双葉台郵便局●

ヨークベニマル●

利用料金（令和2年4月1日～令和3年3月31日）
券　種 区　分

大　人

小　人

大　人

小　人

4,800円

2,500円

4,100円

2,100円

4,100円

2,100円

3,600円

2,000円

大人…中学生以上

小人…小学生

未就学児は無料

一般料金 契約料金 備　考

通行手形
（フリーパス券）

14時以降
冬期

（12.1～3.19）は
13時以降

指定宿泊助成券対象施設

施　設　名施　設　名

ダイワロイヤルホテルズ

鹿部ロイヤルホテル

八幡平ロイヤルホテル

宮城蔵王ロイヤルホテル

裏磐梯ロイヤルホテル

りんどう湖ロイヤルホテル

南房総富浦ロイヤルホテル

大泉高原八ヶ岳ロイヤルホテル

信州松代ロイヤルホテル

浜名湖ロイヤルホテル

砺波ロイヤルホテル

能登ロイヤルホテル

山中温泉河鹿荘ロイヤルホテル

伊勢志摩ロイヤルホテル

長浜ロイヤルホテル

天橋立宮津ロイヤルホテル

橿原ロイヤルホテル

串本ロイヤルホテル

紀州南部ロイヤルホテル

南淡路ロイヤルホテル

大山ロイヤルホテル

土佐ロイヤルホテル

北九州八幡ロイヤルホテル

玄海ロイヤルホテル

唐津ロイヤルホテル

別府湾ロイヤルホテル

霧島ロイヤルホテル

沖縄残波岬ロイヤルホテル

〒041-1496 北海道茅部郡鹿部町字本別530-127

〒028-7394 岩手県八幡平市松尾寄木第一地割590-5

〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1

〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ケ峯1093-309

〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙4449-2

〒299-2404 千葉県南房総市富浦町多田良1212

〒409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出8240-1039

〒381-1215 長野県長野市松代町西寺尾1372-1

〒431-0101 静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396-1

〒939-1492 富山県砺波市安川字天皇330

〒925-0156 石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ-1

〒922-0126 石川県加賀市山中温泉河鹿町ホ-100

〒517-0204 三重県志摩市磯部町的矢字笠取939-6

〒526-0066 滋賀県長浜市大島町38

〒626-8510 京都府宮津市字田井小字岩本58

〒634-0063 奈良県橿原市久米町652-2

〒649-3510 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台1184-10

〒645-8501 和歌山県日高郡みなべ町山内字大目津泊り348

〒656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙317

〒689-4192 鳥取県西伯郡伯耆町丸山1647-13

〒781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲2995

〒805-0002 福岡県北九州市八幡東区枝光1-1-1

〒811-3514 福岡県宗像市田野1303

〒847-0017 佐賀県唐津市東唐津4-9-20

〒879-1508 大分県速見郡日出町平道入江1825

〒899-4201 鹿児島県霧島市霧島田口2703-5

〒904-0394 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575

TEL.01372-7-3241

TEL.0195-78-3312

TEL.0224-34-3121

TEL.0241-32-3121

TEL.0287-76-1155

TEL.0470-33-4488

TEL.0551-38-2911

TEL.026-278-1800

TEL.053-592-5511

TEL.0763-37-2300

TEL.0767-32-4000

TEL.0761-78-0017

TEL.0599-55-2100

TEL.0749-65-1200

TEL.0772-25-1188

TEL.0744-28-1511

TEL.0735-62-7730

TEL.0739-72-5888

TEL.0799-52-3811

TEL.0859-68-2323

TEL.0887-33-4511

TEL.093-662-1055

TEL.0940-62-1600

TEL.0955-72-0115

TEL.0977-72-9600

TEL.0995-57-2111

TEL.098-958-3838

FAX.01372-7-3944

FAX.0195-78-3329

FAX.0224-34-3177

FAX.0241-32-3130

FAX.0287-76-1166

FAX.0470-33-4431

FAX.0551-38-2961

FAX.026-278-1818

FAX.053-592-5522

FAX.0763-37-2333

FAX.0767-32-3120

FAX.0761-78-0015

FAX.0599-55-2688

FAX.0749-64-2005

FAX.0772-25-1377

FAX.0744-28-6644

FAX.0735-62-7760

FAX.0739-72-5757

FAX.0799-52-3770

FAX.0859-68-3233

FAX.0887-33-4466

FAX.093-662-1023

FAX.0940-62-4000

FAX.0955-72-0120

FAX.0977-72-9700

FAX.0995-57-1731

FAX.098-958-3970

所　在　地　等 TEL　・　FAX

⇒

⇒

熱海シーサイドスパ＆リゾート （静岡県熱海市）
1泊朝食付きプラン （別途入湯税150円）

平休日 7,000円～　
休前日 8,100円～（他に、1泊2食付きのプランもございます）

1泊朝食付きプラン （別途入湯税150円）

平休日 8,950円～　
休前日 11,450円～（他に、1泊2食付きのプランもございます）

（ガイドブック69ページ）

指定宿泊助成券対象施設⇒

⇒

水戸市内原2丁目1番地イオンモール水戸内原3F
TEL029-306-8175

不定休

不定休
水戸市双葉台2-1オハナコート11

TEL050-3553-9335

ベビー靴
チャイルドシューズなど
こども靴専門店

ピザ・パスタ全商品

毎週水曜日
スタンプ2倍

10％～50％

Royal Hotel みなみ北海道鹿部

Active Resorts 岩手八幡平

Active Resorts 宮城蔵王

Active Resorts 裏磐梯

Royal Hotel 那須

Hotel＆Resorts MINAMIBOSO

Royal Hotel 八ヶ岳

Royal Hotel 長野

THE HAMANAKO

Royal Hotel 富山砺波

Royal Hotel 能登

Royal Hotel 山中温泉河鹿荘

Hotel＆Resorts ISE-SHIMA

Hotel＆Resorts NAGAHAMA

Hotel＆Resorts KYOTO-MIYAZU

THE KASHIHARA

Hotel＆Resorts WAKAYAMA-KUSHIMOTO

Hotel＆Resorts WAKAYAMA-MINABE

Hotel＆Resorts MINAMIAWAJI

Royal Hotel 大山

Royal Hotel 土佐

Active Resorts 福岡八幡

Royal Hotel 宗像

Hotel＆Resorts SAGA-KARATSU

Hotel＆Resorts BEPPUWAN

Active Resorts 霧島

Royal Hotel 沖縄残波岬



お問い合わせ先【募集代理店】「全福ネット入院あんしん保険相談デスク」（株）全福サポートサービス　フリーダイヤル：０１２０－０５５－５１２ （土日祝日年末年始を除く９：３０～１７：００）

（令和2年2月1日～令和2年3月31日実施分）
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期　　日
場　　所
参加人数

２月６日（木）・９日（日））
東京都　
６4名

●松竹新喜劇「家族はつらいよ」公演ツアー

期　　日
場　　所
参加人数

２月５日（水）～２１日（金）
桜徳高等学園
６名

●パソコン講座 〔画像編集・ホームページ作成〕

期　　日
場　　所
参加人数

成　績

２月１４日（金）
大学ボウル水戸店
９５名

期　　日
場　　所
参加人数

２月２０日（木）
水戸市総合運動公園 ２階「会議室」
23名

●プリザーブドフラワー教室

新型コロナウィルスの影響により中止
●春のガーデニング教室

●財津和夫コンサート2020WITH姫野達也AII Izz Wellチケットあっせん
あっせん枚数 64枚

あっせん件数 10枚
●ポップサーカス　宇都宮公演チケットあっせん

新型コロナウィルスの影響により一部公演中止

●B２リーグ観戦「茨城ロボッツ対香川ファイブアローズ」チケットあっせん
新型コロナウィルスの影響により中止

●招福の会チケットあっせん
新型コロナウィルスの影響により中止

映画鑑賞助成 （大人） 389件 （小人） 33件
指定宿泊助成 （会員） 9件 （家族） 1件
定期健康診断助成 （＠1,000） 96件
 （＠500） 4件
人間ドック受検助成　   104件

あっせん枚数 1枚
●第４1回磯節全国大会決戦会チケットあっせん

あっせん枚数 56セット
●なか健康センター入館券あっせん

あっせん枚数 422枚
●アクアワールド大洗入場券あっせん

●助成事業

あっせん枚数 438枚
●スパリゾートハワイアンズチケットあっせん

〈個人の部・男子〉
優　勝　　渡  辺　　  弘 （シャルレ渡辺・家族）
準優勝　　齋  藤　　  篤 （齋藤尚美〔個人〕・家族）
三　位　　藤  田　　  馨 （エフ・会員）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３２７ピン
３０２ピン
２９７ピン

●第５2回ボウリング大会

ザ・ヒロサワ・シティ会館，ひたちなか市文化会館で開催の下記公演チケットのあっせんを予定しております。
詳しい内容につきましては会報（サービスセンターニュース）でお知らせいたします。

日　　　時
米村でんじろうサイエンスショーおもしろ科楽館
平原綾香ＣＯNCERT ＴＯＵＲ2020 ～ＭＯＳＨＩＭＯ～
松竹大歌舞伎（尾上松也ほか）
劇団四季ミュージカル「Ｔｈｅ Ｂｒｉｄｇｅ ～歌の架け橋～」
爆笑寄席（三遊亭円楽、林家たけ平）

(１回目)30名 (2回目)30名
80名
100名
60名
80名

事　　業　　名 会　場 募集人員

【男子の部】 【女子の部】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈個人の部・女子〉
優　勝　　齋  藤　民  代 （ＳＡＩＴＯ商会・会員）
準優勝　　蓮  田　フミ子 （蓮田商会・会員)
三　位　　日  暮　福  枝 （華くらぶ・会員）

３４３ピン
３４０ピン
３３２ピン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈個人の部・ハイゲーム〉
男　子　　栗　山　汰  士 （栗山千栄〔個人〕・家族）
女　子　　齋　藤　民  代 （ＳＡＩＴＯ商会・会員）

１７７ピン
１９５ピン

〈団体の部〉
優　勝　　ＳＡＩＴＯ商会、蓮田商会、華くらぶ、澤田住建合同チーム （齋藤(民)、蓮田、
　　　　　日暮、澤田）
準優勝　　吉川房子(個人)、角屋、石川美津枝(個人)、中野博(個人)合同チーム （吉川、
　　　　　大澤、石川、中野）
三　位　　大場厚子(個人)、冨永京子(個人)、難波里美(個人)、井浦あゆみ(個人)合同
　　　　　チーム（大場、冨永、難波、井浦）

（２ゲーム合計スコア）

令和2年9月5日(土)
令和2年9月6日(日)
令和2年9月12日(土)
令和2年9月27日(日)
令和3年2月21日(日)

ひたちなか市文化会館
ザ・ヒロサワ・シティ会館
ザ・ヒロサワ・シティ会館
ひたちなか市文化会館
ザ・ヒロサワ・シティ会館

「全福ネット入院あんしん保険」ご自身・ご家族の安心をサポート！
選べる補償

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称：全福センター)会員の皆さまへ

のお知らせ（医療・介護）

〈引受保険会社〉 東京海上日動火災保険株式会社

※団体割引20％
　損害率による
　割引10％

2020年度版

2020年6月1日午前0時～
　　2021年6月1日午後4時まで

《団体契約ならではのメリット》 団体保険契約期間約28％の割引  が
適用されます。保険料が割安

※

〈医療補償〉加入年齢：満5歳～満70歳 （2020年6月1日時点の満年齢） 〈介護補償〉加入年齢：満5歳～満84歳 （2020年6月1日時点の満年齢）

病気・ケガで1日以上入院されたとき
病気・ケガにより手術を受けられたとき
（手術の種類に応じてお支払い）

退院後通院されたとき
所定の先進医療を受けられたとき（実額払）

・・・・・・・・・・・・・・・・日額 3,000円
・・・・・・・・・・・1.5、3、12万円

保険料

補償内容

日額 5,000円タイプ、10,000円タイプもあります 一時金 200万円タイプ、300万円タイプもあります

例  

H
３
タ
イ
プ

40歳の例
年間保険料

“6,230円 ”
月換算で
約519円！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日額 2,000円
・・・・・最高 200万円まで

介護補償保険金額

一時金
100万円

保険料

補償内容

例  

D
G
1
タ
イ
プ

60歳の例
年間保険料

“1,650円 ”
39歳以下
でも対象

更新は84歳まで

※公的介護保険制度に基づく要介護3
以上の認定を受けた場合、または東
京海上日動所定の要介護状態（要介
護3用）と診断され、その状態が90日
を超えて継続した場合※



サービスセンターの令和2年度予算と事業計画が決まりました。
―　令和2年 理事会開催　―

●令和2年度予算（概要）

●令和2年度事業計画（月別）

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

1月

2
月

3
月

通 

年

11
月

12
月

① 基本財産運用収入

② 特定資産運用収入

③ 会費等収入

④ 補助金収入

⑤ 福利事業収入

⑥ 共済保険金等収入

⑦ 諸収入

⑧ 特定資産取崩収入

⑨ 前期繰越収支差額

東武動物公園ハッピーフリーパス券あっせん
東京ディズニーリゾート特別利用券助成
「八方ヶ原・ミツモチ山」日帰りハイキング
コンサートチケットあっせん
飾り巻き寿司教室
第２４回ソフトボール大会
第５０回理事長杯ゴルフ大会
日帰り人間ドック（茨城県メディカルセンター）
東京ディズニーランド遊園ツアー(２回分)
コンサートチケットあっせん
Ｊ２サッカー観戦入場券あっせん
さくらんぼ狩りツアー(２回分)
コンサートチケットあっせん
納涼パーティー
日帰り人間ドック（東関東クリニック・いばらき健康管理センター）
スパリゾートハワイアンズ入場券あっせん
ハーブクラフト教室
歌舞伎公演ツアー(２回分)
市内ビアガーデンチケット(３箇所程)あっせん
ひたち海浜公園のりもり券あっせん
コンサートチケットあっせん
ジェフグルメカードチケットあっせん
ハーバリウム教室
Ｊ２サッカー観戦入場券あっせん
ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会
プロ野球観戦「千葉ロッテ対北海道日本ハム」入場券あっせん
第５３回ボウリング大会
季節の果物（ぶどう・なし・りんご）狩りツアー(２回分)
ホテルランチ食事券（３箇所程）あっせん
温泉一泊の旅(２回分)
水戸京成ホテル「秋の食彩フェア」食事券あっせん
市営屋内プール回数券あっせん
第５１回理事長杯ゴルフ大会
秋のゴルフ教室
夜の東京スカイツリー見学と都会の庭園散策ツアー(２回分)

パソコン教室（画像編集）
Ｂ２リーグ観戦入場券あっせん
そば打ち体験教室
紅葉の鎌倉巡りと小町通り散策ツアー(２回分)
コンサートチケットあっせん
花いっぱい運動（寄せ植え葉ボタン配布）
親子観劇会チケットあっせん
クリスマスディナー食事券（３箇所程）あっせん
スキー場リフト券あっせん
クリスマスパーティー
はたらく男女のふれあいＳＴＯＲＹ
お正月飾りリース教室
冬のガーデニング教室
クリスマスケーキ教室
劇団四季「アナと雪の女王」観劇ツアー(４回分)
水戸京成ホテル「デザートバイキング」あっせん
大相撲初場所観戦と下町散策ツアー（２回分）
第５４回ボウリング大会
プリザーブドフラワー教室
アクアワールド大洗入場券あっせん
コンサートチケットあっせん
いちご狩りと日帰り温泉の旅（２回分）
磯節全国大会入場券あっせん
Ｂ２リーグ観戦入場券あっせん
水戸市植物公園入園券あっせん
なか健康センター入館券あっせん
春のガーデニング教室
新春観劇公演ツアー（２回分）
映画鑑賞助成
各種講座助成（NHK学園）
指定宿泊助成
定期健康診断受検助成
人間ドック受検助成
心の悩みカウンセリング助成

開催月 事　　業　　名 開催月 事　　業　　名

③ 共済保険料支出

④ 特定資産取得支出

⑤ 予備費

① 管理運営費支出
　 1.人件費支出
　 2.運営費支出

② 事業費支出
　 1.給付事業費支出
　 2.福利事業費支出
　 3.事業運営費支出

5

3

64,850

32,800

47,589

22,701

182

2

5,677

173,809

サービスセンターNEWS8

　去る3月27日、ホテルレイクビュー水戸において、令和2年第2回理事会が開催されました。
令和2年度事業計画・一般会計予算等について審議され、原案通り承認されました。本年度も会員の皆様
のために、サービスセンターの充実を図ってまいります。

収　入　の　部 支　出　の　部
科　　　目

収　入　合　計 支　出　合　計

予　算　額 備　　考

41,756
28,853
12,903

（単位：千円）

●上記内容は、変更になることがあります。詳しくは、年6回（2ヶ月毎）に発行するサービスセンターニュースでお知らせします。

網掛け部分は新規事業

113,743
31,950
74,114
7,679

16,152

2

2,156

173,809

予　算　額 備　　考科　　　目

市補助金
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令和2年2月1日～令和2年3月31日請求分 （給付の請求は、6ケ月以内にお願いします。）

永年勤続祝

還 　 暦 　 祝

入 　 学 　 祝

成 　 人 　 祝
傷 病 見 舞

死 亡 弔 慰

7件
8件
10件
11件
7件
0件
9件
3件
7件
3件

30年 （30,000円）
25年 （25,000円）
20年 （20,000円）
15年 （15,000円）
10年 （10,000円）
50年 （30,000円）
35年 （20,000円）
25年 （20,000円）

（20,000円）
（10,000円）

6件
0件
0件
1件
9件

4件
3件
3件
27件

満60歳 （20,000円）
小学校 （10,000円）
中学校 （10,000円）

（20,000円）
（10,000円～30,000円）
本　人 （100,000円～

200,000円）
配偶者 （30,000円）
子　供 （20,000円）
親 　（10,000円）

結婚記念祝

結　婚　祝　
出　産　祝

●北井 孝明（継続）
●加治 なるみ（継続）
●河原井 久美（個人）
●堀本 健一（継続）

●髙橋商事㈱
●オアシス
●竹内 法子（継続）
●友樹園

●佐藤 史子（継続）
●田綿 さおり（個人）
●関根 俊美（個人）
●Quatrefoil

●㈲阿部商店
●須藤オカリナ教室
●大森 恵子（個人）
●鈴木 由美子（個人）

令和2年2月1日～令和2年3月31日加入分 （敬称略順不同）

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

（あなたの事業所名）

（TEL）

（あなたのお名前）

（事業所名）

（所在地）

（代表者名）

（TEL）

（業種）

（従業者数）

約 人

ご紹介カード

〈紹介事業所〉

※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。

キリトリ

入会できる方 ク
オ
カ
ー
ド
進
呈
基
準

新規加入者数

1 ～ 2 人
3 ～ 5 人
6 ～10人
11～20人
21人以上

1,000円
2,000円
3,000円
5,000円
10,000円

クオカード金額

（キャンペーン期間中は別基準になります）

　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、ぜひご紹介ください。
　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。

①市内の中小企業等に勤務する事業主又は勤労者（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）



【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。】
― 朝９時から受付　FAX番号： 029-233-1126 ―

ご家族や職場の仲間、お誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください！

5月11日（月）9：00から5月12日（火）17：00まで申込受付日

会員及び登録家族対　　象

取扱旅行社 〇常陸大宮市泉541-207　　℡0295-54-0304／FAX0295-54-1611
　（営業時間：月曜日～土曜日9：30～18：00　日・祝日は休業）

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

１１，０００円会　　員　
１３，０００円登録家族

（通常１６，０００円）参 加 料

（往復バス代、入場料〔Ｓ席〕、昼食代〔お弁当〕、保険料込み）

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「宝塚○コース」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。）　

日本人の精神性の原点ともされる「雪月花」。
四季折々の自然の美しさ、そこから生まれる心情をテーマに紡ぎ上げる、宝塚歌劇ならではの日本物レビュー。
宝塚歌劇の伝統である洋楽での日本舞踊の魅力を、より多くの人々にお届け出来るよう、世界中で愛され続け
る名曲を用いて構成致します。また、この作品は、歌舞伎界のみならず様々な舞台で活躍を続ける坂東玉三郎
氏が初めて宝塚歌劇の監修にあたります。

1900年、パリ。モンマルトルの丘の麓に位置する歓楽街ピガール。
そこは多くの芸術家たちが集い、あまたの恋が生まれた場所でもあります。シェイクスピア喜劇の最高傑作と言わ
れる「十二夜」の世界を、ベル・エポック（輝かしき時代）と謳われた古き良き時代のパリ・ピガールに移し、当時
活躍した実在の人物を巧みに織り交ぜ描き出すミュージカル。
舞台は、今もピガールに残るミュージック・ホール「ムーラン・ルージュ」。まさに時代の象徴とも言えるこの場所に、
偶然にも顔を揃える様々な秘密を背負った男女。彼らの思いが幾重にも絡み合い繰り広げられる恋の駆け引
き、恋の鞘当てが、明るく楽しく軽妙洒脱に、そしてロマンティックに展開する祝祭劇です。彼らの恋の顛末と共
に、ミュージック・ホールを彩る美しく豪華絢爛なレビューシーンも大きな見どころ。ベル・エポックのパリならではの
煌びやかで華やかなムードを更に盛り上げます。

監修／坂東 玉三郎　作・演出／植田 紳爾

作・演出／原田 諒

©宝塚歌劇団 Photographer 下村一喜

行　　程 水戸駅南口（9:30） ⇒ 水戸南ＩＣ（9:45頃） ⇒ （北関東道・常磐道・首都高） ⇒ 東京宝塚観劇〔昼食・
鑑賞〕⇒ 銀座散策 ⇒ （首都高・常磐道・北関東道） ⇒ 水戸南ＩＣ ⇒ 水戸駅 南口（20:10頃）

水戸駅南口（8:00） ⇒ 水戸南ＩＣ（8:15頃） ⇒ （北関東道・常磐道・首都高） ⇒ 東京宝塚観劇〔昼食・
鑑賞〕⇒ 銀座散策 ⇒（首都高・常磐道・北関東道） ⇒ 水戸南ＩＣ ⇒ 水戸駅 南口（17:40頃）

7/15
（水）

7/26
（日）

※7/15（水）は13：30開演、7/26（日）は11：00開演

水戸駅南口「ホテルテラス・ザ・ガーデン水戸前」集合・出発

日　　時 7月15日（水） 9：30 7月26日（日） 8：00Aコース Bコース

募集人員

※いずれも先着順

4０名 12０名Aコース Bコース（窓口受付12名、ＦＡＸ受付28名） （窓口受付36名、ＦＡＸ受付84名）

①坂本冬美
②島津亜矢
③東武動物公園

④日帰り人間ドック
⑤ハワイアンズ
⑥さくらんぼ狩り

5/7（木）～8（金） 5/8（金）～11（月）

行 事 名 受 付 日 行 事 名 受 付 日 行 事 名 受 付 日
⑦宝塚観劇
⑧納涼パーティー
⑨ハーブクラフト教室

5/11（月）～12（火）

※下記、行事参加申込の受付開始は、午前９時からとなります。

日帰り

サービスセンターNEWS10


