
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 ―

ご家族やお友達、お誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください！

7月7日（火）9：00から7月8日（水）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（７:00） ⇒ 水戸南ＩＣ ⇒ 壬生ＰＡ(休憩) ⇒ 悴田梨園（梨狩り〔試食＋２個もぎ取り〕） ⇒ 伊香保
「時代屋」（昼食〔桜御膳〕） ⇒ 原田農園（りんご狩り〔30分食べ放題〕＋ぶどう狩り〔試食＋1房もぎ取り〕・
お買い物） ⇒ 壬生ＰＡ（休憩） ⇒ 水戸南ＩＣ ⇒水戸駅南口（18：00頃）

〇水戸市袴塚3-5-36　℡029-251-3125／FAX029-251-3276
　（営業時間：月曜日～土曜日　9：30～18：00　日・祝日休業）

○総合旅行業務取扱管理者:山崎 剛　担当:佐々木 佑香　○茨城県知事登録旅行業　第2-594号

茨城交通(株)水戸オフィス

行事名欄に希望日を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「季節の果物狩り○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。）　

6，5００円会　　員　
登録家族　

（通常9,500円）

（りんご狩り） （昼食イメージ）

（ぶどう狩り）

いずれも7：00　水戸駅南口「ホテルテラス・ザ・ガーデン水戸前」集合・出発

9月24日（木） 9月27日（日）Aコース Bコース

4０名 12０名
※いずれも先着順

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）

7，5００円
6，0００円（４歳～小学生）

（往復バス代、入園料、土産代、昼食代、保険料込み） 
 （小人）
 （大人）

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

一般財団法人　水戸市勤労者福祉サービスセンター

サービスセンターNEWS （隔月/1・3・5・7・9・11月発行）

全福センター加盟

No.158
令和2年（2020）

7月号

　7月号サービスセンターニュースNo.158の掲載記事につきましては、新型コロナウイルスの
感染拡大防止のため、会員皆様の安全を第一に考えたうえでの実施とさせていただきます。
　何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。

お知らせ



8月・9月の事業のご案内

７月6日（月）9：00から７月7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 ―

インテリア装飾性の高いガラス瓶に乾燥した植物をシリコンオイルや
流動性パラフィンなどに浸し、鑑賞目的の植物標本を作ってみませんか！

恒例のボウリング大会です。
職場の仲間と、ご家族そろって
ぜひご参加下さい。
盛りだくさんの賞品を用意しています。

恒例のボウリング大会です。
職場の仲間と、ご家族そろって
ぜひご参加下さい。
盛りだくさんの賞品を用意しています。

9月3日（木）　１８：３０から２０：３０まで日　　時
※講師 フラワーデザイン教室「ナップウィード」（倉田栄子）

3０名 （窓口受付9名、ＦＡＸ受付21名）募集人員
※先着順

申込方法 「行事参加申込書（行事名は「ハーバリウム」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。）　

7月8日（水）9：00から7月9日（木）17：00まで申込受付日

会員及び登録家族対　　象

１８：３０集合時間 １９：００ゲーム開始時間

9月11日（金）日　　時

水戸グリーンボウル会　　場
（水戸市新原２-１-３７）　ＴＥＬ029-253-4439

ケーズデンキスタジアム水戸 「会議室」会　　場
（水戸市小吹町2058-1）　℡029-241-8484

12０名 （窓口受付36名、ＦＡＸ受付84名）募集人員 ※先着順

（ゲーム代、貸し靴代、賞品代、参加賞代、軽食代込み）

1，5００円会　　員　
2，0００円登録家族　

参 加 料 （通常3,000円）

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。）　

1，5００円会　　員　
2，0００円登録家族　

参 加 料 （通常2,500円）

（材料代、講師代、会場使用料込み）

内　　容 ・ガラス瓶にお好きなドライフラワーやブリザーブドフラワーを入れて、シリコン系のオイルを瓶に注ぎ
 ハーバリウムを作製します。
・３種類のガラス瓶（Ｓサイズ「高さ１２㎝」、容量１００㎖）から２本作製し、お持ち帰り頂けます。

ゲーム内容 １人２ゲームとする。
◇団体戦 レーン毎の平均得点で競う　   ◇個人戦 男子の部、女子の部
※マイボールの使用はできません。

ハンディキャップ ◇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。

（イメージ）
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今年も、ひたちなか市
サービスセンターと
合同企画で開催します。

みんなで
楽しみましょう！

申込方法 「行事参加申込書（行事名は「ハゼ釣り体験」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 ―

7月7日（火）9：00から7月8日（水）17：00まで申込受付日

会員及び登録家族対　　象

舟からハゼ釣り！ のんびり体験してみませんか！

6０名 （窓口受付１8名、ＦＡＸ受付42名）募集人員 ※先着順

「船宿  広浦屋」会　　場 (茨城町涸沼広浦秋の月)

9月19日（土） 雨天決行　７：００(現地集合)　日　　時

ハゼ釣り(８：００～１１：００)　お楽しみ昼食会(１１：３０～１３：００)　

チケット
あっせん

内　　容 <ハゼ釣り>
◇ご自分の竿をお持ちください。お持ちでない方は、参加申込書の備考欄に「貸
　し竿」と記載してください。その場合参加料の他に会員・家族とも別途５００円
　がかかりますのでご了承ください。
◇釣り舟は用意しております。
◇参加者には全員に地元産しじみのお土産付です。
<お楽しみ昼食会>
◇当日は参加者の皆様が楽しめるような昼食を用意しております。

（舟代、えさ代、昼食代、お土産（しじみ）代、保険代等込み）

1，5００円会　　員　
2，0００円
1，0００円

登録家族 (大人)　
参  加  料 （通常4,000円）

(４才～小学生)（小人）

涸沼
広浦港

涸沼
自然公園

名勝広浦
広浦公園

いこいの村涸沼

集合場所
「船宿広浦屋」

7月3日（金）9：00から7月6日（月）17：00まで申込受付日

１会員2枚まで （100枚まで先着順）あっせん枚数

Lake View Night Garden de BBQ

会員のみ対　　象

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「ビアガーデン○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7月18日（土）～令和2年9月12日（土）
※8月13日（木）～16日（日）は休業日　※予約優先(フリー対応可)

利用時間 17：00から22：00まで（フードLO/21：00、ドリンクLO/21：30）
※必ず予約してからご利用ください。
※コロナウイルス感染拡大の状況により、営業時間を変更する場合がございます。

ホテルレイクビュー水戸 1階「レストラン前ガーデン」場　　所
（水戸市宮町1-6-1）　℡029-224-2727

あっせん価格 (大人)
（中学生～19歳以下）
（小学生）

3，2００円
2，0００円
1，2００円

（通常4,500円）税込

（通常3,000円）税込

（通常2,000円）税込

〔料理内容〕
バーベキューセット肉類又は海鮮類のどちらかをお
選びください。
（肉類）牛バラスライス、豚バラ、牛タン、ソーセージ、枝豆
（海鮮類）ホタテ、イカ、エビ、大アサリ、枝豆
（焼き野菜）お代わり自由
※焼き野菜は、肉類・海鮮類どちらにも付きます。
※その他、単品メニュー（有料）もあります。
※小学生はバーベキューセットではなく、ハンバーグ、
　ソーセージ等での対応となります。
〔ドリンクMENU〕
・生ビール ・ハイボール ・サワー ・ソフトドリンク等

※バーベキューセット+2時間飲み放題付
※雨天の場合は、中止となります。
※19歳以下はソフトドリンクのみ対応。
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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 ―

サービスセンターNEWS4

7月2日(木)9：00から7月3日(金)17：00まで申込受付日

１会員4枚まで （67枚まで先着順）あっせん枚数

１会員3セットまで （500セットまで先着順）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

7月8日（水）9：00から7月9日（木）17：00まで申込受付日

会員のみ対　　象

会員のみ対　　象

大観覧車をはじめ、２２種類以上のアトラクションが揃う遊園地！！
１日楽しめるのりもの券！

（ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
国営ひたち海浜公園場　　所

（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 行事名欄にセット数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「ひたち海浜公園○セット」
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。）　

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。）　

※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）

無期限利用期間

あっせん価格 1セット1，5００円 （のりもの券3,000円分）
※サービスセンターより一部補助しております。
※入園料金、駐車料金は別料金になります。
※3歳以上有料となります。
※のりものには利用制限がありますのでご注意ください。
※レンタサイクル・現金払い施設は別料金になります。
※のりもの券に関するお問い合わせはプレジャーガーデン（遊園地）まで（TEL 029-265-8185）



全国のファミリーレ
ストランや居酒屋、
ファーストフードなど
約35,000店舗で使
える便利なカード。
有効期限が無いの
も魅力です。

・ガスト ・ロイヤルホスト ・バーミヤン ・デニーズ ・ココス ・ジョナサン ・夢庵 ・レッドロブスター ・元気寿司 ・すしおんど ・小僧寿司 ・宝島 ・安楽亭 ・しゃぶ菜
・フォルクス ・ペッパーランチ ・焼肉でん ・すたみな太郎江戸一 ・味の民芸 ・カーニバルブッフェ ・千年の宴 ・さかなや道場 ・Sushi花館小僧寿司チェーン
・和民 ・居酒屋笑笑 ・銀座ライオン ・飲み食い処魚民 ・はなの舞 ・白木屋 ・モスバーガー ・グルメドール ・グラッチェガーデンズ ・エムズダイニング
・ジョリーパスタ ・ロッキーズ ・ケンタッキーフライドチキン ・サーティワンアイスクリーム ・吉野家 ・西武百貨店 ・パルコ ・そごう ・アクアシティお台場 ・ラケル
・ビストロスタジアム ・ラパティオレ ・ラーメン山岡屋 ・大地の食卓 ・千両 ・フライングガーデン ・小吃坊 ・カラオケビッグエコー ・ステーキ宮 ・すし三崎丸
・そば匠十兵衛 ・江戸屋ごはん処 ・福福屋 ・備長扇屋 ・カレーハウスCoCo壱番屋 ・水戸京成百貨店9Fスカイガーデン ほか　　　　　　　　　　　

主なジェフグルメカード加盟店 https://www.jfcard.co.jpでも取扱店を確認できます。

【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 ―

7月9日（木）9：00から7月10日（金）17：00まで申込受付日

１会員1セット （1,000セットまで先着順）あっせん枚数

大好評！ いつでも使えるグルメチケット。

チケット
あっせん

無期限日　　時

会員のみ対　　象

サービスセンターNEWS 5

申込方法 「行事参加申込書（行事名は「グルメカード」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 4，0００円 （500円券×10枚）

削　除

変　更

●いこいの村しまね　●レスパール藤ヶ鳴 （ガイドブック98ページ） 

●ホテルサンバレー那須（ガイドブック86ページ） 

⇒

1泊2食（夕朝：バイキング）付料金税込 区　分 提携料金

4月29日（土）～

4月30日（日）～5月1日（月）

5月2日（火）～

5月3日（水）～5月5日（金）

5月6日（土）～

7月15日（土）～7月16日（日）

7月17日（月）～7月21日（金）

7月22日（土）～

8月5日（土）～8月9日（水）

8月10日（木）～8月14日（月）

8月15日（火）～8月19日（土）

8月20日（日）～8月26日（土）

8月27日（日）～

※上記料金は、ホテルタイプ定員での料金です。
※上記契約料金以外に施設が独自に集客するインターネットプラン及びその他プラン等併用不可。

・フォレストヴィラ　洋室2～3名・メゾネット4～5名
・オリエンタルガーデン　洋室2～3名
・ガーデンスィート　和室2名・メゾネット2～3名・和洋室4～5名
・アネックス　洋室2～3名　※1名様利用の場合2,160円増、但し7/23～8/27までの期間は除外日となります。
・ふくろうの森　洋室2～3名　※フォレストヴィラ、オリエンタルG、ふくろうの森は全室禁煙
　※ホテル直行バス運行　（池袋・さいたま新都心）（西船橋・松戸）
　　ご予約制・有料　※運休有り

【ご宿泊ホテル】

【子供料金】

13,500円

17,500円

19,000円

17,500円

19,000円

28,800円

20,300円

13,500円

17,500円

20,300円

13,500円

20,000円

19,000円

20,300円

22,000円

28,800円

22,000円

19,000円

17,000円

13,500円

17,500円

平日 休日

休前日 平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

平日 休日

休前日

5月7日（日）～7月14日（金）

7月23日（日）～8月4日（金）

4月1日（土）～4月28日（金）

1泊2食（夕朝：バイキング）付料金税込 区　分 提携料金

12月23日（土）～12月24日（日）

12月25日（月）～12月28日（木）

12月29日（金）～12月30日（土）

12月31日（日）～1月1日（月）

1月2日（火）～1月3日（水）

1月4日（木）～1月5日（金）

1月6日（土）～1月7日（日）

22,000円

13,500円

17,500円

12,800円

16,200円

20,300円

17,500円

22,000円

28,800円

23,700円

17,500円

16,200円

12,800円

16,200円

20,300円

13,500円

17,500円

10月7日（土）～10月8日（日）

10月9日（月）～11月26日（日）

1月8日（月）～3月16日（金）

3月18日（日）～3月31日（土）

消費税・サービス料込み・入湯税別途

3月17日（土）～

11月27日（月）～12月22日（金）

8月28日（月）～10月6日（金）

・小学生 大人料金の70％

・幼児（3才以上） 大人料金の50％

・乳幼児（０才～２才） 1,080円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・

1泊2食（夕朝：バイキング）付料金税込 区　分 提携料金

4月28日（火）～5月1日（金）

5月2日（土）～5月4日（月）

5月5日（火）～

7月23日（木）～7月31日（金）

8月1日（土）～8月7日（金）

8月8日（土）～8月15日（土）

8月16日（日）～8月22日（土）

8月23日（日）～8月28日（金）

8月29日（土）～

8月30日（日）～8月31日（月）

9月19日（土）～9月21日（月）

11月21日（土）～11月22日（日）

※上記契約料金以外に、インターネットプランとの併用は不可となります。
※上記契約料金以外に、宴会プランでの対応可。

◎別途料金にて、コース料理変更可

◎連泊の場合、1泊に付き1,000円引き

7/23・9/21・11/22は休日前料金になります。

基本　館はおまかせ
・本館　和室2～5名
・フォレストヴィラ　洋室2～3名・メゾネット4～5名
・ガーデンスィート　和室2名・メゾネット2～3名・和洋室4～5名
・アネックス　洋室2～3名　※1名様利用の場合2,160円増
・ふくろうの森　洋室2～3名　※特別室、露天付のお部屋は除外となります。
・オリエンタルガーデン　洋室2～3名　
　※大人のみ1泊に付き入湯税150円別途かかります。
　※フォレストヴィラ、オリエンタルガーデン、ふくろうの森は全室禁煙

※ホテル直行バス運行　
　（池袋・さいたま新都心）
　（西船橋・松戸）
　（町田・八王子）
　（佐野・小山・宇都宮）
　　◎要問合せ・御予約制
　　※運休日有り

【ご宿泊ホテル】

【子供料金】

12,650円

15,950円

16,800円

29,800円

22,300円

13,200円

16,500円

18,800円

20,300円

29,800円

22,300円

19,300円

20,300円

14,300円

13,200円

16,600円

20,300円

19,300円

12,650円

15,950円

5月6日（水）～7月22日（水）

4月1日（水）～4月27日（月）

1泊2食（夕朝：バイキング）付料金税込 区　分 提携料金

23,500円

29,800円

24,300円

22,300円

14,300円

11,550円

16,500円

13,200円

17,800円

12月26日（土）～12月30日（水）

12月31日（木）～1月1日（金）

1月2日（土）～

1月3日（日）～

1月4日（月）～

1月5日（火）～3月19日（金）

3月20日（土）～3月31日（水）

消費税・サービス料込み・入湯税別途

9月1日（火）～11月20日（金）

11月23日（月）～12月25日（金）

・小学生 大人料金の70％

・幼児（3才～未就学児） 大人料金の50％

・施設使用料1泊に付2,200円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・
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（令和2年4月1日～令和2年5月31日実施分）

期　　日
場　　所
参加人数

５月２０日（水）・２１日（木）・２２日（金）
茨城県メディカルセンター　
３5名

映画鑑賞助成 （大人） 55件 （小人） 4件
指定宿泊助成 （会員） 3件 （家族） 0件
定期健康診断助成 （＠1,000） 156件
 （＠500） 5件
人間ドック受検助成　   37件

●助成事業

●東京ディズニーランド遊園ツアー

新型コロナウィルス
感染拡大防止のため
延期

●１日人間ドック

●八方ヶ原・ミツモチ山日帰りハイキング
●第２４回ソフトボール大会

２９2枚
●東武動物公園ハッピーフリーパスチケットあっせん
あっせん枚数

１45枚
●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

●第50回記念理事長杯ゴルフ大会
●飾り巻き寿司教室
●前川清＆川中美幸 二人爆笑コンサート2020
　チケットあっせん

・・・・・令和２年　第３回理事会・定時評議員会・・・・・
　去る５月１９日に、令和２年第３回理事会が、また６月１２日には令和２年定時評議員会がそれぞれホテル
レイクビュー水戸において開催され、令和元年度事業報告及び収支決算について、それぞれ承認されまし
た。概要は下記のとおりです。

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 共済事業収入
⑦ 諸収入
⑧ 特定資産取崩収入
　 ・前期繰越収支差額

給付件数 １，４７９件

映画鑑賞助成 ２，８７３件
宿泊助成 ９５件
人間ドック受検助成 ７１１件
定期健康診断受検助成 ９６３件

（内訳） 祝金 １，１２０件
弔慰金 ２８５件
見舞金 ７４件

〔自己啓発事業〕
飾り巻き寿司教室ほか
２４事業 参加者 ４，０３６名

〔余暇活動事業〕
東京ディズニーリゾート
特別利用券助成ほか
３１事業 参加者 １１，４０３名

〔健康維持増進事業〕
第２３回ソフトボール大会ほか
１４事業 参加者 ２，８０８名

支　出　合　計

収　入　の　部

収 入 の 部 支 出 の 部

支　出　の　部
科　　　目 予　算　額

実
施
事
業 各

種
助
成

給
付
事
業

決　算　額 科　　　目 予　算　額 決　算　額

（単位：円）

令和2年6月15日現在

●令和元年度　収支決算報告

●令和元年度　事業報告

5,000
3,000

63,050,000
35,748,000
40,205,000
20,526,000
182,000
2,000

576,000
160,297,000

4,255
2,485

65,217,000
35,748,000
35,581,303
18,980,000
170,503

0
1,697,301

157,400,847

44,698,715
97,690,503
16,251,497
1,500,000
156,285

160,297,000
5,903,843

157,400,847

44,186,073
89,559,434
16,251,497
1,500,000

0

① 管理運営費支出
② 事業費支出
③ 共済保険料支出
④ 特定資産取得支出
⑤ 予備費支出

・次期繰越収支差額

次期繰越
収支差額

２７，１６０，０００円
・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・

基本財産運用収入
特定資産運用収入

会費等収入

補助金収入
22.7%

56.9%

28.1%

0.9%

10.3%
3.8%

22.6%

12.1%

0.1%

1.1%

0%

41.4%
福利事業
収入

共済事業
収入

諸収入

前期繰越収支差額 特定資産取得
支出

共済保険料
支出

事業費支出

管理
運営費
支出

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、当サービスセンターであっせんした施設が現在休館中となっております。
つきましては、下記のとおり利用期間が延長になりますのでお知らせいたします。

チケット名

令和2年2月1日（土）から令和3年1月31日（日）まで

令和2年6月30日（火）まで

令和3年3月31日（水）まで

令和2年4月6日（月）から当面の間臨時休園
※再開後、改めてお知らせいたします。

令和2年8月31日（月）まで
※現在も臨時休館中により、さらに利用期間の延長あり

令和3年3月31日（水）まで
※6/1（月）より、動物園と一部アトラクション、飲食・売店施設の営業を再開いたしました。

利用期間（変更前） 利用期間（変更後）

なか健康センター

スパリゾートハワイアンズ

東武動物公園
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令和2年4月1日～令和2年5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

36件
29件
40件
39件
50件
14件
13件
10件
5件
13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）

27件
68件
90件
3件
14件

4件
3件
1件
34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

●栗原小夜子（継続） ●（社福）よつ葉会 よつ葉吉沢保育園●菊地三枝子（継続）
令和2年4月1日～令和2年5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 ―

ケンタッキー・フライド・チキン
各店でご利用いただけます。

７月2日(木)９：００から７月3日(金)１７：００まで申込受付日
申込方法 「行事参加申込書（行事名は「ＫＦＣ」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。）　

①KFCカード
②東武動物公園
③マスクプレゼント
④ビアガーデン

⑤ハーバリウム教室
⑥ハーゲンダッツ
⑦季節の果物狩り
⑧ハゼ釣り体験

7/2（木）～3（金）

7/3（金）～6（月）

7/6（月）～7（火） 7/8（水）～9（木）

7/7（火）～8（水）

行 事 名 受 付 日 行 事 名 受 付 日 行 事 名 受 付 日

⑨ボウリング大会
⑩海浜公園のりもの券
⑪グルメカード 7/9（木）～10（金）

※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。

　新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、センター事業の中止または延期等に
より、会員の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしております。
　つきましては、今回、特別企画を計画しましたので、お申込みをお待ちしております。
　一日も早く新型コロナウイルスの感染が収束し、平穏な日々を取り戻せますよう
お祈り申し上げます。

対　　象 会員のみ

利用期間 令和4年6月30日まで
※ただし、店頭でご利用またはチャージすると、その日
　から有効期限が２年間更新されます。

※ギフト券1枚で①ミニカップ・②クリスピーサンド
　③バーのいずれか2個と交換できます。

あっせん枚数 １会員1セット（1,000セットまで先着順）
あっせん価格 4,500円 (3,000円券×2枚)

全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、
デパート等のハーゲンダッツ商品取扱店で交換できます。

７月6日(月)９：００から７月７日(火)１７：００まで申込受付日
申込方法 「行事参加申込書（行事名は「ハーゲンダッツ」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。）　

７月3日(金)９：００から７月6日(月)１７：００まで申込受付日

申込方法 「行事参加申込書（行事名は「マスクプレゼント」と記載）」及び会員氏名を記入のうえ、
FAXまたはセンター持参にて応募してください。

そ　の　他 抽選後、当選者のみ通知にて引き換え日をお知らせいたします。

対　　象 会員のみ

対　　象 会員のみ

抽選で180名の方に
プレゼントさせて
いただきます。

内　　容 ５０枚入りマスク１箱（白色）

利用期間 無期限

あっせん枚数 １会員1セット（1,000セットまで先着順）
あっせん価格 2,800円 (740円券×6枚)

チケット
あっせん

チケット
あっせん

【サイズ】１７．５㎝×９．５㎝ 
【素　材】本体・フィルター部
　　　　(ポリプロピレン)

特別企画

①ミニカップ ②クリスピー
　サンド

③バー
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