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原　　　毅

　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。

　日ごろから、市政運営の各般

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。

　新型コロナウイルス感染症

は、感染拡大の波を繰り返し、

人と人との直接的なコミュニ

ケーションが減少するなど、私

たちの暮らしは影響を受けると

ともに、まちはこれまでのにぎわいを失い、社会経済活

動においても大きな打撃となりました。

　本市におきましては、市民が安全と安心を肌で感じ健

やかに暮らし続けることができる環境を取り戻すため、

保健所の体制を強化しながら、ワクチン接種に最優先で

取り組むとともに、積極的に感染症対策を推し進めてま

いりました。

　私は、感染症と共存しながら水戸のまちが発展してい

けるよう、「元気な明日を目指す健康都市宣言」に基づ

く健康づくりを着実に進めるとともに、企業が活動しや

すい環境を創出するなど、地域の独自性を生かした実効

性ある経済の活性化策を展開してまいりたいと考えてお

ります。

　会員の皆様に対しましては、今後も水戸市勤労者福祉

サービスセンターへの支援を通じて、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、様々

な福利厚生事業を展開しながら、勤労意欲の向上、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、貴サービスセンター及び会員の皆様にと

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

迎えられたことと心よりお慶び

申し上げます。また、日頃より

当サービスセンターの各種事業

運営にご理解、ご協力を賜り厚

くお礼申し上げます。

　昨年は、依然予断を許さない

新型コロナウイルス感染症の

中、各施設の休園やバスツアー

の中止など、会員の皆様には多

大なご迷惑をおかけしました。サービスセンターといた

しましては、これらに代わるものとして、皆様にご自宅

で楽しんでいただけるような特別企画事業を実施するな

ど、手探りの１年となりました。

　以前のような日常を取り戻すまでには、いましばらく

かかるかと思いますが、今後も新型コロナウイルス感染

症の感染状況を確認しながら、会員並びにご家族の皆様

方の安全を第一に考え、安全安心な福利厚生サービスを

提供してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い

申し上げます。

　本年も会員事業所のますますのご発展と会員並びにご

家族の皆様方のご健康とご多幸を心から祈念いたしまし

て、新年のご挨拶とさせていただきます。
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問合わせ・お申込み

2月18日 （金）
18:30
19:00
大学ボウル水戸店

（水戸市元吉田町 1059-3）　TEL029-248-3551
◇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。
会員のみ
69名

※申込者多数の場合は抽選となります。

※申込は先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。
会　　員　1,500円（通常3,000円）

（ゲーム代、貸し靴代、賞品代、参加賞、軽食代等込み）
1月7日（金）から1月10日（月）まで
「行事参加申込書（行事名は「ボウリング大会」と記載）」でFAX、HPまたはセン
ター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。
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２月･３月の事業のご案内２月･３月の事業のご案内

2月8日 （火）　

18:30 から 20:30 まで
※講師　小川浩美（Ruum ルウム代表）

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

会員及び登録家族

30名（最少催行人員 15 名）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

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）

・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
１月６日（木）から１月７日（金）まで
「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、HPまたは
センター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

3月13日 （日）　

10:00 から 12:00 まで
※講師　城山美穂（水戸市植物公園係長）

水戸市植物公園「作業棟実習室」
（水戸市小吹町 504）TEL029-243-9311
※集合場所は、水戸市植物公園「料金所前」となります。

会員のみ

30名（最少催行人員 15 名）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

会　　員　1,500円（通常2,700円）
（材料代、講師代、入場料等込み）

軍手、エプロン
1月７日（金）から1月10日（月）まで
「行事参加申込書（行事名は「ガーデニング教室」と記載）」でFAX、HPまたはセンター
持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

日 時

会 場

対 象

募集人員

参 加 料

申込方法
申込期間

そ の 他

春のガーデニング教室春のガーデニング教室

プリザーブドフラワー教室プリザーブドフラワー教室

日 時

会 場

対 象

募集人員

参 加 料

申込期間

用意するもの

用意するもの

申込方法

そ の 他

プリザーブドをクラフト感覚で楽しみましょう！

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！

(昨年の教室より)

(昨年の教室より)



そ の 他

第56回ボウリング大会第56回ボウリング大会
日 時
集合時間 ゲーム開始時間
会 場
ゲーム内容

ハンディキャップ

対 象

募集人員

参 加 料

申込期間
申込方法

2月18日 （金）

１８：３０　　　　　　　　　　　　１９：００

大学ボウル水戸店（水戸市元吉田町 1059-3） ℡029-248-3551

※マイボールの使用はできません。

※今大会は、１ゲーム目の成績で個人戦のみ順位を決定させていただきます。
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、表彰式は行いません。

会員のみ
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、１レーン３名までの人数制限がある為、
　今回の大会は会員のみ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。

69名（最少催行人員 40 名）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

1,500円（通常 3,000 円）（ゲーム代、貸し靴代、賞品代、参加賞、軽食代等込み）

１月７日（金）から１月10日（月）まで
「行事参加申込書（行事名は「ボウリング大会」と記載）」でFAX、HPまたはセンター
持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

１人２ゲームとする。
◇個人戦　男子の部、女子の部

◇70歳以上　15ピン　　◇女子及び中学生　10ピン
◇50歳以上　  5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。

職場の仲間やお友達と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。
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対 象

会 場

日 時

募集人員

あっせん価格

3月 6日 （日）  　

〔１回目〕10:30（開場）／ 11:30（開演）
〔２回目〕14:30（開場）／ 15:30（開演）

ザ・ヒロサワ・シティ会館（大ホール）

（水戸市千波町後川 745）

会員及び登録家族

〔１回目〕100名

〔２回目〕100名

※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。
　慌てず申込期間内にお申し込みください。

会　　員　3,000円（通常4,000円）

登録家族　3,500円

※全席指定席
※３歳以上有料、３歳未満の入場不可。

１月５日（水）から１月６日（木）まで
行事参加名欄に１回目・２回目の区分を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「笑い
イチ○回目」と記載）」でFAX、HPまたはセンター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

あっ
せん 笑 い イ チ i n 水 戸笑 い イ チ i n 水 戸

申込期間

申込方法

そ の 他

〔出演者〕サンドウィッチマン／永野／カミナリ／東京ホテイソン／ロケット団
　　　　 ゾフィー／わらふぢなるお
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あっ
せん

今シーズンよりＢ１へ昇格した茨城ロボッツ。
北の古豪“秋田”と強力シューター擁する“富山”にホームで雪辱を期す！

Ｂリーグ観戦「茨城ロボッツ」Ｂリーグ観戦「茨城ロボッツ」

対 象

会 場

日 時

あっせん枚数

あっせん価格

申込期間

申込方法

そ の 他

2月2日（水）・5日（土）・6日（日）

〔２日（水）〕　対　秋田ノーザンハピネッツ（試合開始）19:05
〔５日（土）〕　対　富山グラウジーズ　　　 （試合開始）14:05
〔６日（日）〕　対　富山グラウジーズ　　　 （試合開始）14:05

アダストリアみとアリーナ
（水戸市緑町 2-3-10）

会員のみ

各日50枚 （１会員４枚まで）　※各日あわせて４枚まで
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

大人 2,000円（通常3,500円）

小人（小・中・高校生） 1,300円（通常2,300円）
※いずれも１階指定席Ｅになります。（座席の指定はお選びできません。）
※新型コロナウイルス感染症対策として前後左右を１席空けての着席となります。
※開催概要が変更になる場合があります。最新の情報は茨城ロボッツ公式ホームページでご確認ください。
※会場併設の駐車場は有料・事前予約制となっております。予約方法など詳細は茨城ロボッツホームページでご確認
　ください。

１月５日 (水) から１月６日 (木) まで
行事名欄に希望日、区分及び枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「Ｂリー
グ○日、大人○枚、小人○枚」と記載 )」でFAX、HPまたはセンター持参にてお申し
込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

レアチーズタルトレアチーズタルトあっ
せん

内 容

対 象

あっせん価格

あっせん個数

申込期間

そ の 他

レアチーズタルト（６個入 ×２箱）

会員のみ

300セット （１会員１セット）

1,500円（通常2,760円）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。
　慌てず申込期間内にお申し込みください。

1月20日（木）～2月20日（日）

※月曜日は休館となります。
※１日の製造個数に限りがありますので、事前に「森のシェーブル館」に引換日を連絡のうえ、
　下記、引換場所にて各自「レアチーズタルト」のお引換えをしてください。

森のシェーブル館
（水戸市全隈町 1454「水戸市森林公園内」）　TEL029-255-1482

9:00～16:00

1月6日 (木) から1月7日 (金) まで

「行事参加申込書（行事名は「レアチーズタルト」と記載 )」で FAX、 HP またはセンター
持参にてお申し込みください。

抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

申込方法

引換期間

引換場所

引換時間

（イメージ）

〇IRSE/Akihide TOYOSAKIC



ク　オ　カ　ー　ドク　オ　カ　ー　ドあっ
せん
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利用期限
対 象
あっせん枚数

申込期間
申込方法

あっせん価格

そ の 他

主なクオカード加盟店

無期限
会員のみ

1,000セット （１会員１セット）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。

4,500円（3,000円カード×２枚）

1月11日 (火) から1月12日 (水) まで
「行事参加申込書（行事名は「クオカード」と記載)」 で
FAX、 HPまたはセンター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

コンビニエンスストア、ドラッグストア、
ファミリーレストランなど、日本全国
約６０,０００店で使える便利なギフトカード。

https://www.quocard.com/member/ でも取扱店を確認できます。

申込期間
申込方法

そ の 他

スパリゾートハワイアンズ 悠健チケット(入場券)スパリゾートハワイアンズ 悠健チケット(入場券)あっ
せん

令和4年9月30日(金)まで

スパリゾートハワイアンズ
（福島県いわき市常磐藤原町蕨平50）　TEL 0246-44-2816

会員のみ

200枚 （１会員４枚まで）
※申込者多数の場合は抽選となります。
※先着順ではありません。慌てず申込期間内にお申し込みください。
※定数を超えた場合は、９月号及び１１月号で申込されなかった方を
　優先させていただきます。

800円（大人、小人、幼児共通）
※有料施設は別料金となります。

　　一般入場料金　大人（中学生以上）3,570円
　　　　　　　　　小人（小学生）　　2,250円
　　　　　　　　　幼児（３歳以上）　1,640円

1月７日（金）から1月10日（月）まで
行事名欄に枚数を明記のうえ、「行事参加申込書（行事名は「ハワイアンズ〇枚」と記載）」
でFAX、 ＨＰまたはセンター持参にてお申し込みください。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

利用期間
利用できる施設

あっせん枚数

あっせん価格

対 象

～お得な「悠健チケット」を使って、遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！～

〔 〕
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ムーミンバレーパークのご案内ムーミンバレーパークのご案内
特別優待価格で１デーパスが購入可能!!

１デーパス

　大人（中学生以上） 2,700円（通常3,200円）
小人（４歳以上～小学生以下） 1,500円（通常2,000円）

※令和４年１月８日(土)～２月27日(日)までは、特別割引キャンペーンとして、
大人2,500円、小人1,４00円で購入いただけます。

■ 料金 ■

■ 購入方法 ■

■ アクセス方法・営業時間 ■

①専用サイトへ ②パスワード入力 ③購入枚数選択・購入
アクセス

QRコードより
専用サイトに
アクセスして
ください。

パスワードを入力し
てください。

PayPay決済・クレジット
カードに対応しております。

当日パークのエントランスでは
スマホにて購入画面をご提示
下さい。

〒357-0001　埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ
・狭山日高インターチェンジから県道262号線経由5.4km
・青梅インターチェンジから県道218号線経由約11km
・飯能駅北口から宮沢湖入り口まで約3km

・西武池袋線「池袋駅」より「飯能駅」下車
（ラビュー約40分　急行約48分）

・JR八高線「八王子駅」より「東飯能駅」下車（35分）

・平日：無料　　土日祝日：最大1,500円
土日祝に限り、メッツァビレッジで5,000円以上のお食事お買物を
いただいた方には駐車料金を無料にいたします。
※ムーミンバレーパークでのお買物は含まれません。

平　日：10:00～17:00
土日祝：10:00～18:00

平　日：10:00～18:00
土日祝：10:00～19:00

P

※来園前には必ず最新の営業時間、施設情報などを公式HPでご確認ください。

場 所

優待の内容

利用期間

たんばらスキーパーク優待券たんばらスキーパーク優待券
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。

群馬県沼田市玉原高原
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：２０２１年１１月２７日(土)～

２０２２年５月８日(日)
日　　程 種 別 通常価格 特別優待価格

〈Ａ日程〉
（土日祝、12/29～　

1/3を除く日程） 

〈Ｂ日程〉
（12/29～1/3、1/8～10、
2/11～13を除く土日祝）

〈Ｃ日程〉
（12/29～1/3、1/8～　

10、2/11～13）　 

大　人 4,700円 2,700円

シニア 3,900円 2,700円

小学生 3,200円 2,600円

大　人 4,700円 3,400円

シニア 3,900円 3,200円

小学生 3,200円 2,600円

大　人 4,700円 3,900円

シニア 3,900円 3,500円

小学生 3,200円 2,800円

２０２１年１１月２７日(土)～２０２２年５月８日(日)
※積雪状況により期間が変更になる場合がございます。

（優待券見本）
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東京ディズニーリゾート情報東京ディズニーリゾート情報
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事業実施報告
●秋のゴルフ教室
　期　　日　10月６日 (水）～29日 (金）
　場　　所　ゴル友練習場
　参加人数　10名
●「玉原高原」日帰りハイキング
　期　　日　10月17日 (日)
　場　　所　群馬県
　参加人数　39名
●第53回理事長杯ゴルフ大会
　期　　日　10月26日 (火)
　マナゴルフクラブにおいて、83名の参加のもと大会が開
　催され、熱戦を繰り広げました。
 【INコース】　　　　　　  OUT／IN　  NET
　　優　勝　小 松　　 伸　　36／47　　71.0
　　準優勝　小 島　忠 男　　36／45　　71.4
　　第３位　根 本　健 次　　36／43　　71.8
 【OUTコース】　　　　　  OUT／IN　  NET
　　優　勝　斉 藤　　 良　　35／36　　71.0
　　準優勝　前 田　明 宏　　42／36　　72.0
　　第３位　秋 葉 久美子　　52／36　　72.4
●はたらく男女のふれあいSTORY2021
　期　　日　11月７日 (日)
　場　　所　ワークプラザ勝田
　参加人数　40名（うち水戸市参加者５名）
●紅葉の鎌倉巡りと小町通り散策ツアー
　期　　日　11月17日 (水)・21日 (日)
　場　　所　神奈川県
　参加人数　57名
●そば打ち体験教室
　期　　日　11月27日 (土)
　場　　所　水戸市森林公園
　 　 　 　 　 (森の交流センター）
　参加人数　26名
●中村勘九郎 中村七之助 錦秋特別公演2021
　あっせん枚数　58枚
●童話劇「注文の多い料理店」
　あっせん枚数　11枚

●ホテルランチ食事券「ホテルレイクビュー水戸」
　あっせん枚数　207枚
●ホテルランチ食事券「プレジデントホテル水戸」
　あっせん枚数　227枚
●水戸京成ホテル
 「うま茨2021 秋～うまい！味めぐり～」
　あっせん枚数　728枚
●大相撲初場所観戦入場券
　あっせん枚数　12枚
●水戸市植物公園入園券
　あっせん枚数　35セット
●日立市かみね動物園入園券
　あっせん枚数　475枚
●日立市かみね動物園のりもの券
　あっせん枚数　268セット
●スパリゾートハワイアンズ入場券
　あっせん枚数　589枚
●すかいらーく優待券
　あっせん枚数　161セット
●　野家プリカ
　あっせん枚数　169セット
●茨城県内日帰り旅行クーポンチケット
　結城＆真壁歴史散策と「結城紬」はた織り体験
　いばらきフラワーパーク「秋のバラガーデンツアー＆食事プラン
　ガラス工芸体験と幻の花園牛ステーキランチ
●助成事業
　映画鑑賞助成 (大人)
　　　　　　　 (小人)
　指定宿泊助成 (会員)
　　　　　　　 (家族) 
　定期健康診断助成 (＠1,000) 
　　　　　　　　  (＠   500)
　人間ドック受検助成

ガイドブック内容変更のお知らせ

水戸市からのお知らせ

　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4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。申告書は、水戸市ホームページ（http://www.city.mito.lg.jp/）からもダウンロード可能
です。
　申告期限　令和４年１月３１日(月)（当日消印有効）　※必ず期限内に申告をお願いします。

　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
　　　　　　   ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送又はeLTAX（電子申告）による申請にご協力ください。

事業を営んでいる方は固定資産税（償却資産）の申告を事業を営んでいる方は固定資産税（償却資産）の申告を

看板、事務机、椅子、パソコン、コピー機、
エアコン、テナント施工の内装費、舗装路面、
太陽光発電設備など

厨房機器、接客用家具、カラオケ機器、
冷蔵庫など

理・美容椅子、消毒殺菌器、パーマ器など

陳列棚、冷蔵ストッカー、自動販売機など

洗濯機、ドライ機、脱水機、プレス機など

ブルドーザー、パワーショベル、
大型特殊自動車など

受変電設備、旋盤、フライス盤、圧縮機など

駐車場設備、アパートの屋外電気･給排水･
ガス設備、外溝、自転車置場など

共　　　通

飲 食 店 業

理・美容業

小　売　業

クリーニング業

建　設　業

工　　　場

不動産貸付業

〈
償
却
資
産
の
具
体
例
〉

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）

●成田ゆめ牧場   （ガイドブック66ページ）

●かんぽの宿いわき   （ガイドブック96ページ）

●ホテルウイングインターナショナル横浜関内  （ガイドブック97ページ）

●山 水 荘〔令和３年12月１日～令和４年末まで（予定）〕 （ガイドブック78ページ）休 館
削 除

223件
31件

5件
2件

105件
12件

146件

７名
中 止
21名
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みなさまの新しい仲間です

慶 弔 給 付 状 況
令和３年10月１日～令和３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。）

永 年 勤 続 祝

結 婚 記 念 祝

結 婚 祝

還 暦 祝
出 産 祝

入 学 祝

成 人 祝
傷 病 見 舞

死 亡 弔 慰

40年（30,000円）
35年（30,000円）
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）
満60歳（20,000円）
小学校（10,000円）
中学校（10,000円）

（20,000円）
（10,000～30,000円）
本人（100,000円～

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

10件
5件
9件
6件

13件
23件
17件

4件
5件
6件
5件

5件
22件

0件
2件
1件

10件

4件
4件
1件

25件

令和３年10月１日～令和３年11月30日加入分
　　　●井坂　克弘（個人）　　　　●アンクレール

（敬称略順不同）

会員加入状況（令和３年１２月１日現在）　●事業所数 １，７２８事業所　 ●会員数 ５，４５１名

中小企業で働くみなさんと事業主を応援します!!

１月･２月は加入促進月間です

クオカード進呈
ご紹介者様の特典

入会金無料
新規ご入会事業所様特典

期間中、ご紹介いただいた事業所が入会
されますと入会者１人につき1,000円分
のクオカードを進呈します。

期間中、ご入会された事業所は、入会金
（１人1,000円）が無料となります。
※新規で入会された事業所

新規事業所紹介カード
切り取らずこのままでご利用ください

029-233-112４ 〒310-0804 水戸市白梅3-9-31
（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター

TEL
FAX 029-233-1126

郵送

事業所名

事業所名 Ｔ Ｅ Ｌ

従業員数

所 在 地

代表者名

会員氏名

　　　　　　人

【ご紹介先】

（紹介の話をしてある方）

キャンペーン

１/1～２/２８皆さんのお取引先やお知り合いの事業所で
サービスセンターに加入していない事業所を
ご紹介ください。
センター事務局が入会のご説明に伺います。

新規会員ご紹介キャンペーン新規会員ご紹介キャンペーン



サービスセンターNEWS10

行　事　名　称 申込受付期間 行　事　名　称 申込受付期間
①笑いイチ
②Ｂリーグ
③レアチーズタルト
④プリザーブドフラワー教室
⑤ボウリング大会

⑥春ガーデニング教室
⑦ハワイアンズ
⑧クオカード
⑨お年玉プレゼント企画

１/５ (水)～６ (木)

１/６ (木)～７ (金)

１/７ (金)～10 (月)

１/７ (金)～10 (月)

１/11 (火)～12 (水)
１/31 (月) 必着

【行事参加申込期間一覧】

・受付開始日の午前中はFAXの受信が大変混み合います。行事参加申込の受付は先着順ではありません。
　慌てず上記、受付期間内にお申し込みください。（ホームページ・FAXは24時間受付）
・定数を超えた場合は抽選とさせていただきます。
・ホームページから行事参加申し込みされる方はログインコードの入力が必要になります。
 〔ログインコード〕3918  629  455

お年玉プレゼント企画お年玉プレゼント企画お年玉プレゼント企画
年賀ハガキのお年玉番号で賞品をプレゼントします！

Ａ ロボット掃除機
Ｂ スチームオーブンレンジ
Ｃ 衣類乾燥除湿機
Ｄ 充電式サイクロンスティッククリーナー
Ｅ 加湿空気清浄機
Ｆ 電気圧力鍋
Ｇ ふとん乾燥機
Ｈ 精米機
Ｉ 衣類スチーマー
Ｊ スチームオーブントースター

10名様へ下記の賞品１つをプレゼント！（応募多数の場合抽選）
※抽選で外れた方全員にマックカード（2,000円分）をプレゼント

対象の年賀ハガキ
　会員または同居家族宛に届いたもの
　　※2022（令和４年）用お年玉付年賀ハガキのみ有効
　　※未使用のハガキは不可
応募方法
当選ハガキ（原本）・返信用封筒（当選ハガキ返却用）を同封のうえ、事業所名（事業所
番号）・会員氏名（会員番号）・連絡先・賞品の送付先を明記し、下記宛先へ送付して
ください。
　※当選ハガキのコピーは不可。必ず原本を送付してください。
　※返信用封筒は、必ず84円切手を貼り、送付先を明記してください。
　※ハガキ等に記載された個人情報は、本目的以外には使用いたしません。

【宛先】〒310-0804 水戸市白梅3-9-31　（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター宛

応募締切

１
   ３１
（月）必着

167 310 931

各組共通・くじ番号下３ケタ当 選

賞 品

番 号

当選者の発表は、
賞品の発送をもって
代えさせていただきます。
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