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問合わせ・お申込み　TEL 029-233-1124　FAX 029-233-1126
ホームページ　http://www.mito-sc.com

行　　程

日　　時

	 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
対　　象	 会員及び登録家族
募集人員

	 ※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込みください。
参 加 料	 会　　員	 6,500円（通常　9,500円）
	 登録家族（大人）	 7,500円
	 　　　　（小人）	 6,500円（４歳～小学生）
	 	 2,500円（４歳未満）　※昼食は付きません
	 （往復バス代、入園料、昼食代、保険料込み）	
申込期間	 ５月６日(金)から５月９日(月)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「さくらんぼ狩り○コース
	 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。
そ の 他	 抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。
取扱旅行社

水戸駅南口(6:30) ⇒ 那珂ＩＣ ⇒ (常磐道・東北道) ⇒ 福島飯坂ＩＣ ⇒ さくらんぼ狩り
〔30分食べ放題・お買物〕⇒ 穴原温泉「ホテル月の瀬｣〔昼食「松花堂御膳｣〕⇒	福島「四季の里｣
〔自由散策〕⇒ 花と歴史の郷　蛇の鼻「蛇の鼻御殿・ばら園・スイレン」〔自由散策〕⇒ 本宮ＩＣ
⇒（磐越道・常磐道）⇒ 那珂ＩＣ ⇒ 水戸駅南口(19:30頃)

６月19日(日） ６月21日(火）Ａコース Ｂコース

120名（最小催行人員30名） 40名（最小催行人員30名）Ａコース Ｂコース

アーストラベル水戸㈱　○水戸市白梅3-6-11 202号　℡ 029-297-9010／FAX 029-224-9566　　　　　　　　　　　　　　　　　（営業時間：月曜日～金曜日　9:00～17:00　土・日・祝日は休業）
○総合旅行業務取扱管理者：尾崎　精彦　　担当：稲葉　英二　○茨城県知事登録旅行業　第3-574号

（さくらんぼ狩り） （花と歴史の郷 蛇の鼻「スイレン」）

（花と歴史の郷 蛇の鼻「ばら園」）

さくらんぼ狩りツアーさくらんぼ狩りツアーさくらんぼ狩りツアー日帰り

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！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！
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（昨年の教室より）（昨年の教室より）

ラベンダーを使ったハーブクラフトをお楽しみ下さい！！

日　　時	 ７月６日(水)
	 18：30から20：30まで
	 ※講師　ハーブインストラクター（坂本育子）

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

対　　象	 会員及び登録家族
募集人員	 30名（最小催行人員15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込みください。

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）

用意するもの	 ・普通のはさみ
申込期間	 ５月９日(月)から５月10日(火)まで
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、ＨＰまたはセンタ
	 ー持参にてお申し込みください。
そ の 他	 抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

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！　　　　　　　

日　　時	 ７月15日(金)　 19：00～21：00
	 （受付：18：30から受付します）

会　　場	 ホテルレイクビュー水戸
	 ２階　「飛天の間」
対　　象	 会員及び登録家族
募集人員	 100名（最小催行人員50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込みください。

参 加 料	 会　　員　　6,000円（通常　11,000円）
	 登録家族　　7,000円
申込期間	 ５月６日(金)から５月９日(月)まで
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、ＨＰまたはセンター持
	 参にてお申し込みください。
そ の 他	 抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

ハーブクラフト教室ハーブクラフト教室

納涼パーティー納涼パーティー

６月・７月の事業のご案内
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利用期間	 無期限
場　　所	 日立市かみね動物園
	 （日立市宮田町5-2-22）　℡ 0294-22-5586

対　　象	 会員のみ

あっせん数	 １会員5枚まで（300枚）
	 ※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込みください。

あっせん価格	 大人（高校生～64歳）　　200円（通常　520円）
	 小人（４歳～中学生）　　　　		50円（通常　100円）
	 ※3歳以下、65歳以上及び障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は無料になります。
	 ※状況により入場制限等営業内容に変更が生じる場合があります。
	 　詳細はＨＰ等でご確認ください。(https://www.city.hitachi.lg.jp/zoo/）

申込期間	 ５月10日(火)から５月11日(水)まで

申込方法	 行事名欄に大人、小人の区分を明記のうえ､「行事参加申込書（行事名は「かみね動物園 大
	 人〇枚、小人〇枚と記載)」でＦＡＸ、ＨＰまたはセンター持参にてお申し込みください。

そ の 他	 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	 無期限
場　　所	 日立市かみね公園
	 （日立市宮田町5-2-22）　℡ 0294-22-4737

対　　象	 会員のみ

あっせん数	 １会員3セットまで（300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込みください。

あっせん価格	 １セット　　1,500円（のりもの券 3,000円分「100円券×30枚綴｣）
	 ※のりもの券は「かみね遊園地」と「かみねレジャーランド」共通でご利用いただけます。
	 ※満３歳より、のりもの料金をいただきます。
	 ※入園料については、遊園地は入園無料。
	 　レジャーランドは入園有料となります。｢大人450円、小人200円（4歳～中学生)」

申込期間	 ５月10日(火)から５月11日(水)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「かみね動物園のりもの券〇

	 セットと記載)」でＦＡＸ、ＨＰまたはセンター持参にてお申し込みください。

そ の 他	 抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

　日立市かみね動物園入園券　日立市かみね動物園入園券

　 日立市かみね公園のりもの券　 日立市かみね公園のりもの券
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― 健診は健康家族の道しるべ ―

日　　時	 ７月25日(月)•26日(火)•27日(水)•28日(木)
受付時間	 ７：15 ～ ８：00

会　　場	 いばらき健康管理センター
	 （水戸市見川町2131–143）

対　　象	 会員及び登録家族
募集人員	 各日とも10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込みください。
	 （女性健診を併せて実施できますが、上限数は各日とも５名までになります）

費　　用

申込期間	 ５月９日(月)から５月10日(火)まで

申込方法	 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、ＨＰ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。
	 ※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。

そ の 他	 抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

１日人間ドック１日人間ドック

40歳（Ｓ57.4.2～Ｓ58.4.1）及び50歳（Ｓ47.4.2～Ｓ48.4.1）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｡）

総費用額 国の負担額 センター補助額 受診者負担額

41,800円 16,497円 5,000円 20,303円

Ａコース

35歳以上（Ｓ63.4.1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｡）

総費用額 国の負担額 センター補助額 受診者負担額

41,800円 11,696円 5,000円 25,104円

Ｂコース

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）　　　<全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者を含む>

総費用額 国の負担額 センター補助額 受診者負担額

41,800円 　　0円 10,000円 31,800円

Ｃコース

★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３年度の実績のため、令和４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｡）
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全福ネット入院あんしん保険全福ネット入院あんしん保険
［ 2022年度版 ］

東京海上日動火災保険株式会社〈引受保険会社〉

（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）会員の皆様へ

「全福ネット入院あんしん保険」のお知らせ
正式名称：団体総合生活保険
　　　　　（医療補償基本特約、
　　　　　   がん補償基本特約、
　　　　　   介護補償基本特約）

21-T03202　2021年11月作成

お問い合わせ先

Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5

団体契約なので、保険料が約28%割引です！
医師の診査は不要 健康状態告知のみでご加入できます！
法人を加入者（被保険者を役員・従業員）とすることも可能です！
（注）役員・従業員がサービスセンターの会員であることが必要です。

※メディカルアシスト（医療相談など）・介護アシスト（介護相談など）・デイリーサポート（法務・税務・
　社会保険等相談など）

「日頃の様々な悩み」から「もしも」の時までバックアップ
東京海上日動の各種サービス（※）が利用できます！

《団体契約ならではのメリット! 》掛金（保険料）が割安

（H3タイプ）
補償内容

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
日額 2,000円

最高 200万円まで

会員本人だけでなく、ご家族も加入できます！

2022年6月1日午後4時～2023年6月1日午後4時まで団体保険契約期間

〈医療補償〉加入年齢：満5歳～満89歳（2022年6月1日時点の満年齢）
保険料例 3,000円型（H3タイプ）入院保険金  日額 月換算で 519 ！円約40歳 年間保険料 6,230円

日額 5,000円タイプ、10,000円タイプもあります

募集期間
募集期間が終了した後も、中途で毎月加入することができます。
新規募集期間 2022年3月1日～4月30日

2022年3月1日より全福センター
ホームページ内からアクセスできます！！
（https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=26231）

全福センターHP▶

〈介護補償〉加入年齢：満5歳～満84歳（2022年6月1日時点の満年齢）

保険料例 介護補償保険金額

60歳 年間保険料 1,650円
100万円型（DG1タイプ）一時金

例
GN1
タイプ 補償内容

（一部抜粋） がんと診断確定されたとき 一時金 50万円

加入年齢：満5歳～満89歳
（2022年6月1日時点の満年齢）

月換算で
425 ！円約保険料例 40歳

〈がん補償〉

•このご案内は団体総合生活保険（医療補償・がん補償・介護補償）の概要について説明したものです。ご加入にあたっては、必ず「お手続きサイト」掲載の[重要事項説明書]をよくお読みください。詳細についてご不明な点は下記募集代理店
または引受保険会社にお問い合わせください。この保険契約は全福センターを保険契約者とし、全福センターの会員等を被保険者とする団体総合生活保険（医療補償基本特約、がん補償基本特約、介護補償基本特約）団体契約です。

● 特 長 ●
WEB募集システム e-CHOICE

〈イーチョイス〉

★健康状態告知事項が緩和され、ご加入しやすくなりました。

今年度より約28％の割引が適用されます。
新規加入時の待機期間なし！

約28％の割引(※)
が適用されます！

※団体割引20％
　損害率による
　割引10％

一時金100円万円タイプ、抗がん剤治療補償特約付きタイプもあります

年間保険料 5,100円
加入年齢が引き上げになりました

タイプ）

介護保険制度
対象外の
39歳以下
でも対象

介護保険制度
対象外の
39歳以下
でも対象

加入年齢が引き上げ
になりました

お申込み・詳細についてはこちらから！

「全福ネット入院あんしん保険相談デスク」株式会社全福サポートサービス
フリーダイヤル : 0120-055-512（土日祝日を除く10:00～16:00）

＜募集代理店・幹事代理店＞

（21 08）TMZENFAX-2　W180×H163mm DIC 162

東京ディズニ―リゾート東京ディズニ―リゾート®®情報情報

利用期間	 令和４年４月１日(金)～
	     令和５年３月31日(金)(１年間)
対　　象	 会員のみ
交付枚数	 １会員年間４枚まで
	 ※すでに交付された会員の方は対象外となります。
補助金額	 1,000円
利用方法	 パスポート１枚につき「コーポレートプログラム利用券｣
	 １枚のご利用となり、通常価格より1,000円お得になります｡
申込み·受取方法	 行事参加申込書に会員氏名及び枚数を記載のうえ、申込書
	 と引換えで「コーポレートプログラム利用券」をお渡しい
	 たします。
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給付金の種類と請求書類給付金の種類と請求書類
　給付金の請求を忘れてませんか？
　請求期限は事由発生日から３年間ですが、なるべく早めに請求しましょう。

給　付　内　容 事　由　発　生　日 金　額（円) 添　　付　　書　　類

結婚祝 会員が結婚したとき 20,000
・給付金請求書
・給付事由証明書
・法律上の婚姻が確認できる書類（婚姻日受理証
明書、戸籍謄本、戸籍抄本）(写し可）

出産祝 会員または配偶者が出産したとき（死産、流
産、早期新生児死亡〔７日以内〕は除く） 10,000

・給付金請求書
・給付事由証明書
・出生の事実を証明する書類（医師または助産婦
の発行する証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、母子
手帳の出生届出済証、健康保険証等）(写し可）

小学入学祝 会員の子が小学校に入学したとき 10,000 ・給付金請求書・給付事由証明書
・子の就学の事実を証明する書類（入学通知書、
在学証明書、生徒手帳、学校長・学長の証明、
入学通知書等）(写し可）中学入学祝 会員の子が中学校に入学したとき 10,000

二十歳の祝 会員が満20歳を迎えたとき 20,000 ・給付金請求書
・給付事由証明書
・戸籍謄本、戸籍抄本、健康保険証、免許証等
（写し可）還暦祝 会員が満60歳を迎えたとき 20,000

銀婚祝 婚姻届が受理された日から満25年を迎えたとき 20,000 ・給付金請求書
・給付事由証明書
・夫婦名と婚姻日を証明する書類（戸籍謄本、戸
籍抄本）(写し可）
※該当日以降に交付されたもの

珊瑚婚祝 婚姻届が受理された日から満35年を迎えたとき 20,000

金婚祝 婚姻届が受理された日から満50年を迎えたとき 30,000

勤続10年祝 会員が同一企業に連続して満10年勤務したとき 10,000

・給付金請求書
・給付事由証明書
※個人会員の方は、給付事由証明書に、勤務先の
代表者または上司の証明書が必要となります。

勤続15年祝 会員が同一企業に連続して満15年勤務したとき 15,000

勤続20年祝 会員が同一企業に連続して満20年勤務したとき 20,000

勤続25年祝 会員が同一企業に連続して満25年勤務したとき 25,000

勤続30年祝 会員が同一企業に連続して満30年勤務したとき 30,000

勤続35年祝 会員が同一企業に連続して満35年勤務したとき 30,000

勤続40年祝 会員が同一企業に連続して満40年勤務したとき 30,000

傷病見舞
（14日以上30日未満） 会員が連続して14日以上入院したとき 10,000

・給付金請求書
・給付事由証明書
・入院期間が記載された医師の診断書、入院期間
が明示された領収書、その他入院等がわかるも
の

傷病見舞
（30日以上90日未満） 会員が連続して30日以上入院したとき 15,000

傷病見舞
（90日以上120日未満） 会員が連続して90日以上入院したとき 20,000

傷病見舞（120日以上） 会員が連続して120日以上入院したとき 30,000

死亡保険 会員が不慮の事故により死亡したとき 200,000 ・給付金請求書
・給付事由証明書
・慶弔給付事由報告書
・医師の死亡診断書又は死体検案書（写し可）
・対象者との関係と死亡の確認ができる証明書
（戸籍謄本・除籍謄本等）(写し可）
・給付金受取人の印鑑証明書（写し可）

死亡保険（65歳未満）
会員が疾病により死亡したとき

200,000

死亡保険（65歳以上） 100,000

死亡弔慰（配偶者） 会員の配偶者が死亡したとき 30,000
・給付金請求書
・給付事由証明書
・対象者との関係と死亡の確認ができる証明書
（死亡診断書又は死亡検案書、戸籍謄本・除籍
謄本、会葬礼状等）(写し可）

死亡弔慰（子） 会員の子が死亡したとき（妊娠７ヶ月経過した
のちに死産したときを含む） 20,000

死亡弔慰（親） 会員の親が死亡したとき（実父母・義父母・養
父母・継父母） 10,000

後遺障害保険
会員が不慮の事故により後遺障害となったとき
（交通事故により後遺障害となったときを含
む）

200,000～
8,000

・給付金請求書
・給付事由証明書
・自治体提携慶弔共済保険後遺障害保険金請求書
・後遺障害診断書（写し可）
・身体障害者手帳（写し可）
・不慮の事故である証明書（写し可）
・交通事故証明書（写し可）

重度障害保険（65歳未満）
会員が疾病により重度障害の状態となったとき

200,000 ・給付金請求書・給付事由証明書
・自治体提携慶弔共済保険後遺障害保険金請求書
・後遺障害診断書（写し可）
・身体障害者手帳（写し可）重度障害保険（65歳以上） 100,000
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事業局からのお知らせ事業局からのお知らせ
サービスセンターの令和４年度予算と事業計画が決まりました。

　去る３月28日、ホテルレイクビュー水戸において、令和４年第２回理事会が開催されました。
　令和４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。
●令和４年度予算（概要）	 （単位：千円）

収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　　　目 予 算 額 備　　考 科　　　　　目 予 算 額 備　　考

① 基本財産運用収入 5 ① 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
　４.	共済保険料支出

149,835
33,220
76,485
22,691
17,439

② 特定資産運用収入 4
③ 会費等収入 64,850
④ 補助金収入 32,300 市補助金
⑤ 共済保険金等収入 24,831 ② 管理運営費支出

　１.	人件費支出
　２.	運営費支出

26,098
17,274
8,824

⑥ 福利事業収入 50,836
⑦ 諸収入 182
⑧ 特定資産取崩収入 2 ③ 特定資産取得支出 2
⑨ 前期繰越収支差額 4,760 ④ 予備費 1,835

収　入　合　計 177,770 支　出　合　計 177,770

●令和４年度事業計画（月別）	 　　 網掛け部分は新規事業
開催月 事　　　業　　　名 開催月 事　　　業　　　名

４
月

東武動物公園法人アトラクションパス券あっせん

12
月

花いっぱい運動「寄せ植え葉ボタン配布」
東京ディズニーリゾート特別利用券助成 お正月飾りスワッグ教室
いこいの村涸沼施設利用券あっせん 冬のガーデニング教室

5
月

第26回ソフトボール大会 渋沢栄一ゆかりの地巡りツアー（２回分）
第54回理事長杯ゴルフ大会 クリスマスパーティー
日帰り人間ドック「茨城県メディカルセンター」 ホテルレイクビュー水戸クリスマスディナー券あっせん
「滝川渓谷」日帰りハイキング プレジデントホテル水戸クリスマスディナー券あっせん

6
月

コンサートチケットあっせん ＫＦＣカードあっせん
お買い物「商品券」あっせん Ｂリーグ観戦入場券あっせん
さくらんぼ狩りツアー（２回分） 水戸京成ホテルおせち料理あっせん

7
月

ハーブクラフト教室 プレジデントホテル水戸おせち料理あっせん
ホテルレイクビュー水戸ビアガーデンチケットあっせん スキー場リフト券あっせん
プレジデントホテル水戸ビアガーデンチケットあっせん 1

月

コンサートチケットあっせん
納涼パーティー 水戸京成ホテル「スイーツ食べ放題」あっせん
日帰り人間ドック「いばらき健康管理センター」 お年玉プレゼント企画
日立市かみね動物園入園券あっせん

2
月

プリザーブドフラワー教室
日立市かみね公園のりもの券あっせん コンサートチケットあっせん

8
月

コンサートチケットあっせん 東京ディズニーシー遊園ツアー（２回分）
サーティワンアイスギフト券あっせん アーモンドケーキあっせん
ひたち海浜公園のりもの券あっせん アクアワールド大洗入場券あっせん
市営屋内プール回数券あっせん 第58回ボウリング大会

9
月

ラジカルフラワーアレンジメント教室 クオカードあっせん
シャインマスカット狩りツアー（２回分） 日帰り母畑温泉ツアー（２回分）
ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会 水戸市体育施設トレーニングルーム回数券あっせん
ジェフグルメカードチケットあっせん 3月 春のガーデニング教室
Ｊ２サッカー観戦入場券あっせん

通

年

映画鑑賞助成
第57回ボウリング大会 各種講座助成（NHK学園）
スパリゾートハワイアンズ入場券あっせん 指定宿泊助成

10
月

東京湾クルージング遊覧と東京スカイツリー見学ツアー（２回分） 定期健康診断受検助成
ホテルレイクビュー水戸ランチ券あっせん 人間ドック受検助成
プレジデントホテル水戸ランチ券あっせん 心の悩みカウンセリング助成
水戸京成ホテル茨城食彩フェア食事券あっせん

●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。

第55回理事長杯ゴルフ大会
秋のゴルフ教室

11
月

コンサートチケットあっせん
そば打ち体験教室
劇団四季「アナと雪の女王」公演ツアー（２回分）
季節の果物(ふじりんご)あっせん
水戸市植物公園入場券あっせん
はたらく男女のふれあいＳＴＯＲＹ２０２２
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事 業 実 施 報 告　事 業 実 施 報 告　（令和４年２月１日～令和４年３月31日）（令和４年２月１日～令和４年３月31日）

ガイドブック内容変更のお知らせガイドブック内容変更のお知らせ

 ４月１日付でサービスセンター事務局長が変わりました。

●プリザーブドフラワー教室
　新型コロナウイルスの影響により中止
●春のガーデニング教室
　期　　日　３月13日(日）
　場　　所　水戸市植物公園
　参加人数　30名

●お年玉プレゼント企画
　200通の当選ハガキの
　応募があり、原理事長
　に抽選をしていただき
　ました。
●第56回ボウリング大会
　最少催行人員に満たなかったため中止
●笑いイチin水戸チケットあっせん
　あっせん数	 146枚　

●レアチーズタルトあっせん
　あっせん数	 103セット
●Ｂリーグ観戦入場券あっせん
　あっせん数	 51枚　　
●クオカードあっせん
　あっせん数	 927セット
●スパリゾートハワイアンズ入場券あっせん
　あっせん数	 200枚　　
●助成事業
　映画鑑賞助成（大人）	 336件　
　　　　　　　（小人）	 50件　
　指定宿泊助成（会員）	 ２件　
　　　　　　　（家族）	 ４件　
　定期健康診断助成（＠1,000）	 246件　
　　　　　　　　　（＠500）	 25件　
　人間ドック受検助成（大人）	 217件　

変　　更　　　　　　富士急グループ　　　（ガイドブック追録版（2018～2022）：14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）

（変更前）	 	（変更前）	 	 （変更後）（変更後）
　 ハイランドリゾート　ホテル＆スパー泊朝食プラン	 　　ハイランドリゾート　ホテル＆スパー泊朝食プラン

　　　　　　　　　　　　　　（１室２名利用の場合）	 　　　　　　（１室２名利用の場合レギュラーシーズン）

　 ★平日・休日　13,800円～　★休日前　16,000円～	 　　★平日・休日　14,300円～　★休前日　16,500円～
　　（他に一泊二食付きのプランもございます）	 　 　（他に一泊二食付きのプランもございます）
　　　※別途入浴税150円	 　　 　※別途入浴税150円

●熱海シーサイド　スパ＆リゾート（静岡県熱海市）
（変更前）	 	 （変更後）

平　日 休前日 平　日 休前日

一泊朝食付きプラン
※１室２名利用の場合

10,050円～ 13,350円～
一泊朝食付きプラン
※１室２名利用の場合

9,900円～ 13,200円～

※他に一泊二食付きプランもございます。
※消費税込・入湯税 150円別

※他に一泊二食付きプランもございます。
※消費税込・入湯税 150円別

削　　除

●Active Resorts 福岡八幡	 （ガイドブック追録版（2018～2022）25ページ）
　　※2022年９月30日閉館
●ホテルテラス ザ ガーデン水戸	 （ガイドブック75ページ）

●ホテル 春茂登	 （ガイドブック89ページ）

新事務局長　七字　裕二（前(公財)水戸市国際交流協会常務理事）

⇒

⇒
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みなさまの新しい仲間ですみなさまの新しい仲間です

慶　弔　給　付　状　況慶　弔　給　付　状　況

��������������������� 切り取らずこのままでご利用ください ���������������������

新規事業所紹介カード新規事業所紹介カード新規事業所紹介カード新規事業所紹介カード
事業所名 会員氏名

【ご紹介先】

事業所名 ＴＥＬ

所 在 地

代表者名 （紹介の話をしてある方） 従業員数 人

令和４年２月１日～令和４年３月31日請求分（給付の請求は、６ヶ月以内にお願いします｡）

給 付 内 容  金　額（円） 件 数 給 付 内 容  金　額（円） 件 数

勤続10年祝 10,000 4件 還暦祝（満60歳） 20,000 16件

勤続15年祝 15,000 7件 入学祝（小学） 10,000 0件

勤続20年祝 20,000 10件 入学祝（中学） 10,000 0件

勤続25年祝 25,000 6件 成人祝（満20歳） 20,000 0件

勤続30年祝 30,000 4件 傷病見舞 10,000～ 30,000 2件

勤続35年祝 30,000 8件 後遺障害 8,000～200,000 0件

勤続40年祝 30,000 0件 重度障害 100,000～200,000 0件

銀婚祝　（結婚25年) 20,000 3件 死亡保険（本人） 100,000～200,000 0件

珊瑚婚祝（結婚35年) 20,000 11件 死亡弔慰（配偶者） 30,000 0件

金婚祝　（結婚50年) 30,000 6件 死亡弔慰（子供） 20,000 0件

結婚祝 20,000 6件 死亡弔慰（親） 10,000 22件

出産祝 10,000 1件

令和４年２月１日～令和４年３月31日加入分 （敬称略順不同）

●今井恵美子（継続）　　●白田　宜之（個人）　　●清水　　修（継続）　　●富田　和子（継続）

●片岡　幸子（継続）　　●鈴木　　勇（継続）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会員加入状況（令和４年４月１日現在）●事業所数 1,711事業所　●会員数 5,362名

TEL 029-233-1124　FAX 029-233-1126　　郵送　〒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
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【行事参加申込期間一覧】
行　事　名　称 申込受付期間 行　事　名　称 申込受付期間

①さくらんぼ狩り
５/６(金)～９(月)

⑤かみね動物園入園券
５/10(火)～11(水)

②納涼パーティー ⑥かみね公園のりもの券

③ハーブクラフト教室
５/９(月)～10(火)

⑦お買い物商品券 ５/11(水)～12(木)

④日帰り人間ドック

・受付日開始の午前中はFAXの受診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、受付日内にお申込みください。(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。
　

～取扱商品券の紹介～

ヨークベニマル各社及び
提携会社の店舗で共通して
ご使用いただけます。

カスミグループ各社及び
提携会社の店舗で共通して
ご使用いただけます。

イオングループ各社及び
提携会社の店舗で共通して
ご使用いただけます。

①番　イオン ②番　カスミ ③番  ヨークベニマル

一日も早く新型コロナウイルスの感染が収束し、平穏な日常生活を　　　
取り戻せるよう生活応援企画として下記の商品券をあっせんいたします！

利用期間	 無期限
※商品券は現金及びギフト券・宝くじ等の金券類とお引換は出来ません。

対　　象	 会員のみ

あっせん数	 １会員１セット（各商品券300セット）
※定数を超えた場合は抽選
※申込は先着順ではありません。慌てず申込受付日内にお申込みください。

あっせん価格	 4,000円（1,000円券×５枚）
申込期間	 ５月11日(水)から５月12日(木)まで

申込方法	 行事名欄に希望の商品券番号を明記のうえ､「行事参加申込書（行事名は「商品券○番と記載)｣

でＦＡＸ、ＨＰまたはセンター持参にてお申し込みください。

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。

あっせん お買い物商品券お買い物商品券お買い物商品券


