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9月号

全福センター加盟

（アナと雪の女王）

（昼食イメージ）

日帰り

ご家族、
職場の仲

間と

奮ってご
参加くだ

さい！

劇団劇団
四季四季
劇団
四季

 いずれも水戸駅南口「ホテルテラス・ザ・ガーデン水戸」前　出発
 会員及び登録家族

 ※人気の事業（入場券の入手が困難）のため、１会員につき、登録家族１名の申込みとさせていただきます。

 ※２歳以下の申込みはできません。
 ※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。

 会　　員 15,000円 会　　員 14,500円
  （通常　21,500円)  （通常　20,500円)
 登録家族（中学生以上） 17,000円 登録家族（中学生以上） 16,500円
 　　　　（３歳～小学生） 12,000円 　　　　（３歳～小学生） 11,500円
 （往復バス代、昼食代、入場料、保険料等込み）

 ９月15日(木)から９月16日(金)まで
 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「劇団四季〇コース」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。
 抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

11／13
㈰

水戸駅南口（7:30）⇒ 水戸南ＩＣ ⇒（北関東道・常磐道・
首都高）⇒ ホテルアジュール竹芝「松花堂弁当」（昼食）⇒
劇団四季「『アナと雪の女王』12:30～15:30」（鑑賞）⇒
（首都高・常磐道・北関東道）⇒ 水戸南ＩＣ ⇒ 水戸駅南口
（18:30頃）

11／16
㈬

水戸駅南口（8:00）⇒ 水戸南ＩＣ ⇒（北関東道・常磐道・
首都高）⇒ ホテルアジュール竹芝「松花堂弁当」（昼食）⇒
劇団四季「『アナと雪の女王』13:00～16:00」（鑑賞）⇒
（首都高・常磐道・北関東道）⇒ 水戸南ＩＣ ⇒ 水戸駅南口
（19:00頃）

Ａコース Ｂコース

11月13日(日）７:30 11月16日(水）8:00Ａコース Ｂコース

120名 40名Ａコース Ｂコース

石塚サン・トラベル㈱　○水戸市城東1-3-17（弓和ビル３階）　℡ 029-303-7651／FAX 029-224-0603　　　　　　　　　　　　　　　　　（営業時間：月・水・金　9：00～17：00　土・日・祝日は休業）
○総合旅行業務取扱管理者：綿引　薫　　担当：志澤　慶彦　○観光庁長官登録旅行業　第2-532号
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（昨年の大会より）（昨年の大会より）

（昨年は15組中４組成立！！）（昨年は15組中４組成立！！）

10月25日(火)
集合時間は決定通知書でお知らせいたします。

水戸レイクスカントリークラブ
（東茨城郡城里町春園754）　℡ 029‒288‒5600

会員及び登録家族
９ホールストロークプレー（新ペリア）
※プレーは18ホールとなります。

120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込みください。

会　　員 　　　　　　　5,000円（通常　8,000円）
登録家族 　　　　　　　6,000円
（プレー代，昼食代、賞品代、参加賞代、保険代込み）
　　※今回の大会は、ハーフでの成績で順位を決めさせていただきます。
　　　また、コロナウィルス感染拡大防止の為、表彰式（パーティー）は行いません。

９月８日(木)から９月９日(金)まで
「行事参加申込書（行事名は「ゴルフ大会」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。

11月13日(日）
（受付）13：00（開場）13：30～16：45（予定）
ワークプラザ勝田（多目的ホール）
（ひたちなか市東石川1279）　℡ 029‒271‒0520

 会員及び登録家族（30歳～45歳までの独身の方）

30名（男性15名、女性15名）
※申込者多数の場合は抽選となります｡
 （昨年参加されなかった方を優先させていただきます｡）
※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。
男　性　　1,000円（通常　1,500円）
女　性　　　 500円（通常　1,000円）
（お菓子・飲み物を用意します｡）

  ご対面タイム、透明シールド越しでの５分間二人でトークタイム、フリータイム、
「Ring's!」によるハンドベル演奏、マッチング発表（参加者全員に参加賞をご用意いたしております）
※最初のご対面タイム以外はすべてのイベントタイムでマスク着用となります｡（マスク持参）

 （公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
（一財）水戸市勤労者福祉サービスセンター

 （一社）いばらき出会いサポートセンター・ひたちなか市
９月12日(月)から９月13日(火)まで
「行事参加申込書（行事名は「ふれあいSTORY」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。

第57回理事長杯ゴルフ大会第57回理事長杯ゴルフ大会

はたらく男女のふれあいはたらく男女のふれあい　マスクde婚活　マスクde婚活　　 STORY2022　　 STORY2022

ゴルフシーズン真っ盛り！！
深まる紅葉のなか思う存分に
ナイスショットを決めてください。

10月・11月の事業のご案内

友達から恋人にそして結婚へ・・・友達から恋人にそして結婚へ・・・
出会いのパーティーに参加してみませんか？出会いのパーティーに参加してみませんか？
あなたの気持ちの一歩があなたの気持ちの一歩が
素敵な出会いを生むでしょう。素敵な出会いを生むでしょう。
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（昨年の教室より）（昨年の教室より）

（昨年の教室より）（昨年の教室より）

初心者は基礎をしっかり。初・中級者は更なるレベルアップを
あなたのレベルにあったレッスンが受けられます。

10月５日(水) ～ 28日(金)
毎週水・金曜日（計８回）
19：00から20：30まで

ゴル友練習場
（水戸市河和田町4936）　℡ 029‒303‒5510

会員のみ

10名
※申込者多数の場合は抽選となります。
 （昨年参加されなかった方を優先させていただきます｡）

 ※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。

会　　員　　7,500円（通常　11,000円）
（レッスン代，ボール代等込み）

９月７日(水)から９月８日(木)まで

「行事参加申込書（行事名は「ゴルフ教室」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。

秋のゴルフ教室秋のゴルフ教室

 新そば粉を使って、手打ちそばを作ってみませんか。
11月26日(土)
10：00（受付　９：30）

水戸市森林公園（森の交流センター）
（水戸市木葉下町588-1）　℡ 029‒252‒7500

会員のみ

26名
※申込者多数の場合は抽選となります。
 （昨年参加されなかった方を優先させていただきます｡）

 ※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。

会　　員　　1,000円（通常　2,300円）
（講師料、材料代、昼食代込み）

 ・専任の講師が指導いたします。
・昼食に手打ちそばと天ぷらをご堪能ください。
・３人前のそばをお土産に持ち帰ります。

 エプロン、バンダナ又は帽子、タオル１本
９月13日(火)から９月14日(水)まで
「行事参加申込書（行事名は「そば打ち教室」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。

そば打ち体験教室そば打ち体験教室
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「五木ひろし」と改名し50年の歳月が経過し、そして今もなお、「五木ひろし」と改名し50年の歳月が経過し、そして今もなお、
日本歌謡界のトップランナーとして常に挑戦と継承を続けています。日本歌謡界のトップランナーとして常に挑戦と継承を続けています。
数々のヒット曲を始め、名曲の中から厳選した内容をお楽しみください！数々のヒット曲を始め、名曲の中から厳選した内容をお楽しみください！

11月21日(月)
（開場）13：30　（開演）14：00

ザ・ヒロサワ・シティ会館（大ホール）
会員及び登録家族

100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。
※チケットは買取りのため、申込期間終了後のキャンセルはできません。

会　　員　　　3,500円（通常当日　7,700円）
登録家族　　　4,500円
※座席は中段（16列以降）となります。
※全席指定席　※未就学児の入場はできません。

９月12日(月)から９月13日(火)まで

｢行事参加申込書（行事名は「五木ひろし」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。

　 五木ひろしコンサート2022　 五木ひろしコンサート2022

SDGsをテーマに関東最大級の音楽とグルメの祭典をお楽しみください！
〔出演者〕米米ＣＬＵＢ/OAU/t-Ace/堂珍嘉邦×藤巻亮太/中島愛/磯山純(MC兼任)
　　　　　踊正太郎/自然生クラブ/が～まるちょば/マシコタツロウ他

10月15日(土)・16日(日)
（開場）11：00　（開演）12：00

千波公園ふれあい広場 特設会場
会員及び登録家族

 各日100枚
※対象券種：１日券となります。
※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。
※チケットは買取りのため、申込期間終了後のキャンセルはできません。

会　　員　　　　　　　　5,000円（通常当日　7,800円）
登録家族（６歳以上）　　6,000円
※５歳以下は保護者１名につき１名の入場可。(入場時に身分証を確認させて頂きます。
　当日保護者の方はお子様の保険証などをお持ちください｡）

９月７日(水)から９月８日(木)まで

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「ミュージックフェス○日」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。

　　 　　 BLUE EARTH MUSIC FEST 2022 in MITOBLUE EARTH MUSIC FEST 2022 in MITO
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無期限
水戸市植物公園
（水戸市小吹町504）　℡ 029‒243‒9311

会員のみ

100セット（1会員２セットまで）
※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込みください。

入園券（１セット５枚）
大　　人　　　1,000円（通常　1,500円）
小中学生　　　　500円（通常　　750円）
60歳以上大人 　500円（通常　　750円）〔下記９市町村に住所がある方限定〕
水戸市・ひたちなか市・東海村・笠間市・城里町・茨城町・大洗町・那珂市・小美玉市
※来園時に、住所・年齢がわかるものをご提示ください。
（参考：一般入園料１枚大人/300円、小中学生・60歳以上大人/150円）

９月12日(月)から９月13日(火)まで
行事名欄に希望区分、希望セット数を明記のうえ、｢行事参加申込書（行事名は「植物公園大人
○セット、小中○セット、60歳以上○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。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

水戸市植物公園水戸市植物公園

～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！～

令和４年10月1日(土)から令和５年9月30日(土)まで〔1年間〕
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）　℡ 0246‒44‒2816

会員のみ

1,460枚（1会員５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込みください。

800円（大人・小人・幼児共通）
　　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

９月13日(火)から９月14日(水)まで

行事名欄に希望枚数を明記のうえ、｢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。

　 スパリゾートハワイアンズ入場券　 スパリゾートハワイアンズ入場券
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（写真はハーフランチイメージです）（写真はハーフランチイメージです）

（写真はイメージです）（写真はイメージです）

　 2022ランチ食事券のご案内　 2022ランチ食事券のご案内

 Ａコース　　ファミリーバイキング ～ローストビーフ食べ放題～
 　　　　　　〔土・日・祝日〕11:00～15:00まで（14:30ラストオーダー）
 　　　　　　※日替わりでメニューが変わりますので、ホテルにご確認のうえご利用ください。
 Ｂコース　　ハーフランチ（洋コース）
 　　　　　　〔平日〕　　　　11:00～14:00まで（13:30ラストオーダー）
 　　　　　　〔土・日・祝日〕11:00～15:00まで（14:30ラストオーダー）
 　　　　　　※営業時間が変わる場合がありますので、ホテルにご確認の上ご利用ください。

10月１日(土) ～ 11月30日(水)
※必ず予約してからご利用ください。
ホテルレイクビュー水戸

 （１階 レストラン「アルエット｣）
（水戸市宮町1-６-１）　℡ 029‒224‒2727
会員のみ
300枚（1会員４枚まで）※各コースあわせて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込みください。

Ａコース （大　人）1,500円 (通常 2,180円)
　　　　 （小学生）　 900円 (通常 1,320円)
                    ※税金込み　　※未就学児は無料
Ｂコース 　　　　　1,700円 (通常 2,500円)
                    ※税金込み
９月９日(金)から９月12日(月)まで
行事名欄に希望コース、区分、枚数を明記のうえ、｢行事参加申込書（行事名は「レイクビュー
水戸Ａコース大人〇枚、小学生〇枚、Ｂコース〇枚」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。

10月１日(土) ～ 11月29日(火)
※必ず予約してからご利用ください。

 11:30～14:00まで（13:30ラストオーダー）
※定休日を設けておりますので、ご利用の際は必ず当レストランＨＰをご確認の上、
　事前にご予約をお願いいたします。

プレジデントホテル水戸（12階 チャイニーズレストラン滬
ふう

）
（水戸市城南２-２-２）　℡ 029‒300‒1112

 中国料理コース（ランチ限定）

会員のみ
300枚（1会員２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込みください。

1,600円 (通常 2,530円) ※税金込み
９月９日(金)から９月12日(月)まで

行事名欄に希望枚数を明記のうえ、｢行事参加申込書（行事名は「プレジデントホテル水戸○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。

ホテルレイクビュー水戸
※土・日・祝日ランチ限定

プレジデントホテル水戸
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レストラン＆me　（１階）
Ａコース 11:00～21:00（20:30ラストオーダー）※営業時間が変わる場合がありますので，ご確認の上ご利用ください。

常陸牛とローズポークのハンバーグ、厚切りベーコンのせ　和風オニオンソース
（サラダ・スープ・パンまたはライス、デザート・コーヒーまたは紅茶付き）
※ランチタイムはサラダ、スープ、デザートがお代わり可。

Ｂコース 11:00～21:00（20:30ラストオーダー）※営業時間が変わる場合がありますので，ご確認の上ご利用ください。

「うまい茨城！食べ比べプレート」
・ローズポークバラ肉のグリル　バーベキューソース　・ローズポークフィレのソテー　塩こうじクリームソース
・つくば鶏胸肉の自家製スモーク　レンコンのアラビアータ添え
（サラダ・スープ・パンまたはライス、デザート・コーヒーまたは紅茶付き）
※ランチタイムはサラダ、スープ、デザートがお代わり可。

Ｃコース　15:00～17:30（120分間食べ放題）　※営業時間が変わる場合がありますので，ご確認の上ご利用ください。
「秋の味覚」スイーツ食べ放題
・秋の味覚を使用したスイーツが勢揃い！サラダ、パスタ、フライドポテト等サイドメニューも含めお楽しみください。

 中国料理景山　（地下１階）
Ｄコース ランチ/平日11:30～14:30（14:00ラストオーダー）　祝・土・日11:30～15:00（14:30ラストオーダー）
　　　　 ディナー/17:00～22:00（21:00ラストオーダー）※営業時間が変わる場合がありますので，ご確認の上ご利用ください。

景山 ※要予約
①三種銘々前菜盛り合せ　②秋刀魚の竜田揚げ　生姜ソース　③奥久慈しゃも腿肉と木耳の玉子炒め（木須軍鶏）
④海老と栗のチリソース　⑤ローズポーク（ロース）の酢豚　⑥ちりめん山椒炒飯　⑦四種のキノコスープ
⑧本日のデザート

Ｅコース ランチ/平日11:30～14:30（14:00ラストオーダー）　祝・土・日11:30～15:00（14:30ラストオーダー）
　　　　 ディナー/17:00～22:00（21:00ラストオーダー）※営業時間が変わる場合がありますので，ご確認の上ご利用ください。

食彩 ※要予約
①四種銘々前菜盛り合せ　②フカヒレと松茸のスープ　③常陸牛肩ロースの黒胡椒塩炒め　④魚香茄子（辛子酢煮込み）
⑤点心二種　⑥ズワイ蟹と青梗菜の塩煮込み　⑦ローズポークの角煮　トリュフソース　⑧　鮭と明太子の炒飯
⑨デザート盛り合せ

10月１日(土) ～ 11月30日(水)
※必ず予約してからご利用ください。

水戸京成ホテル「レストラン＆me」(１階)、｢中国料理景山」(地下1階)
（水戸市三の丸１-４-73）　℡ 029‒226‒3111

会員のみ
500枚（1会員４枚まで） ※各コースあわせて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込みください。

Ａコース 1,200円 (通常 1,750円)　　　Ｂコース 1,400円 (通常 2,050円)
Ｃコース 1,300円 (通常 1,950円)　　　Ｄコース 2,500円 (通常 3,500円)
Ｅコース 4,000円 (通常 5,500円)
９月８日(木)から９月９日(金)まで

行事名欄に希望コース、希望枚数を明記のうえ、｢行事参加申込書（行事名は「水戸京成ホテル
○コース○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。

　 　 「うま茨2022秋」「うま茨2022秋」～うまい茨城！味めぐり～～うまい茨城！味めぐり～
ＪＡ水戸×水戸京成ホテル　コラボレーション企画
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あっせん

①（３㎏イメージ）①（３㎏イメージ）

②（５㎏イメージ）②（５㎏イメージ）

　 季節の果物　 季節の果物（サンふじりんご)（サンふじりんご)
①サンふじりんご　赤特選３㎏１箱（７玉～11玉）

②サンふじりんご　赤特選５㎏１箱（13玉～20玉）

会員のみ

①250箱　　②250箱（1会員１箱）※どちらか１箱

※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。

① 1,600円（通常　2,200円）
② 2,100円（通常　3,000円）

11月28日(月) から 12月13日(火) まで
※毎週水曜日は定休日となります。

 ※申込者には、｢りんご引換券①又は②」を発行いたしますので、下記引換場所にて各自お引換ください。

〔引換場所〕㈱丸岡（水戸市青柳町4566「青柳市場内｣　℡ 029-225-5713）

９月14日(水)から９月15日(木)まで

行事名欄に希望する商品番号を明記のうえ、｢行事参加申込書（行事名は「サンふじりんご○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。

抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

●さくらんぼ狩りツアー
　期　　日　６月19日(日)・
　　　　　　21日(火）

　場　　所　福島県
　参加人数　109名
●ハーブクラフト教室
　期　　日　７月６日(水）
　場　　所　ケーズデンキ
　　スタジアム水戸「会議室」

　参加人数　17名
●１日人間ドック
　期　　日　７月25日(月)・26日(火)・
　　　　　　27日(水)・28日(木)

　場　　所　いばらき健康管理センター
　参加人数　23名

●お買い物商品券あっせん
　（イオン）　　　　　あっせん数 398セット

　（カスミ）　　　　　あっせん数 584セット

　（ヨークベニマル）　あっせん 504セット

●日立市かみね動物園入園券あっせん
　あっせん数 861枚　　

●日立市かみね公園のりもの券あっせん
　あっせん数 389セット

●助成事業
　映画鑑賞助成（大人） 362件　　

　　　　　　　（小人） 48件　　

　指定宿泊助成（会員） 18件　　

　　　　　　　（家族） 20件　　

　定期健康診断助成（＠1,000） 102件　　

　　　　　　　　　（＠500） 3件　　

　人間ドック受検助成（大人） 187件　　

事 業 実 施 報 告　事 業 実 施 報 告　（令和４年６月１日～令和４年７月31日）（令和４年６月１日～令和４年７月31日）
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新規加入者数
 １ ～  ２ 人　……
 ３ ～  ５ 人　……
 ６ ～ 10 人　……
11～ 20人　……
21 人 以 上　……

クオカード金額
1,000 円
2,000 円
3,000 円
5,000 円
10,000 円

　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。

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）
　※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。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 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

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

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  金　額（円） 件 数 給 付 内 容  金　額（円） 件 数

勤続10年祝 10,000 41件 還暦祝（満60歳） 20,000 11件

勤続15年祝 15,000 26件 入学祝（小学） 10,000 40件

勤続20年祝 20,000 31件 入学祝（中学） 10,000 46件

勤続25年祝 25,000 28件 成人祝（満20歳） 20,000 3件

勤続30年祝 30,000 34件 傷病見舞 10,000～ 30,000 11件

勤続35年祝 30,000 14件 後遺障害 8,000～200,000 0件

勤続40年祝 30,000 15件 重度障害 100,000～200,000 0件

銀婚祝　（結婚25年) 20,000 14件 死亡保険（本人） 100,000～200,000 4件

珊瑚婚祝（結婚35年) 20,000 17件 死亡弔慰（配偶者） 30,000 4件

金婚祝　（結婚50年) 30,000 3件 死亡弔慰（子供） 20,000 1件

結婚祝 20,000 7件 死亡弔慰（親） 10,000 31件

出産祝 10,000 9件

（敬称略順不同）

●冨田　和代（継続）　　●K－K－A　　　　　　●橋本理津子（個人）　　●髙野　駿佑（個人）

●山本　信吾（個人）　　●鵜の岬親睦会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会員加入状況（令和４年８月１日現在）●事業所数 1,681事業所　●会員数 5,376名

慶 弔 給 付 状 況　慶 弔 給 付 状 況　（令和４年６月１日～令和４年７月31日請求分）（令和４年６月１日～令和４年７月31日請求分）

みなさまの新しい仲間ですみなさまの新しい仲間です（令和４年６月１日～令和４年７月31日加入分）（令和４年６月１日～令和４年７月31日加入分）
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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ミュージックフェス
９/７(水)～８(木)

⑧五木ひろし
９/12(月)～13(火)②ゴルフ教室 ⑨ふれあいSTORY

③ランチクルーズ ⑩植物公園
④ゴルフ大会

９/８(木)～９(金)
⑪そば打ち教室

９/13(火)～14(水)
⑤水戸京成ホテル ⑫ハワイアンズ
⑥ホテルレイクビュー水戸 ９/９(金)～12(月) ⑬サンふじりんご ９/14(水)～15(木)
⑦プレジデントホテル水戸 ⑭劇団四季 ９/15(木)～16(金)

・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、受付日内にお申し込みください。(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。

（©TOKYO-SKYTREE） （東京湾クルージング） （昼食イメージ）

東京湾ランチクルーズと東京湾ランチクルーズと
　　東京スカイツリー見学ツアー
東京湾ランチクルーズと

　　東京スカイツリー見学ツアー
日帰り

ご家族、職場の仲間と奮ってご参加ください！

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 出発
会員及び登録家族

※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 10,500円（通常　15,200円）
登録家族（中学生以上） 12,000円

（４歳～小学生） 10,500円
（３歳以下）  2,500円　※昼食は付きません。

（往復バス代、乗船代、入場料、昼食代、保険料等込み）
９月７日(水)から９月８日(木)まで
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「ランチクルーズ〇コース｣
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。
抽選後、当選者のみ決定通知書を送付いたします。

水戸駅南口(7:00) ⇒ 水戸南ＩＣ ⇒（北関東道・常磐道・首都高）⇒ 浜離宮恩賜庭園（自由散策)
⇒ 東京湾ランチクルーズ11:50～14:00（遊覧・昼食「フランス料理コース｣）⇒ 東京スカイツリー
「展望デッキ」(見学)・東京ソラマチ（自由散策・お買い物）⇒（首都高・常磐道・北関東道)
⇒ 水戸南ＩＣ ⇒ 水戸駅南口（19:30頃)

10月16日(日） 10月18日(火）Ａコース Ｂコース

120名（最少催行人員30名） 40名（最少催行人員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


