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金沢勤労者福祉サービスセンター 会報

Y U T O R I N G

 http://www.k-ksc.jp

提携施設が増えました！
新たに以下の施設や店舗がご利用いただけるようになりました。

※今年度から提携解除となった施設も一部ありますので、事前にガイドブックにてご確認のうえご利用ください。

グルメ指定店

ステーキ　石川門 内灘町 指定宿泊施設 山代温泉　森の栖 リゾート＆スパ 加賀市

和食レストラン　えん 津幡町 福祉援助サービス 公益社団法人　白山市シルバー人材センター 白山市

倶利伽羅塾　源平茶屋 津幡町

文化施設

白山市立博物館 白山市

フランス料理　マロニエ 津幡町 白山市立千代女の里俳句館 白山市

料亭　河北亭 かほく市 白山市立松任中川一政記念美術館 白山市

イタリアンレストラン　リストランテ・ジン 小松市 高岡市　藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー 高岡市

加賀料理　ばん亭 加賀市 結婚式場 レストランウェディング　リストランテ・ジン 小松市

能登すしの庄　信寿し 七尾市

ジャンボゴルフガーデン
取扱い終了のお知らせ

　諸般の事情により、「ジャンボゴルフガーデン5,000ポイント進呈券」の販売を、平成28年3月末をもって
終了させていただくこととなりました。なお、未使用のポイント進呈券をお持ちの場合は、4月以降も裏面記
載の有効期限内はご利用いただけます。
　急なご案内となったことをお詫び致しますとともに、何卒ご了承をいただきますようお願い申し上げます。

「く～ぽんBOOK」の再発行はいたしませんので、
紛失・破損等されないようご注意ください。

注意

平成28年度版平成28年年平平成成22 年度成28888平成28年度度版度版度版度版8年度版平成28年度版平成28年度版

「ガイドブック「ガイドブック」」＆＆

「く～ぽんＢＯＯＫ「く～ぽんＢＯＯＫ
」」をを

発行しました！発行しました！
来年3月まで1年間

、ぜひ有効にご活
用ください。

エリアも更に拡大！
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会員・登録家族以外の一般の方もご参加いただけます。

玄関、ベランダ、庭を華やかに！玄関、ベランダ、庭を華やかに！

ガーデニング教室ガーデニング教室
DATA 6月11日 土 14：00～16：00

場　　所　金沢勤労者プラザ　101研修室場　　所　金沢勤労者プラザ　101研修室
※駐車場１時間無料※駐車場１時間無料

参加資格   会員・登録家族参加資格   会員・登録家族
参 加 費   1,500円参 加 費   1,500円
募集定員   40名（先着順）募集定員   40名（先着順）
講　　師　講　　師　洋らん・鉢花専門店 洋らん・鉢花専門店 きむら洋蘭　木村　正樹　氏きむら洋蘭　木村　正樹　氏

　レアチーズの上に、グレープフルーツ入りのジュ
レを重ねたケーキ（約１８cm）を作ります。グレー
プフルーツは、ルビーとホワイトの２色使いで、
見た目も華やか♪
　口当たり爽やかな、初夏にピッタリのデザート
です。

　ガーデニングの基礎知識を講習後、草花の寄せ植えを行います。
寄せ植え後の草花はお持ち帰りいただきます。

内容

内容

DATA 6月18日 土 14：00～16：00

場　　所　金沢勤労者プラザ　304研修室　※駐車場１時間無料
参加資格   どなたでもご参加いただけます
参 加 費   無料
募集定員   50名（先着順）
講　　師　株式会社　相続手続支援センター石川
　　　　　代表取締役　新喜　　章弘　　氏

　大切な家族に伝えておきたい、本人しか知らない事柄や感謝の気持ち。普段
はなかなか口に出せない“思い”と、どのように向き合い、そして書き残すのか。
　終活に欠かせない「エンディングノート」の書き方を、相談件数 2,500 件
以上の経験豊かな講師が分かりやすくお話しします！

内容

場　　所　C&C金沢　料理実習室場　　所　C&C金沢　料理実習室
　　　　　　　　　　（金沢市諸江町中丁197番地1・駐車場有）（金沢市諸江町中丁197番地1・駐車場有）

参加資格   会員・登録家族参加資格   会員・登録家族
※小学生以下のお子様は、お付き添いの方とご参加ください。※小学生以下のお子様は、お付き添いの方とご参加ください。
　　（ペアで１ホール作成）（ペアで１ホール作成）

参 加 費   1,500円参 加 費   1,500円
募集定員   20名（多数時抽選）募集定員   20名（多数時抽選）
講　　師　C&C金沢　出口講　　師　C&C金沢　出口　　春美春美　　氏氏

グレープフルーツの
レアチーズケーキ作り教室
DATA 日6月26日 10：00～13：00

ルビー＆ホワイトの
２色使い♪

受付開始
 4月12日（火）10：00～
氏名・会員番号等を
お申し出ください。

センターへ電話
申込方法

受付締切
 5月27日（金）17：45まで
氏名・会員番号等を
お申し出ください。

センターへ電話
申込方法

参加者全
員に

エンディ
ング

ノート
  プレゼ

ント！

グ

！

☎☎

☎☎

申込方法

受付開始
 4月13日（水）10：00～
下記の事項をお申し出ください。

【会員・登録家族】
❶氏名   ❷会員番号   ❸参加人数
【一般 （上記以外の方）】
❶氏名   ❷住所
❸電話番号  ❹参加人数

センターへ電話☎☎

EVENT

多数時

抽選

先着順

先着順

～備えて安心！　まずは最初の“一歩”　から～～備えて安心！　まずは最初の“一歩”　から～

「エンディングノートの「エンディングノートの
書き方」セミナー書き方」セミナー
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一般旅行代金 割引・助成金

大 人 8,800円 3%割引 
会員・登録家族 2,000円助成
同伴者　　　　1,000円助成小 人 8,300円

４月２日㈯・３日㈰・４日㈪・５日㈫・６日㈬・９日㈯・１０日㈰・
１３日㈬・１６日㈯・１７日㈰・２０日㈬・２３日㈯・２９日（金・祝）・
３０日㈯
５月１日㈰・３日（火・祝）・４日（水・祝）・５日（木・祝）・７日㈯・８日㈰・
１４日㈯・２１日㈯・２９日㈰
６月１日㈬・４日㈯・５日㈰・１１日㈯・１５日㈬・１８日㈯・２６日㈰

行　

程

金沢駅7:10＝ドライブインいずし（但馬牛陶板焼きと出石そば御膳の昼食）
＝但馬の小京都・出石（但馬のシンボル“辰鼓楼”、“出石城址跡”など。MAP
片手に城下町食べ歩き散策をお楽しみください）＝生野銀山（江戸時代の坑
道を体験できる貴重な史跡）＝金沢駅21:00
★出石食べ歩きとちょっぴりプレゼント…①栗小町1個　②ミニソフトクリーム　③出
石おかきまるごと1袋　④辰鼓楼の塗り絵絵葉書　⑤そばかりんとう1袋　⑥資料館タ
イムスリップ券　⑦黒豆せんべい1枚

TRAVEL
会員特選ツアーガイド
各ツアー２，０００円助成＆会員・登録家族以外の同伴者（２名まで）に
も１，０００円助成！ ほか割引もあり！

出発日 ４月２９日（金・祝）・３０日㈯
５月１日㈰・２日㈪・３日（火・祝）・４日（水・祝）・５日（木・祝）・
６日㈮・７日㈯・８日㈰

出発日

観光庁長官登録旅行業　第1702号
総合旅行業務取扱管理者:古田 和己

☎（0120）316-100

旅行企画・実施

北鉄航空
金沢市泉本町７-７（ジャンボボール１Ｆ）
営業時間／9：00～17：15（土曜は12：30まで）
定休日／日曜・祝日

行　

程

金沢駅7：30＝立山室堂・雪の大谷ウォーク（迫りくる壮大な雪の壁散策をお楽しみくださ
い）＝越中反魂胆本舗・池田屋安兵衛商店（富山のくすり売り実演。ちょっぴりプレゼント）
＝富山市ガラス美術館（昨年誕生の新名所！美しいガラスアートの世界）＝金沢駅18：00
★昼食弁当付

＊最少催行人員：25名　＊バスガイド同行（添乗員は同行しません）
＊金沢駅以外でも乗車できますので、お問い合せください。

行　

程

金沢駅8：20～8：50発□■□■□ （北陸新幹線）□■□■□長野駅＝上田城跡
公園・信州上田真田丸大河ドラマ館（見学）＝上田（昼食）＝別所温泉（北向観
音など散策）＝金沢駅19：00

行　

程

金沢駅7：30＝岩の原葡萄園（見学と試飲・お買い物）＝信州中野（幻豚肉鍋＆
ステーキの昼食）＝小布施（自由散策）＝信州さくらんぼ狩り（園内食べ放題＆
1カップ詰め放題※）＝信州中野（ベーコン・ウィンナー試食）＝金沢駅19：00
★幻豚肉3枚お土産付！
※5月26日~6月8日までは詰め放題ができませんので、1カップのお土産付になります。

＊北陸新幹線の正式回答が出るまで仮予約となります。　＊金沢駅改札口で集合です。
＊出発の15日前までの受付になります。　＊最少催行人員：20名　＊バスガイド・添乗員同行

＊最少催行人員：20名　＊バスガイド同行（添乗員は同行しません）
＊乗車場所は、ほか泉本町ジャンボボールのみとなります。

日帰り旅行代金

一般旅行代金 割引・助成金

8,980円
　　　3%割引
会員・登録家族 2,000円助成
同伴者　　　　1,000円助成

日帰り旅行代金

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

天空の白壁を歩く
立山室堂・雪の大谷ウォーク
～池田屋安兵衛商店と富山市ガラス美術館～

兵
庫
県

富
山
県

出発日
出発日

４月１７日㈰・１８日㈪・２１日㈭・２３日㈯・２４日㈰・２７日㈬
５月６日㈮・８日㈰・１２日㈭・１４日㈯・１６日㈪・１８日㈬・
２２日㈰・２７日㈮・２８日㈯・３０日㈪
６月２日㈭・５日㈰・６日㈪・１１日㈯・１４日㈫・１７日㈮・
１９日㈰・２４日㈮・２６日㈰・２９日㈬・３０日㈭

５月２６日㈭・２７日㈮・２８日㈯・２９日㈰・３１日㈫
６月２日㈭・４日㈯・５日㈰・６日㈪・８日㈬・１０日㈮・
１１日㈯・１２日㈰・１４日㈫・１７日㈮・１８日㈯・
１９日㈰・２０日㈪・２２日㈬・２５日㈯・２６日㈰・
２８日㈫・２９日㈬

日帰り 日帰り旅行代金 旅行代金

旅行会社へ予約 センターへ利用補助券申込
センター会員で
あることをお申
し出のうえ、旅
行会社へ直接ご
予約ください。

代金支払
センターから送付さ
れた『利用補助券』
をご持参のうえ、旅
行会社にて代金をご
精算ください。

様式集Ｐ２の『利用補助券申込書』に必要事
項を記入しセンターへ郵送かＦＡＸ。補助券
種類の№6（その他）欄にツアー名を必ずご
記入ください。センターHPの『利用補助券申
込フォーム』からもお申し込みいただけます。

●利用資格　 会員・登録家族・その同伴者
　※同伴者は会員1名につき2名まで利用補助券をご利用いただけます。利用補助券申込時に同伴者の氏名等も
　　必ずご記入ください。
　　なお、会員または登録家族が同伴しない場合は、利用補助券はご利用いただけません。
●利用限度　 同一ツアーにつき1回
●ガイドブック掲載のパック旅行割引との併用はできません。

支払代金 一般旅行代金 割引・助成金－＝

申込方法
セセンターへ利

利用補助
券

利用補助
券

北陸新幹線で行く
真田丸大河ドラマ館

信州さくらんぼ狩り
食べ放題＆詰め放題

但馬の小京都　城下町出石食べ歩き散策
江戸時代の天領 生野銀山
～但馬牛と出石そば＆ちょっぴりプレゼント～

長
野
県

新
潟
・
長
野
県

＊最少催行人員：25名　＊バスガイド同行（添乗員は同行しません）
＊金沢駅以外でも乗車できますので、お問い合せください。

※6月17日（金）出発は500円引

石川県知事登録旅行業　第2-259号
総合旅行業務取扱管理者:塚本 昌彦

☎（076）266-2533

旅行企画・実施

北日本観光旅行
金沢市佐奇森町ヲ88-3
営業時間／9：00～17：20
定休日／日曜・祝日

一般旅行代金 割引・助成金

大 人 17,980円 3%割引 
会員・登録家族 2,000円助成
同伴者　　　　1,000円助成小 人 13,480円

一般旅行代金 割引・助成金

大 人 6,600円 3%割引 
会員・登録家族 2,000円助成
同伴者　　　　1,000円助成小 人 6,100円
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開催日時  4/22（金）～5/5（木・祝）
 8：30～17：30
 （最終入園は17：00）
会　　場  砺波チューリップ公園
会員料金  大　人 500円（通常900円）
 小　人 100円（通常200円）
販売期間  4/1（金）～4/21（木）※電話予約不要

2016
となみチューリップフェア

※身体障害者手帳をご提示の方は入場無料
※小人は中学生以下／未就学児童無料
※5/5は小人無料

お笑い・演劇

WAHAHA本舗
全体公演

未就学児童入場不可

開催日時  6/23（木）～7/24（日）
 10：00～18：00

（最終入場は17：30／最終日は17：00閉場）
会　　場  金沢21世紀美術館

 市民ギャラリーＡ
会員料金  大学生以上　 400円（通常800円）

 中学・高校生 300円（通常500円）
 小学生　　　100円（通常200円）

販売期間  4/1（金）～6/22（水）※電話予約不要

没後45年　放浪の天才画家
山下　清展

未就学児童無料

美術展

未就学児童入場不可

開演日時  5/11（水）
①13：00　②17：00

会　　場  金沢歌劇座
会員料金  5,500円（通常7,560円）
予約受付開始  4/6（水）17：00～ 

演劇・歌謡

梅沢富美男＆松崎しげる
トミーとマツ　白と黒の夢の共演

TICKET
チケットインフォメーション

購入方法

●各イベントとも会員１名につき２枚まで、1通話２枚まで（ただし、『2016　となみチューリップフェア』・『山下清展』・『ディズニー･ライブ！　ミッキーのミュージックパー
ティー！！』・『シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ　トーテム」大阪公演』・『大相撲名古屋場所』・『中日ドラゴンズvs広島東洋カープ』は会員１名につき４枚まで、1通話４枚ま
で）●ご利用は、会員・登録家族に限ります。●ご予約後に即お渡しできないチケットも一部ございます。●ご予約後のキャンセルは一切受け付けできません。キャンセル
希望時でも、チケット代金は必ずお支払いいただきます。●各チケットとも電話先着順で、枚数には限りがございますので、売り切れの場合はご了承ください。

各チケットとも電話予約が必要です。（予約受付開始日時にご注意ください。）

※P6にご案内の郵送サービス（有料）もご利用いただけます。
　ご希望の方はその旨お申し出ください。

センターへ電話予約 センターにて購入
氏名・会員番号・ご希望の券種・枚数を
告げ、購入の予約をする。

会員証を持参し、センター窓口にて
購入する。（代理の方でも可）
会

窓口

氏名
☎

開演日時  6/26（日）18：00
会　　場  富山オーバード･ホール
会員料金  S席　5,800円（通常7,800円）
予約受付開始  4/7（木）17：00～

コンサート

開演日時  10/1（土）16：00
会　　場  本多の森ホール
会員料金  5,800円（通常7,800円）
予約受付開始  4/18（月）17：00～

コンサート大相撲 プロ野球

郷　ひろみ大相撲名古屋場所 中日ドラゴンズ vs
広島東洋カープ

※3歳以上有料※4歳以上有料、3歳以下は大人の膝上観戦無料 未就学児童入場不可

德永 明
開演日時・会場  9/22（木・祝）17：30　富山オーバード・ホール
 9/24（土）17：30　福井フェニックスプラザ
会員料金  5,600円（通常7,500円）
予約受付開始  4/15（金）10：00～

開 催 日  三日目：7/12（火）　四日目：7/13（水）
会　　場  愛知県体育館
会員料金  桝席B 4名32,400円（通常42,400円）
 椅子指定席A1名 3,600円（通常4,900円）
予約受付開始  4/14（木）17：00～

開始日時  7/6（水）18：00
会　　場  石川県立野球場
会員料金  指定席　4,100円（通常5,500円）
予約受付開始  4/19（火）10：00～

コンサート

小田　和正

未就学児童入場不可

開演日時  5/28（土）18:00
 5/29（日）17:00
会　　場  富山市総合体育館
会員料金  6,400円（通常8,640円）
予約受付開始  4/6（水）17：00～

コンサートコンサート
総勢70組以上出演予定!！

百万石音楽祭2016
～ミリオンロックフェスティバル～

シルク・ドゥ・ソレイユ 「ダイハツ トーテム」 大阪公演
浜崎　あゆみ舟木　一夫

※小学生以上有料／未就学児童無料（要保護者同伴）
※子供は3歳～小学校6年生が対象となります。3歳未満のお子様でも座席が必要な場合は、子供券をお求めください。
※演出機材により、舞台の一部が見えづらい席がございます。　※都合により演目の一部を変更する場合がございます。

※3歳以上有料

未就学児童入場不可

開演日時  6/4（土）・5（日）
 各日11：00
会　　場  石川県産業展示館１～４号館
会員料金  1日券（各日）4,700円（通常6,300円）

 2日通し券 9,300円（通常11,800円）
予約受付開始  4/12（火）17：00～

開演日時  7/25（月）12：00 7/29（金）19：00 7/30（土）16:30 8/7（日）15:30 8/17（水）12:00
 8/19（金）19:00 8/20（土）16:30 8/22（月）12:00 9/12（月）12:00 10/12（水）16:00
会　　場  大阪・中之島ビッグトップ（特設会場）
会員料金  〈平日〉S席大人 9,300円（通常12,500円） 　S席子供 6,300円（通常8,500円）
 〈土・日〉S席大人11,000円（通常13,500円） S席子供 7,100円（通常9,500円）
予約受付開始  4/13（水）17：00～

開演日時  7/2（土）17：00
会　　場  サンドーム福井
会員料金  6,600円（通常8,900円）
予約受付開始  4/14（木）17：00～

開演日時  6/1（水）
①14：00　②18：00

会　　場  本多の森ホール
会員料金  5,200円（通常7,000円）
予約受付開始  4/12（火）17：00～

コンサート

コンサートコンサート 演劇

沢田　研二ユンディ・リ

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

開演日時  9/20（火）18：30
会　　場  本多の森ホール
会員料金  5,200円（通常7,000円）
予約受付開始  4/11（月）17：00～

開演日時  5/29（日）14：00
会　　場  石川県立音楽堂
 コンサートホール
会員料金  S席 9,500円（通常12,000円）
 A席 7,500円（通常10,000円）
予約受付開始  4/7（木）17：00～

開演日時  6/9（木）18：30
会　　場  北國新聞赤羽ホール
会員料金  SS席6,600円（通常8,800円）

 　S席5,800円（通常7,800円）
予約受付開始  4/11（月）17：00～

東宝公演
「極楽町一丁目」
出演：浜木綿子、加藤　茶、前川　清ほか

※2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで
　無料、ただしお席が必要な場合は有料

©Disney, ©Disney/Pixar

Photos: OSA Images, Matt Beard Costumes: 
Kym Barrett
©2010, 2014 Cirque du Soleil

ディズニー･ライブ！
ミッキーのミュージックパーティー！！

ミュージカル

開演日時  7/30（土）①10：30　②13：30　③16：30
 7/31（日）①11：00　②14：00
会　　場  本多の森ホール
会員料金  3,900円（通常5,200円）
予約受付開始  4/8（金）10：00～
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133
回

第
健康ウオーク

新緑の森林公園
※県民スポレク祭協賛行事

詳細はお問い合せください
参加費：会員・家族100円
　　　　　　　一般500円

6 26 日

石川県ウオーキング協会　定  例  会

TEL・FAX 076-245-6588
E-mail iwa-ishikawa@nsknet.or.jp

金沢市平和町1丁目3番1号（石川県平和町庁舎）
NPO法人石川県ウオーキング協会

　NPO法人石川県ウオーキング協会まで、 
参加定例会名・住所・氏名・会員番号を記載
のうえFAXまたはメールをお送りいただく
か、お電話にてお申し込みください。当日の
申込も可能です。
　なお、会員料金でのご参加は、当日必ず会
員証をご提示ください。

▶事前に申し込まれますと、ご自宅出発から
ご帰宅まで保険が適用されます。（当日申
込はスタートからゴールまで適用。）
▶当日の受付時間は変更になる場合があり
ます。
▶雨天時でも、気象警報発令時以外は実施し
ます。

申込方法

歩くことは
身体に最も
優しい運動です。

131
回

第
健康ウオーク

春爛漫
金沢の有名建築を巡る

受付  8：3０～　終了  １３：0０
集合・解散：いしかわ四高記念公園
参加費：会員・家族100円
　　　　　　　一般500円

4 １０日12㎞7㎞

132
回

第
健康ウオーク

羽咋の名刹
永光寺を訪ねる

受付  8：3０～　終了  １4：3０
集合・解散：コスモアイル羽咋
　　　　　 （JR羽咋駅から約800m）

参加費：会員・家族100円
　　　　　　　一般500円

5 １5 日17㎞10㎞

ＢＣリーグ 石川ミリオンスターズ

地元チームを応援しよう！前売券
会員１名につきそれぞれ年度6枚まで購入可購入方法

サービスセンター窓口にて、会員証をご提示のうえご購入ください。
センターにて購入

ツエーゲン金沢
会員価格  大人 600円（通常前売 1,100円）
※BCリーグレギュラーシーズン中の、石川ミリオンス
ターズの主催試合（＝石川県内の球場で行われる試
合）が観戦できます。試合日の指定はありません。な
お、石川ミリオンスターズがプレーオフシリーズに進
出した場合、このチケットでは観戦できません。

販売期間  ４月１日（金）からレギュラーシーズン終了までズン終了まで

試合日程等のお問い合せ

石川ミリオンスターズ  TEL 076-269-4123
 http://www.zweigen-kanazawa.jpホームページ

※未就学児は、大人1名につき1名無料（座席利用不可）
※チケットは各ホームゲーム毎に観戦日が指定されており、枚数に限りがあります。
取り扱い中のチケットについてはサービスセンターへお問い合せください。

販売期間  ４月１日（金）からシーズン終了まで
試合日程等のお問い合せ

ツエーゲン金沢  TEL 076-254-5081
http://www.m-stars.jpホームページ

会員価格

※P6にご案内の郵送サービス（有料）もご利用いただけます。

金沢21世紀美術館　企画展

会　　期  4/29（金・祝）～8/28（日）
開場時間  10:00～18:00 （金・土曜日は20:00まで）

休 場 日  月曜日 （休日の場合、翌平日）

主　　催  金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

受付開始 4月6日（水） １０：００～
　ご希望の方は、氏名・会員番号をお申し出のうえ、サービスセンターまでお電話に
てお申し込みください。 
※会員１名につき３枚までとさせていただきます。

☎申込方法

西京人－西京は西京ではない、
ゆえに西京は西京である。

購窓口窓口

SA自由席 大　　人 1,200円（通常前売　2,000円）
 小・中・高 900円（通常前売　1,500円）
ホームA自由席 大　　人 900円（通常前売　1,500円）
 小・中・高 600円（通常前売　1,000円）

観覧券
プレゼント
先着160枚限定
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新規会員募集中 !!
あなたのご近所やお知り合いのお店・会社をご紹介ください。
　当サービスセンターは、会員が増えることにより、より一層充実したサービスを会員の皆様にご提供することができます。
　随時、新規入会事業所を募集しておりますので、会員の皆様、ぜひお知り合いの事業所をご紹介ください。

あなたのお店・会社の広告を募集しています。
お店や会社の広告をこの会報「ゆとりんぐ」に掲載し、ＰＲに役立ててみませんか？
◆大 き さ／１区画：縦8.5㎝×横9.5㎝
◆掲 載 料／１回：20,000円

◆発行時期／４月・７月・10月・１月 の各月１日発行（年４回）
◆発行部数／約11,000部（センター全会員に配布）
 詳しくはサービスセンターまでお問い合せください。（担当：北川） 

　センターに直接お電話いただくか、様式集Ｐ10の「事業所紹介
カード」をご利用のうえご紹介ください。センターより入会につ
いてのご説明に伺います。

紹介
　ご紹介いただいた事業所が入会された場合、ご紹介くださった
方に謝礼として、新規入会者１名につき500円（入会１事業所につ
き１万円まで）をお支払いいたします。

※お電話または「事業所紹介カード」による事前のご紹介がない場合、謝礼のお支
払いはできませんのでご了承ください。

謝礼

　サービスセンター窓口で取り扱っている下記商品の郵送サー
ビスを行っております。多忙で窓口への来訪が困難な方、遠方
にお住まいの方もぜひご利用ください。

・ガイドブックの利用方法欄に窓 口と明記されている商品
 （ゴルフ練習場プリペイドカード、パーキングチケット等）
・この「ゆとりんぐ」の「チケットインフォメーション」等で
ご案内しているチケット

ご自宅・お勤め先のいずれか

代金引換（受取時に商品代金＋手数料を支払）

300円

対象商品

送 付 先

支払方法

手 数 料

当センターにお電話いただき、氏名・会員番号・商品
名等をお申し出ください。（複数の会員の商品をまと
めて郵送ご希望の場合は、専用の申込書をご提出いた
だきますので、お電話の際、お申し出ください。）

申込方法

※郵便物でお送りいたします。受取日時の指定はできません。また、当セ
ンターでは代金引換の場合、領収書を発行しておりません。代金支払い
時に受け取る「引換金受領証」を領収書としてご利用ください。

申込から配達まで

申 込 日 時 発 送 日 到着日（目安）
金曜日（午後）・月曜日（午前） → 月曜日 発送から

１～３日後
月曜日（午後）から水曜日（午前）まで → 水曜日
水曜日（午後）から金曜日（午前）まで → 金曜日

※発送日が祝日の場合、翌営業日に発送させていただきます。

センター窓口取扱商品の
郵送サービス（有料）がご利用いただけます

代引

１名につき500円の謝礼をお支払いします！

手数料300円で

公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター
会報「ゆとりんぐ」 平成28年４月1日発行 TEL/ 076-234-7871
〒920-0022 金沢市北安江3丁目2番20号  金沢勤労者プラザ1階 URL / http://www.k-ksc.jp　E-mail / info@k-ksc.jp
営業時間／9：00～17：45（木曜は19：00まで）　休業日／土・日・祝日

事業所数
事業所 名

会員数

（前回比ー6） （前回比ー77）930 10,668

平成28年３月1日現在
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