
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 夏2016
Vol.72

８月５
19:00開演

日　時

会　場

募集定員

７月19日 必着

往信面

920-0022

（記入不要） •郵便番号
•住所
•会員氏名

（公財）金沢勤労者福祉
サービスセンター

「映画上映会」係

返信面

切手

往信

切手

返信

記入なきもの・４名以上の記入は
“応募無効”

「往復はがき」に右記の必要事項をご記入のうえ、
サービスセンターまでご応募ください。
（会員 1名につき１通のみ有効）

イオンシネマ御経塚

360名（応募1通につき3名まで）
応募資格
会員（会員本人以外の応募不可）

『ファインディング・ニモ』待望の続編！

応募
方法

応募
締切

備考 ①ご応募の際は「ご希望人数」を必ずご記入ください。
②字幕版あるいは吹替版かは未定です。当選時にご案内します。

金沢市北安江3-2-20

①会員番号
②会員氏名
③住所
④電話番号
⑤ご希望人数
　（3名まで）
⑤ご希望人数
　（3名まで）

抽選で

３6０名様
無料ご招待！
（応募１通につき３名様まで）

©2016 DISNEY / PIXAR. All rights reserved

上 映 会

紙面
リニューアル！

火
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イベント情報

巨峰狩りと古代の火起こし＆
ピザ焼き体験

 親子でチャレンジ!たっぷり食べ放題♪

●旬の味覚を満喫！巨峰狩り体験

●タイムスリップしよう！古代の火
起こし体験

●焼きたてをパクリ♪昼食のピザ
作り（ソース塗りとトッピング）

※巨峰の作柄により、品種変更と
なる場合があります。

※荒天時は内容変更または中止

場　　所▶ぶどうやさん西村

参加資格▶会員・登録家族

 3歳～小学生のお子様を含む親子
で

 ご参加ください。

参 加 費▶1,000円　※3歳未満無料

募集定員▶50名（多数時抽選）

DATA

日9 4
10:00～13:00
/

夏休み親子陶芸教室
何を作ってもOK！

夏休み
親子プチアウトドア体験
石川県ユースホステル協会スタッフが

サポート！

●いっぱい食べよう！昼食のカレ
ーライス＆ホットドッグ作り

●意外と簡単！アイスクリーム作り

※荒天時は内容変更または中止

場　　所▶銀河の里キゴ山青少年
交流棟

 あけぼの広場
参加資格▶会員・登録家族

参 加 費▶大人・小人 1,000円

 未就学児　  500円　※３歳未満無
料

募集定員▶40名（先着順）

粘土をこねて成形する技法「手びねり」で作品を作ります。
後日サービスセンター窓口まで完成品を取りにお越しいただきます。

DATA

日7 31
10:00～15:00
/

場　　所▶金沢勤労者プラザ 406研修室
参加資格▶会員・登録家族
 小学生～中学生のお子様と親子２名１組でご参加
 ください。
参 加 費▶１組 1,500円
募集定員▶15組 30名（先着順）
講　　師▶つづりな窯 徳田 年英 氏

DATA

土7 30
9:30～11:30
/

※駐車場１時間無料

ぶどうジュースの
フリードリンク付き！

 （加賀市分校町263-5・駐車場有
）

8月3日㈬
必着

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへFAXまたは郵送

受付締切 抽選
多数時

「イベント参加申込書」（様式集P9
）に必要事項をご記入の

うえ、お申し込みください。（1家族
につき1枚提出）

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

氏名・会員番号等をお申し出くだ
さい。

先着順7月6日㈬
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

氏名・会員番号等をお申し出ください。

先着順7月8日㈮
10：00～

受付開始
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標高2700mの別天地 乗鞍
飛騨７大味覚食べづくし岐

阜
県

長
野
県

信州花めぐり

果物狩りや食べ歩き
日帰り旅行代金

行
　
程

7,480円
3%割引
2,000円助成
1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋

8：30金沢駅＝世界遺産白川郷（荻町集落など自由散策) ＝ ドライブイ
ンみぼろ湖（飛騨の7大味覚御膳の昼食) ＝ 板蔵らーめん（休憩) ＝〈乗
鞍スカイライン〉＝ 乗鞍畳平（お花畑を自由散策) ＝ 金沢駅19:00
※乗鞍スカイラインが通行止の場合は高山散策となります。
★飛騨の7大味覚･･･①飛騨牛朴葉みそ ②飛騨豚冷しゃぶ ③煮出しこもとうふ ④飛騨冷やし椀子
そば ⑤飛騨のお漬物 ⑥飛騨牛乳プリン ⑦飛騨産トマトゼリー
★さらに5つのお土産付！･･･①たまねぎ約1kg ②飛騨産トマトジュース ③飛騨の角豆1個 ④白川茶
パック1個 ⑤お米すくい体験

＊ 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）
＊ 金沢駅以外でも乗車できますので、お問い合せください。

出発日

北鉄航空
旅行企画・実施

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 ☎（0120）316-100

※7月13日（水)・8月26日（金)・9月7日（水)出発は500円引 ※7月21日(木)・8月19日(金)・9月12日(月)出発は500円引

▶７月２日㈯・３日㈰・５日㈫・６日㈬・10日㈰・13日㈬・17日㈰
21日㈭・23日㈯・29日㈮・30日㈯▶８月２日㈫・６日㈯・９日㈫
11日（木・祝）・12日㈮・14日㈰・17日㈬・19日㈮･23日㈫･26日㈮
27日㈯・29日㈪▶９月１日㈭・３日㈯・７日㈬・１１日㈰・13日㈫
16日㈮・18日㈰・19日（月・祝）・24日㈯・25日㈰・29日㈭
▶10月２日㈰・７日㈮・８日㈯・10日（月・祝）・13日㈭・15日㈯

会員・登録家族

同伴者 

日帰り旅行代金

出発日 ▶７月９日㈯・13日㈬・15日㈮・17日㈰・18日（月・祝）・21日㈭
23日㈯・26日㈫・29日㈮・31日㈰▶８月４日㈭・７日㈰
10日㈬・12日㈮・13日㈯・14日㈰・17日㈬・19日㈮･20日㈯
21日㈰▶９月５日㈪・９日㈮・11日㈰・12日㈪・15日㈭
18日㈰・20日㈫・23日㈮・25日㈰・26日㈪・28日㈬

行
　
程

8：00金沢駅＝7･8月斑尾高原（100万輪のゆりと50万本のラベンダー
畑を散策) 9月旬花咲く黒姫高原（100万本のコスモス園を散策) ＝ 信
州中野（牛・豚・馬のトリプルステーキ＆幻豚冷しゃぶ御膳の昼食) ＝ 栗
の町小布施（６種類の食べ歩き散策) ＝ 信州中野季節の果物狩り（7月
ブルーベリー園内食べ放題と1カップ詰め放題 8月冷え冷えもも食べ放
題と2玉狩り 9月巨峰園内試食と1房狩り) ＝ 信州中野（焼き立てベー
コン・ウィンナーの試食) ＝ 金沢駅20:00

＊ 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。
　

秋の木曽路

びっ栗づくし！味覚食べくり三昧
岐
阜
県

日帰り旅行代金

行
　
程

7：30金沢駅＝恵那川上屋（栗きんとんの試食・お買い物)＝中津川(焼
き栗＆焼き松茸＆牛すき焼き鍋の昼食)＝馬籠宿(旧中山道宿場町で食
べ歩き散策)＝中津川(たっぷり約1kgの栗拾い体験※小人は約500g) 
＝金沢駅20:00　　

出発日 ▶９月10日㈯・14日㈬・16日㈮・17日㈯・21日㈬・23日㈮
24日㈯・26日㈪・29日㈭▶10月１日㈯・２日㈰

＊ 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。
　

＊ 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。
　

新
潟
・
長
野
県
　
　
　

アパリゾート

上越妙高イルミネーション

行
　
程

9：00金沢駅＝信州中野(幻豚みそ鍋の昼食)＝渋温泉(足湯など自由散
策)＝9月～10月16日高級ぶどうシャインマスカット1房狩り 10月19
日～30日園内りんご狩り食べ放題とりんご・梨詰め放題＝信州中野(軽
夕弁積込・焼き立てベーコン・ウィンナー試食)＝アパリゾート上越妙高
(東日本最大級約160万球のイルミネーション観賞)＝金沢駅22:00
★うれしい軽夕弁(カツサンド)付

日帰り旅行代金

出発日 ▶９月18日㈰・19日（月・祝）・21日㈬・22日（木・祝）・24日㈯
25日㈰・27日㈫・30日㈮▶10月１日㈯・４日㈫・７日㈮
９日㈰・10日（月・祝）・12日㈬・15日㈯・16日㈰・19日㈬
22日㈯・26日㈬・28日㈮・30日㈰

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・そのいずれかの同伴者 ※同伴者は会員１名につき２名まで。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。●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 〉〉〉〉

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！

会員特選ツアーガイド

旅行会社へ予約
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。

センターへ利用補助券申込 代金の支払い
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。

補助券申込込込込込込込
利用補助券

8,700円
3%割引
2,000円助成
1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 

8,980円
3%割引
2,000円助成
1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 
9,480円

3%割引
2,000円助成
1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 
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●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、『シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ トーテム」名古屋公演』
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。

チケットインフォメーション

〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉
センターへ電話予約

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。）

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。

センターにて購入
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）

窓口に枚数

窓口

※ Ｐ８にご案内の代引郵送サービス（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。

にてにて

代引

稲川淳二の怪談ナイト
｜怪談｜

9/30(金) ２０：００
北國新聞赤羽ホール
４,２００円（通常5,600円）
7/11（月）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

稲垣 潤一
｜コンサート｜

9/10(土) １５：３０
金沢市文化ホール
４,８００円（通常6,480円）
7/11（月）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※未就学児童入場不可 ※未就学児童入場不可

玉置 浩二
｜コンサート｜

9/11(日) １７：３０
富山オーバード･ホール
５,１００円（通常6,800円）
7/7（木）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※４歳未満のお子様のご入場はご遠慮いただいて
　おります。

劇団四季 

ウェストサイド物語
｜ミュージカル｜

9/10(土) 17：30
9/11(日) 1３：００
本多の森ホール
Ｓ席 6,400円（通常8,640円）
7/7（木）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※３歳以上有料、３歳未満でも着席鑑賞の場合有料

さだまさし
｜コンサート｜

9/4(日) １7：００
金沢歌劇座
６,４００円（通常8,640円）
７/６（水）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※未就学児童入場不可
※車イス席をご希望の方は一般発売をご利用くだ
　さい。

撮影：下坂 敦俊

©Disneyステージ写真は昨年の公演です。

Photos: Matt Beard Costumes: Kym Barrett © 2014 Cirque du Soleil

12/1(木) １９:００
本多の森ホール
Ｓ席 ６,２００円（通常8,300円）
7/13（水）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

10/9(日) １７:００
サンドーム福井
６,７００円（通常8,996円）
7/14（木）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

10/31(月) １８:３０
本多の森ホール
ＳＳ席 １３,５００円（通常16,000円）
Ｓ席    9,500円（通常12,000円）
A席   6,700円（通常9,000円）
7/15（金）１０：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

11/26(土)１６:００  12/3(土)１６:００
12/12(月)１６:００  12/16(金)１９:００　
12/18(日)１５:３０
名古屋ビッグトップ(ナゴヤドーム北)
<平日> ＳＳ席  8,500円（通常12,500円）　
　　　     Ｓ席  7,000円（通常10,000円）
<土・日>ＳＳ席 11,000円（通常13,500円）　
　　　     Ｓ席  8,500円（通常11,000円）
7/15（金）１０：００～

開演日時

会　　場
会員料金

予約受付開始

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2016

プラハ国立歌劇場 

モーツァルト「魔笛」DREAMS COME TRUE 
｜コンサート｜｜コンサート｜ ｜オペラ｜

シルク・ドゥ・ソレイユ
「ダイハツ トーテム」名古屋公演

※３歳以上有料、３歳未満のお子様でも座席が必要な場合は
　チケットをお求めください。
※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。

※未就学児童入場不可

※未就学児童入場不可

11/13(日) １６：００
本多の森ホール
５,８００円（通常7,800円）
7/12（火）１０：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

９/22(木･祝) ～ ９/25(日)
各日とも ①１３：００　②１６：００
石川県立音楽堂邦楽ホール
Ｓ席 ５,７００ 円（通常7,700円）
7/12（火）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

9/24(土) ①１４：００　②１８：００
輪島市文化会館
A席 3,700円（通常5,000円）
7/12（火）１７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

10/7(金) １４：００
本多の森ホール
４,３００円（通常5,800円）
7/12（火）１７：００～

開演日時
会　　場

会員料金

予約受付開始

金沢おどり葉加瀬 太郎
｜舞踊｜｜コンサート｜

石川 さゆり
｜コンサート｜

山内 惠介
｜コンサート｜

※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

※３歳以上有料、３歳未満入場不可

※未就学児童入場不可
※本公演のチケットは全て“入場引換券”となり、座席番号はコ
ンサート当日に分かる方法になります。コンサート当日、“入
場引換券”を会場に設置いたします読取り機にかざしていた
だくと、“座席券”が発券されます。座席はご購入時に抽選で
決められており、枚数や当日の入場順によって変わることは
ございません。
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※Ｐ８にご案内の代引郵送サービス（有料）も
　ご利用いただけます。

センターにて購入

石川ミリオンスターズ  ☎076-269-4123試合日程等のお問い合せ

ツエーゲン金沢ＢＣリーグ 石川ミリオンスターズ
会員価格

販売期間

大人 600円（通常前売 1,100円）

会　　期 10/8（土）～3/20（月・祝）
2017年

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）１２/２９～１/１

レギュラーシーズン終了まで

※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。 ※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。

ホームページ 〉〉〉 http://www.m-stars.jp
ツエーゲン金沢  ☎076-254-5081試合日程等のお問い合せ
ホームページ 〉〉〉 http://www.zweigen-kanazawa.jp

会員価格

販売期間

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）

シーズン終了まで

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

前売券販売
地元チームを応援しよう！

金沢21世紀美術館 企画展

工芸とデザインの境目

観覧券プレゼント

主催 ： 金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

7月13日㈬ １０：００～

〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉

センターへ電話

窓口

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。
※会員１名につきそれぞれ年度6枚まで購入可

ださだ

代引

開化堂　茶筒

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。

　センターが発行する利用券で、下記の2施設が無料でご
利用いただけます。ご家族そろって海の家でゆったりとし
た夏を満喫してみませんか？

利用資格 会員・登録家族
利用限度 会員・登録家族

合わせて5枚

海の家 無料利用券

先着

限定
160枚

無料券

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

 河北郡内灘町字宮坂 ☎076-286-0820

※４歳未満利用券不要

センターへFAXまたは郵送
  様式集P2の『利用補助券申込書』に、利用者名・枚数
等のほか、補助券種類のNo.6（その他）の欄に「海の
家無料利用券」とご記入のうえ、センターまでFAXか郵
送にてお申し込みください。センターより利用券を郵送
いたします。
※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。

大日荘
※未就学児利用券不要

権現森海水浴場

千里浜海水浴場山田屋
羽咋市千里浜町　☎0767-22-3938

受付開始
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平成27年度収支決算の概要・サービスご利用状況
（平成27年４月１日~平成28年３月31日）

平成27年度収支決算の概要

平成28年度収支予算の概要・主催事業実施計画
（平成28年４月１日~平成29年３月31日）

主なサービスのご利用状況

その他収益
250（0.1％）

受取補助金
（金沢市等）

14,600（8.3％）

受取寄付金
5,000（2.8％）

共済給付事業費
36,186（20.1％）
主催事業費
2,187（1.2％）

人件費
22,988（12.7％）

事業費
169,975（94.2％）

管理費
10,407（5.8％）

助成事業費
90,653（50.3％）
広報・その他事業経費
17,961（10.0％）

人件費
7,506（4.2％）
一般管理費
2,901（1.6％）

受取会費等
（会費・入会金）

129,665（73.7％）

事業収益
（給付金、主催事業参加費、
プリペイドカード・チケット
等販売収益など）

26,412（15.0％）

正味財産増減額
▲4,454

※単位は千円

●共済給付事業
お祝い金 …………… 1,779
お見舞い金 ………… 201
死亡弔慰金 ………… 344
●各種助成事業
映画鑑賞 …………… 21,522
宿泊 …………… 会員  2,768
　　 　家族  1,629
グルメ指定店…… 会員  4,643
 　家族  1,397
 事業所用 4,295
いしかわ動物園 ……… 3,708
のとじま水族館 ……… 2,116
ふれあい昆虫館 ……… 1,308
日帰り温泉…………… 15,022
健民海浜公園プール……… 2,828
海の家 ……………… 123
文化施設 …………… 1,270
バス回数券・アイカ ……… 4,518
体育施設回数券……… 1,030
ゴルフ場……………… 2,420
スキー場……………… 891
スポーツスクール …… 278
カルチャースクール ……… 81
人間ドック・脳ドック ……… 332
定期健康診断 ……… 6,429
インフルエンザ予防接種 ……… 4,482
会員特選ツアー ……… 401
●プリペイドカード・チケット販売
ゴルフ練習場プリペイドカード……… 1,739
パーキングチケット ……… 390
コンサート等チケット……… 3,451
グルメチケット ……… 1,242

●主催事業
ガーデニング教室 …… 39　
型なしフルーツタルト作り教室
…………………… 20　

水引ペンダント作り体験教室
…………………… 12　

相続&終活セミナー …… 47　
「ミッション:インポッシブル
ローグ・ネイション」上映会
………… 応募組数 434　

ステンドグラス教室 …… 15　
親子プチアウトドア体験…… 36　
巨峰狩りと古代の火起こし&
ピザ焼き体験 ………… 50　
第22回親睦ボウリング大会
…………………… 81　

X’masグリーンリース作り教室
…………………… 22　
大根寿し教室（2回合計）
…………………… 40　

親子クリスマス会ケーキ&
ジェルキャンドル作り
…………………… 36　

飾り巻き寿司教室 …… 13
親子ナゾ解き教室 …… 12
新入社員研修 …… 29
電話&クレーム応対研修（11月）
…………………… 24

電話&クレーム応対研修（2月）
…………………… 23

費用
合計

180,381

収益
合計

175,927

平成28年度収支予算の概要 主催事業実施計画

その他収益
237（0.1％）

受取補助金
（金沢市等）

14,600（8.3％）

受取寄付金
5,000（2.8％）

共済給付事業費
37,834（21.4％）
主催事業費
2,136（1.2％）

人件費
23,868（13.5％）

事業費
166,468（94.0％）

管理費
10,610（6.0％）

助成事業費
85,938（48.5％）
広報・その他事業経費
16,692（9.4％）

人件費
7,910（4.5％）
一般管理費
2,700（1.5％）

受取会費等
（会費・入会金）

132,000（74.6％）

事業収益
（給付金、主催事業参加費、
プリペイドカード・チケット
等販売収益など）

25,076（14.2％）

正味財産増減額
▲165

※単位は千円

●平成28年5月 新入社員研修
 ガーデニング教室

●6月 クッキング教室
 終活セミナー

●7月 夏休み親子陶芸教室

●8月 映画上映会
 自然教室

●9月 巨峰狩りと火起こし&ピザ焼き体験

●11月 社員研修
 ステンドグラス教室
 大根寿し教室

●12月 しめ飾り作り教室
 親子クリスマス会

●平成29年2月 社員研修
 加賀八幡起き上がり絵付け体験教室
 飾り巻き寿司教室

●3月 太極拳体験教室

費用
合計

177,078

収益
合計

176,913

サービスセンター
の平成27年度事

業報告書・決算報
告書、

及び平成28年度
事業計画書・収支

予算書は、

センターのHPに
て公開しておりま

す。
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◆残高1,000万円以内の他金融機関で
　お借入れの住宅ローンの見直しに ! ◆

相続・遺言
無料相談
●全国で47,857件の相続や
　遺言の相談を経験。
●全国に47ヶ所の相談室が
　あります。（平成27年8月現在）

まずは、お電話にてご予約ください。

http://www.souzoku-ishikawa.jp

定価 540円（税込）

（詳しくはガイドブックP24参照）

借換専用
住宅ローン

石川県
ウオーキング協会定 例 会

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

申込
方法

重伝建シリーズ④
北前船の里橋立を訪ねて

金沢市内の路傍の
お地蔵さん20を巡る

稲葉山展望と
三井アウトレットパーク

▶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。

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

第134回 健康ウオーク 第135回 健康ウオーク 第136回 健康ウオーク

7 24 日
7㎞
13㎞
受付 9：0０～ 終了 14：00
［集合・解散］ 加賀市中央公園
　　　　　　 （7kmコースは橋立町でゴール）
［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

8 28 日
7㎞
15㎞
受付 8：3０～ 終了 13：00
［集合・解散］ 金沢駅地下もてなし広場
　　　　　　 （7kmコースは笠舞でゴール）
［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

9 11 日16㎞
受付 8：3０～ 終了 14：00

［集　合］ あいの風とやま鉄道 石動駅
［解　散］ 三井アウトレットパーク北陸小矢部
［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

66

金沢ニューグランドホテル

18：00～21：00平　日

17：30～20：30土・日・祝日

￥6,000

（3～5歳）1,000円
無料

13 9
（月） （金）

＊サービスセンターのグルメ指定店利用補助券をご利用ください。（詳しくはガイドブックP24参照）
＊登録家族のご利用は定価より1,000円引です。

宴会予約係まで

￥4,000

サマーバイキング2016

（生ビール・日本酒・ワイン・スパークリングワイン・焼酎・
梅酒・カクテル・サワー・ハイボール・ソフトドリンク 飲み放題）

和・洋・中の料理とデザート食べ放題に
ステーキ食べ放題

会員様
補助券利用

￥4,500 ￥2,500会員様
補助券利用

小学生
幼　児
乳　児

（ソフトドリンク付）
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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。

期間限定！
新規会員紹介
キャンペーン！！

アンケート結果をＨＰに掲載

お知り合いの事業所をご紹介ください！

ご協力ありがとうございました。
　前々号「新年号 Vol.70」のアンケート結果をホームページに掲載いたしました。ご回答をいただきま
した皆様に心より感謝申し上げます。
　期間中、計120名の方からご回答をいただきましたが、概ねサービスにご満足をいただき、また当セ
ンターの事業がワークライフバランスに必要であると多くの方々に感じていただいているようです。
一方、新規や見直しをしたサービスの内容についてはまだまだ認知がされていない面もあるようです
ので、今回のアンケート結果を参考にさせていただき、より一層のサービス充実とともに、会員の皆様
にとってわかりやすいご利用方法への改善やその周知に努めてまいりたいと思います。
　アンケートの機会に限らず、今後とも様々なご意見・ご要望をお待ちしております。

手数料
300円で

上記期間中にご紹介いただいた事業所が後日入
会された場合、ご紹介くださった会員に謝礼と
して、新規入会者１名につき1,000円（入会１事
業所につき２万円まで）をお支払いいたします。
※ただし、１事業所２名以上入会された場合に限ります。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。

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」をご利用ください。

対象商品キャンペーン期間

キャンペーン内容

ご 紹 介 方 法

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。

事業所数
平成28年6月1日現在

会員数

10,518 （前回比－150）
名937 事業所

（前回比＋7）
平成28年7月1日発行

〒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
営業時間／9：00～17：45（木曜日は19：00まで）　休業日／土・日・祝日

TEL 076-234-7871
URL / http://www.k-ksc.jp　E-mail / info@k-ksc.jp

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」

代引

今だけ新規入会者1名につき
謝礼金を

1,000円に増額!!

サービスセンター窓口で取り扱っている下記商品の代引郵送を行
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。

センター窓口取扱商品の
代引郵送サービスが
ご利用いただけます

※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。

申込方法 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。）

申込から配達まで

対象商品

支払方法

手 数 料

送 付 先

◆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 7月1日（金）～ 9月30日（金）

あなたのお店・会社の広告を募集します
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？
◆サイズ　　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（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）
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