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スキー場 会員料金 ※（　）は正規料金です 割引額

金沢市営医王山スキー場
☎076-229-1947

1,040円 （1,540円） 500円

白山一里野温泉スキー場※1

☎076-256-7412

大人 3,000円（4,000円）
小人 2,000円（3,000円）
シニア 2,500円（3,500円）

1,000円

白山セイモアスキー場
☎076-273-0331

大人 2,500円（3,500円）
小人 2,000円（2,500円）
シニア 2,500円（3,000円）

大人 1,000円
小人 500円
シニア 500円

大倉岳高原スキー場
☎0761-67-1426

大人 3,100円（3,600円）
小人 2,100円（2,600円） 500円

スキージャム勝山
☎0779-87-6109

大人 3,700円（4,700円）
小人 2,500円（3,000円）
キンダー 1,000円（1,500円）
シニア 3,200円（3,700円）

大人 1,000円
小人 500円
キンダー 500円
シニア 500円

IOX-AROSA※1
☎0763-55-1326

大人 3,600円（4,100円）
小人 2,050円（2,550円） 500円

たいらスキー場
☎0763-66-2911

大人 2,200円（3,000円）
小人・シニア 1,700円（2,500円） 800円

キューピットバレイ
☎025-593-2041

大人 2,900円（4,300円）
中高生・シニア 2,300円（3,500円）
小学生 1,500円（2,500円）

大人 1,400円
中高生・シニア 1,200円
小学生 1,000円

利用できるスキー場と１日リフト券料金

　下記の割引券をご用意しておりますので、ご希望の方は当センターまでお電話にてお申し込みくださ
い。センターより必要枚数をお送りします（ご利用枚数の制限はありません）。なお、ご利用いただけ
るスキー場や割引額など、詳しくはセンターまでお問い合せください。

全福センター協定スキー場割引券のご案内

ダレモコーポレーション割引券（北陸・上信越地区を中心に、約70ヶ所のスキー場の割引）

※1 各ファミリーチケットにもお一人分につき1枚ご利用いただくことができ、1枚につき500円引きになります。
※2 スキー場によっては、別途ICカード預り金が必要な場合があります。

会員・登録家族利用
資格

① 様式集P2の「利用補助券申込書」をご利
用のうえ、FAXか郵送にてセンターまでお
申し込みください。なお、補助券種類NO.6
（その他）欄に「1日リフト券」と必ず明記
のうえお申し込みください。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。

② センターから「1日リフト券 利用補助券」が
送付されます。

③ 「1日リフト券 利用補助券」裏面に、会員
番号・氏名等をご記入の上、各スキー場の
リフト券売り場にご提出ください。

 「1日リフト券 利用補助券」1枚につき1日
リフト券が1枚、左記会員料金にてご購入
いただけます。

利用
方法

8枚まで利用
限度
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イベント情報

太極拳教室
心身ともにリフレッシュ！

ゆったりとした太極拳の動きを体験し
ましょう。

場　　所▶金沢勤労者プラザ 多目的
室

 ※駐車場１時間無料

参加資格▶会員・登録家族（小学生以
上）

参 加 費▶500円
募集定員▶20名（先着順）
講　　師▶日本武術太極拳連盟
 A級公認指導員
 清水 啓紀 氏

DATA

土3 4
10:00～11:30
/

飾り巻き寿司教室
鬼は外！福は内！節分の日にピッタリ

の飾り巻き寿司を作ります。

表情豊かなカワイイ小鬼たち♪食べる
のがもったいない！？かも。

場　　所▶金沢勤労者プラザ 料理実
習室

 ※駐車場１時間無料

参加資格▶会員・登録家族（中学生
以上）

 ※大人が参加する場合のみ、小学４
～６年生は付添可

参 加 費▶500円
募集定員▶24名（先着順）
講　　師▶飾り巻き寿司マスターイ

ンストラクター

 苧野 雅栄 氏

DATA

日1 29
10:00～12:00
/

太さ８㎝程度の
太巻きが４切れ
取れます。

〈〈〈〈 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１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１月11日㈬
10：00～

受付開始

く～るくる　 巻～き巻き♫
ツノをつけたら 出来上がり！

加賀八幡起上り
絵付け教室

金沢の 伝統工芸を 体験しよう！

『七転八起』の言葉にちなんだ、縁起の良いお人形“八幡さん”。
小サイズ（５㎝）のものを２個作ります。自分だけのオリジナルを作りましょう♪

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▶会員・登録家族（小学４年生以上）
 ※大人が参加する場合のみ、小学１～３年生は付添可
参 加 費▶500円
募集定員▶24名（先着順）
講　　師▶株式会社 中島めんや 中島 祥博 氏

DATA

土2 25
14:00～16:00
/

お内裏様・お雛様風
アレンジもオススメ！

〈〈〈〈 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

１月13日㈮
10：00～

受付開始
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会員・登録家族助成

日帰りバスプラン（IOX-AROSA） 1,500円助成

宿泊プラン（各種） 3,000円助成

一部駐車券、テニスコート回数券を
在庫限りで販売終了します

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

七つ橋巡り
ウオーク

古地図で歩く
街中探訪

哲学者西田幾多郎に
触れる道

▶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140回 健康ウオーク 第141回 健康ウオーク 第142回 健康ウオーク

1 8 日10㎞ 10㎞ 10㎞

受付 9:00～ 終了１2:0０
［集合・解散］ しいのき迎賓館

受付 9:00～ 終了１2:3０
［集合・解散］ かほく市役所

受付 8:30～ 終了１2:0０
［集合・解散］ 金沢駅地下もてなし広場

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

2 19 日

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

3 19 日

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

JTBで行くスキープラン

利用方法

　この冬、JTB中部金沢支店でスキープランをお申し込みの会員・
登録家族は、下記の助成が受けられます。

JTB中部金沢支店
金沢市下堤町30　☎076-264-7070
営業時間／10：00～18：00　定休日／水曜・祝日
http://www.jtb.co.jp/shop/kanazawa/（HPからもお申し込みいただけます。）

支払代金 一般旅行代金 会員・登録家族助成－=

①JTB中部金沢支店へ直接スキープランをご予約ください。なお、宿泊プランに関しては、JTB中
部金沢支店で取扱うスキー宿泊プランの全商品が助成の対象になります。

②様式集P2の「利用補助券申込書」に利用者名等のほか、補助券種類の№6（その他）欄に「ス
キー日帰りバスプラン」または「スキー宿泊プラン」のいずれかを必ずご記入のうえ、センターま
で郵送かFAXにてお送りください。センターより利用補助券を送付いたします。（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。）

③送付された利用補助券をご持参のうえ、JTB中部金沢支店にて代金をご精算ください。（ガイド
ブック掲載のパック旅行割引・宿泊助成との併用はできませんのでどうぞご了承ください。）

会員・登録家族とも、
日帰り・宿泊のいずれかを１回

利用限度

お問合せ・ご予約先

＊各種プラン・パンフレットをご用意しております。プランに関する詳しいお問
い合せやパンフレットのご請求は、JTB中部金沢支店まで。
＊JTB東海各店（ガイドブックP14参照）でのお申し込みは対象とはなりませ
んのでご注意ください。

族とも

曜 祝日

　諸般の事情により、下記商品の販売を在庫限りで終了させていただきます。
ご希望の方はお早めにご購入ください。
　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。

〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉※P6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 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。

代引

販売期間 各在庫の終了まで（先着順）
価格対象券種 購入可能数

金沢駅東・武蔵地下駐車場
駐車券11枚セット 在庫に限り

お一人
何セットでも大人

高校生以下

100円券

300円券
700円（通常1,000円）
2,400円（通常3,000円）

石川県西部緑地公園テニスコート
1時間券12枚セット

1,000円（通常2,050円）
500円（通常1,000円）

●今年度すでに購入したセット数に関わらず、ご購入いただけます。
●在庫状況につきましてはサービスセンターまでお問い合せください。
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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

京
都
府

三
重
県 なばなの里イルミネーション

来い来い平成29年福の年 国内最大級

29個のお楽しみ 丹後海鮮三昧
日帰り旅行代金

9,290円

一般旅行代金 割引・助成金

行
　
程

8:00金沢駅＝天橋立（海鮮三昧の昼食）＝元伊勢籠神社（参拝）＝傘松
公園（股のぞき）＝天橋立ワイナリー（試飲･お買い物）＝文殊堂（参拝）＝
天橋立松並木（散策）＝金沢駅20:15
★海鮮三昧の昼食…海鮮陶板焼き①のどぐろ ②ホタテ ③焼きえび ④イカ ⑤ふぐ お造り⑥イカ
ソーメン ⑦甘えび ⑧いずみ鯛 にぎり寿司⑨サーモン ⑩いか ⑪たこ ⑫ホタテ ⑬えび ⑭穴子 ⑮サ
ヨリ ⑯つぶ貝 ⑰イクラ ⑱たまご その他⑲橋立そば(かに入り) ⑳茶碗蒸し（かに入り）
★お土産…㉑ふぐ刺し10切れ ㉒出石とろろそば２人前 ㉓ワイン１本（小ボトル）
★観光地等…㉔元伊勢籠神社 ㉕天橋立ワイナリー ㉖傘松公園 ㉗文殊堂（知恩寺） ㉘天橋立松並
木 ㉙あすなろ倶楽部ポイント2倍
※仕入れの状況により料理内容が変更となる場合があります。

＊ 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）
＊ 金沢駅以外でも乗車できますので、お問い合せください。

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

出発日

3%割引
2,000円助成
1,000円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

日帰り旅行代金

出発日 ▶１月７日㈯・12日㈭・14日㈯・22日㈰・25日㈬・28日㈯
▶２月４日㈯・５日㈰・10日㈮
11日（土・祝）・18日㈯・20日㈪
22日㈬・25日㈯
▶３月１日㈬・３日㈮・４日㈯
５日㈰・７日㈫・11日㈯

行
　
程

12:00金沢駅＝（車中食）＝なばなの里イルミネーション（国内最大級の
イルミネーション・約２時間30分滞在・ベゴニアガーデン入館券付・自由
夕食）＝金沢駅23:00
★軽昼弁付
※土日祝日の出発は、なばなの里周辺が渋滞することがあります。
※日没時間によりイルミネーション点灯時間が変わります。その場合は、滞在時間や帰着時間が変更
になる場合もあります。

＊ 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）
＊ 金沢駅以外でも乗車できますので、お問い合せください。

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

＋
会員・登録家族

同伴者 

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）

▶１月７日㈯・９日（月・祝）・10日㈫・15日㈰・16日㈪
21日㈯・27日㈮・28日㈯・31日㈫
▶２月２日㈭・４日㈯・10日㈮・12日㈰・14日㈫・18日㈯
19日㈰・21日㈫・26日㈰
▶３月４日㈯・６日㈪・11日㈯
12日㈰・16日㈭・18日㈯
21日㈫・24日㈮・25日㈯
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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、『黄金のファラオと大ピラミッド展』・『プラレール博 
in KANAZAWA』・『それいけ！アンパンマン ミュージカル 勇気の花に歌おう♪』は４枚まで。）●ご利用は、会員・登録
家族に限ります。●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）

窓枚数

窓口

※ Ｐ６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。

代引

ドリス＆オレガ+水戸芸術館PRESENTS

「COASTER2017」
出演：西村雅彦、浅利陽介、MEGUMI、デビット伊東、飯島直子 ほか

｜舞台｜

それいけ！アンパンマン ミュージカル
勇気の花に歌おう♪

｜ミュージカル｜

美川憲一＆コロッケ
スペシャルジョイントコンサート

｜コンサート｜

3/26(日) ①11:00 ②14:30
本多の森ホール
2,200円（通常2,700円）
1/12（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、２歳以下は保護者１名につき１名膝上鑑賞可、
　ただしお席が必要なお子様は有料

3/30(木) ①14:00 ②17:30
金沢歌劇座
5,500円（通常7,560円）
1/11（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

3/11(土) 17:30
北國新聞赤羽ホール
5,600円（通常7,500円）
1/10（火）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

黄金のファラオと
大ピラミッド展

｜展覧会｜

クリス・ハート
｜コンサート｜

プラレール博
in KANAZAWA

｜博覧会｜

3/4(土) 17:00
本多の森ホール
5,100円（通常6,800円）
1/10（火）１７：００～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※３歳以上有料、２歳以下入場不可

3/17(金)～3/20(月・祝)、
3/24(金)～3/26(日) 9:30～16:30
※最終入場は16:00　※3/19（日）は10:30～16:30
石川県産業展示館１号館
大人  400円（通常700円）
小学生以下 300円（通常500円）
1/4（水）～3/16（木） ※電話予約不要

開催日時

会　　場

会員料金

販売期間
※入場記念品含む　※２歳以下無料

1/13(金)～3/26(日)
平日 9:00～16:30　土日祝 9:00～17:00　※2/7（火）は休館
富山県民会館美術館
一般・大学生 900円（通常1,300円）
小･中・高校生 600円（通常800円）
1/4（水）～2/6（月） ※電話予約不要

開催日時

会　　場

会員料金

販売期間
※小学生未満無料

チューリップ
｜コンサート｜

ケツメイシ
｜コンサート｜

南こうせつ 伊勢正三
～ひめ風!?～

｜コンサート｜

5/28(日) 17:00
サンドーム福井
5,800円（通常7,800円）
1/17（火）10:00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※４歳以上チケット必要、３歳以下入場不可

4/1(土) 18:00
富山オーバード・ホール
5,800円（通常7,800円）
1/16（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

5/27(土) 17:00
福井フェニックスプラザ
5,200円（通常7,000円）
1/16（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

© ＴＯＭＹ　 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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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。

お知り合いの事業所をご紹介ください。

新規会員募集中！！手数料
300円で

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。

代引

　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

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。

ご紹介いただいた事業所が後日入会された場合、ご紹介
くださった会員さんに謝礼として、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。
※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

ご 紹 介

◆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

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）

事業所数
平成28年12月1日現在

会員数

10,562 （前回比＋27）
名931 事業所

（前回比－9）
平成29年１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」

１名につき500円の謝礼をお支払いします！

～当サービスセンター会員限定～

家庭常備薬等の特別あっせん !
商品を選択、お届け先情報を入力するだけで簡単!
PC、スマートフォンどちらも対応でお手軽に！

【締切】平成29年1月15日→【お届け】1月下旬頃

金沢勤労者福祉 検索

家庭常備薬等
特別あっせん

 【 I D 】 kanakin
 【パスワード】 kana1612

（医薬品販売業者）白石薬品株式会社

サービスセンターＨＰへアクセス1

かんたん申込！1 2 3

家庭常備薬等申込みバナーをクリック2

ID・パスワードを入力しログイン3

かぜの諸症状の緩和

パブロンSα錠
45錠〈大正製薬〉

『ゲホゲホしたせき・たんがつらい人に。
ブロムヘキシン塩酸塩配合。5才以上』
『ゲホゲホしたせき・たんがつらい人に。
ブロムヘキシン塩酸塩配合。5才以上』

73%
OFF

円円320320
参考価格
1,166円を

かぜの諸症状の緩和

新プレコールS顆粒
24包〈第一三共〉

『熱・痛みに効く。胃にやさしく、
眠くなる成分を含まない。3才以上』
『熱・痛みに効く。胃にやさしく、
眠くなる成分を含まない。3才以上』

82%
OFF

円円530530
参考価格
3,024円を

花粉やハウス
ダストによる
アレルギー等
による目の
かゆみ・充血、
目の疲れ、
眼病予防など

爽AL目薬
16ml〈第一三共〉

『アレルギーなどによる目のかゆみに』『アレルギーなどによる目のかゆみに』

84%
OFF

円円270270
参考価格
1,706円を

口臭・ネバつきを伴う歯肉炎・歯周炎の
予防など

薬用ハミガキ生薬当帰の力
85g〈サンスター〉

『生薬「当帰エキス」配合の塩ハミガキ』『生薬「当帰エキス」配合の塩ハミガキ』

62%
OFF

円円400400
参考価格
1,058円を

第②類医薬品 第②類医薬品

第2類医薬品 「医薬部外品」
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