
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2017
Vol.76

８月18
19:00開演

日　時

会　場

募集定員

イオンシネマ金沢フォーラス
ペア115組（230名）

応募資格 会員（会員本人以外の応募不可）

「イオンシネマ新小松」では
利用補助券を使用できません

皆様からのご要望が多かったイオンシネマ新小松ですが、諸般の事情により提携契約が
できませんでした。何卒ご了承をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

７月31日 必着

「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）

応募
方法

応募
締切

備考 ①料金不足の往復はがきは、返却となりますのでご注意ください。
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。

月

© Marvel Studios 2016. © 2016 CTMG. All Rights Reserved.

日金

往信面

920-0022

（白紙） •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

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

郵便料金が 62円 に改定！

スパイダーマン
ホームカミング

上 映 会

抽選で ペア115組 

計230名様
無料ご招待！

注
意
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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！巨峰採りたて
食べ放題

●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

夏休み親子地引き網体験
魚が獲れればみんなでお持ち帰り

●みんなで力を合わせて地引き網

●魚が獲れた場合は魚つかみ、分
け合ってお持ち帰り

●地引き網の後は、センター提携
の海の家「大日荘」にてお食事（お

にぎり・焼イカ・お飲み物）

※各自、軍手・氷の入ったクーラー
ボックス等をご持参ください。

※雨天決行／荒天中止

●みんなで力を合わせて地引き網

●魚が獲れた場合は魚つかみ、分
け合ってお持ち帰り

●地引き網の後は、センター提携
の海の家「大日荘」にてお食事（お

にぎり・焼イカ・お飲み物）

※各自、軍手・氷の入ったクーラー
ボックス等をご持参ください。

※雨天決行／荒天中止

●
●
●

場　　所▶内灘権現森海水浴場

参加資格▶会員・登録家族
 ※小学生以下のお子様を含むご家

族でご参加ください。

参 加 費▶500円　※未就学児で食事・飲み物
が必要ない場合は無料

募集定員▶50名（先着順）※応募人
数が30名未満の場合は中止

DATA

土7 29
7:30～10:00
/

ぶどうジュースの
フリードリンク付き！

8月2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7日㈮
10：00～

受付開始

食 放題♪食 放題♪

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！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
※雨天決行／荒天中止

場　　所▶内川スポーツ広場
参加資格▶会員・登録家族
 ※小学生以下のお子様を含むご家族でご参加ください。
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）

DATA

日８ ６
10:00～15:00
/

〈〈〈〈 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11日㈫
10：00～

受付開始

場　　所▶ぶどうやさん西村 （加賀
市分校町263-5・駐車場有）

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 3
10:00～13:00
/

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
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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1,500円助成＆会員・登録家族以外の同伴者（２名まで）にも
500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

滋
賀
県

日帰り旅行代金

行
　
程

7:00金沢駅＝近江八幡（日牟禮八幡宮・八幡堀など自由散策）＝大津港～
［ミシガンランチ・ブッフェクルーズ 13:30より昼食となります］～柳が崎湖
畔公園港＝びわ湖大津館（イングリッシュガーデンの見学）＝金沢駅19:30
※ミシガンクルーズは、ビアンカにて代船運航する場合がございます。

出発日 ▶７月７日㈮・９日㈰・12日㈬・15日㈯・17日（月・祝）・24日㈪・30日㈰
▶８月２日㈬・５日㈯・９日㈬・20日㈰・22日㈫・26日㈯・28日㈪
▶９月１日㈮・２日㈯・５日㈫・10日㈰・15日㈮・17日㈰・18日（月・祝）

＊ 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月24日（月）・８月25日（金）出発は500円引

岐
阜
県
新穂高ロープウェイ雲上散歩
飛騨牛味彩御膳とゆったり入浴

ミシガンランチ・ブッフェクルーズ
商人の街近江八幡散策

行
　
程

7:15金沢駅＝新穂高ロープウェイ（２階建てロープウェイで標高2,156m
の西穂高口へ）＝ホテル穂高（昼食・入浴 ※タオルは付きません）＝板蔵
らーめん（らーめんの試食）＝金沢駅17:30

日帰り旅行代金

出発日 ▶７月６日㈭・７日㈮・９日㈰・13日㈭・17日（月・祝）・18日㈫
 24日㈪・25日㈫・29日㈯
▶８月６日㈰・10日㈭・14日㈪・17日㈭・19日㈯・22日㈫
 25日㈮・27日㈰・29日㈫
▶９月１日㈮・３日㈰・６日㈬・９日㈯・12日㈫・15日㈮
 16日㈯・18日（月・祝）・24日㈰

8,980円
3%割引
1,500円助成
500円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 

※７月12日（水）・８月28日（月）・９月15日（金）出発は500円引

９，９８０円

3%割引
1,500円助成
500円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 

京
都
府

富
山
県
黒部峡谷トロッコ列車
～欅平散策と帰りは嬉しい特別車両～

海の京都 ～残したい日本の風景遺産～
伊根の舟屋 日本三景・天橋立パワースポット

日帰り旅行代金

行
　
程

7:10金沢駅＝海軍レトロの舞鶴（軍港舞鶴、赤レンガ倉庫群）＝日本三
景・天橋立（夏の特選‘のどぐろ焼きと海鮮三色丼’の昼食♪ 黒豆羊羹の
おやつ♪）＝伊根港～［伊根湾めぐり遊覧船…約25分の乗船］～伊根港
＝天橋立ワイナリー（見学と試飲 ※水曜日のみ「おかしの館はしだて」）
＝宮津（智恵の文殊堂、廻旋橋）＝金沢駅20:00
★丹後からの贈り物… ７月 メロン１玉　 ８月 桃６個　 ９月 巨峰1房＆梨２個

＊ 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。

出発日 ▶７月16日㈰・26日㈬・29日㈯
▶８月11日（金・祝）・13日㈰・26日㈯・27日㈰
▶９月６日㈬・17日㈰・23日（土・祝）

日帰り旅行代金

出発日

行
　
程

7:10金沢駅＝宇奈月駅（9:42）□■□■□［黒部峡谷トロッコ列車・約80分のご乗車をお
楽しみください］□■□■□欅平駅（11:00/13:10）…欅平散策約２時間（猿飛峡や奥鐘橋
など）□■□■□［黒部峡谷トロッコ列車・特別車両 ※窓付き・背もたれ付きゆったりシート］
□■□■□宇奈月駅（14:28）…黒部川電気記念館（見学）＝大辻や（お買い物）＝金沢駅17:30
★昼食弁当付

大人

8,800円
小人

8,300円

3%割引
1,500円助成
500円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 

大人

９,４００円
小人

７,４００円

3%割引
1,500円助成
500円助成

一般旅行代金 割引・助成金

＋
会員・登録家族

同伴者 

▶７月30日㈰　　
▶８月11日（金・祝）・13日㈰
▶９月17日㈰・23日（土・祝）

北日本観光旅行
旅行企画・実施

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 昌彦金沢市佐奇森町ヲ88－３

営業時間／９：００～１７：30
定 休 日／日曜・祝日 ☎（076）266-2533

＊ 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。

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

＊ 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。
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ポール・モーリア・
リメンバーコンサート

ディズニー・オン・アイス 
“Everyone's Story”福井公演

●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、『ディズニープリンセスとアナと雪の女王展』・『きかんしゃトーマ
ス「ファミリーミュージカル～ソドー島のたからもの」』・『ディズニー・オン・アイス“Everyone's Story”福井公演』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。

〈〈〈〈 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

チケットインフォメーション

｜展覧会｜

9/2（土）～9/30（土）
10:00～18:00（最終入場は17:30）
金沢21世紀美術館・市民ギャラリーＡ
一般 ７００円（通常１，３００円）
高大生 ６００円（通常１，０００円）
４歳～中学生 ４００円（通常７００円）    
７/３（月）～９/１（金）

開催日時

会　　場

会員料金

販売期間
※3歳以下無料　※電話予約不要

新妻聖子
｜コンサート｜

10/7（土） 16:30
10/8（日） 15:30
北國新聞赤羽ホール
５,４００円（通常６,８００円)
７/６（木） 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
　（ご入場されるお客様すべてにチケット必要）

きかんしゃトーマス
「ファミリーミュージカル
  ～ソドー島のたからもの」

｜ミュージカル｜

9/10（日） 13:30
本多の森ホール
２,２００円（通常２，８００円）
７/１０（月） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※2歳以上有料、2歳未満でも座席が必要な場合は
　有料

わらび座ミュージカル
「ブッダ」　原作：手塚治虫

｜ミュージカル｜

9/16（土） 14:00
こまつ芸術劇場うらら
一般 　　　 ２,８００円（通常３,５００円）
高校生以下 １,６００円（通常２,０００円)
７/１２（水） １０：００～

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

｜コンサート｜

8/23（水）
 ①14:00 ②18:00
本多の森ホール
４,９００円（通常７,５６０円）
７/１２（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

葉加瀬太郎
｜コンサート｜

舟木一夫
｜コンサート｜

9/4（月）
 ①14:00 ②17:30
金沢歌劇座
４,９００円（通常７,５６０円)
７/１２（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

※こども料金は3歳から小学生まで。2歳以下のお子様は保護者1名
　につき1名に限り膝上鑑賞無料。ただしお席が必要な方は有料。
※公演によっては各種特典あり。詳しくはお問い合せください。

五木ひろし

10/13（金） 18:30
本多の森ホール
６,２００円（通常７,８００円）
７/１１（火） １７：００～

沢田研二
｜コンサート｜

9/8（金） ①15:00 ②19:00 9/9（土） ①10:00 ②18:00
9/10（日） ①10:00 ②14:00
サンドーム福井
〈平日〉 大人 ４,０００円（通常５,０００円）
 こども ３,２００円（通常４,０００円)
〈土日〉 大人 ４,８００円（通常６,０００円）
 こども ４,０００円（通常５,０００円）
７/１３（木） １７：００～

開演日時

会　　場
会員料金

予約受付開始

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※3歳以上有料、3歳未満入場不可

8/27（日） 16:00
本多の森ホール
６,４００円（通常８,０００円) 
７/１２（水） １０：００～

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

稲川淳二の怪談ナイト
｜コンサート｜

金沢おどり
｜舞踊｜

9/15（金）～9/18（月・祝） 
各日とも ①13:00 ②16:00
石川県立音楽堂 邦楽ホール
Ｓ席 ６,１００円（通常 ７,７００円）
７/１４（金） １０：００～

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

｜怪談｜

9/29（金） 19:30
北國新聞赤羽ホール
４,４００円（通常５,５００円） 
７/１８（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

｜コンサート｜

10/17（火） 14:00
金沢歌劇座
６,５００円（通常８,２００円）
７/１８（火） １７：００～

プッチーニ歌劇「トスカ」
演出：河瀨直美　舞台美術：重松象平

｜オペラ｜

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

11/8（水） 19:00
金沢歌劇座
ＳＳ席 １０,０００円（通常１２,０００円）
Ｓ席 ８,０００円（通常１０,０００円）
Ａ席 ６,０００円（通常７,５００円)  
７/１９（水） １０：００～

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

NEXT MUSIC LIFE Vol.4
二階堂和美 with Gentle Forest Sextet

9/22（金） 19:00
金沢市アートホール
３,２００円（通常４,０００円）
７/１４（金）１０：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※3歳未満膝上無料

©LESLIE KEE

©Disney,©Disney/Pixar

©Disney
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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。センターから郵送させていただきます。
※会員１名につき３枚までとさせていただきます。なお、お送りする観覧
　券で両展覧会ともご覧いただけます。

※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）

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

前売券販売
地元チームを応援しよう！

〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉
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

だだ

代引

　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 無料利用券無料券

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

 河北郡内灘町宮坂 ☎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）欄に「海の家」
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

金沢21世紀美術館 特別展
日々の生活－気づきのしるし ヨーガン レール

先着

限定
160枚

会　　期８/５（土）～１１/５（日）
開場時間 10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで）

休 場 日 月曜日（祝日の場合、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］

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

7月5日㈬ １０：００～
センターへ電話

受付開始

観覧券
プレゼント

Børge Mogensen, J39, フレデリシア ファニチャー ボーエ・モーエンセン 1947
Photo: Fredericia Furniture

《ヨーガン レールの最後の仕事》 2011－2014
「おとなもこどもも考える　ここはだれの場所？」（東京都現代美術館、2015）
展示風景［参考画像］
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平成28年度収支決算の概要・サービスご利用状況
（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

平成29年度収支予算の概要・主催事業実施計画
（平成29年4月1日~平成30年3月31日）

主なサービスのご利用状況

その他収益
179（0.1%）

受取補助金
（金沢市等）

14,620（8.4％）

受取寄付金
5,000（2.9％）

共済給付事業費
34,101（19.5％）
主催事業費
2,061（1.2％）

人件費
24,174（13.8％）

事業費
164,711（94.0％）

管理費
10,431（6.0％）

助成事業費
89,113（50.9％）
広報・その他事業経費
15,262（8.7％）

人件費
7,775（4.4％）
一般管理費
2,656（1.5％）

受取会費等
（会費・入会金）

127,185（73.3％）

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
販売収益等）

26,418（15.2％）

正味財産増減額
▲1,740

※単位は千円

●共済給付事業
お祝い金 …………… 1,750
お見舞い金 ………… 164
死亡弔慰金 ………… 347
●各種助成事業
映画鑑賞 ……………21,969
宿 泊 …………… 会員  2,644
 　家族  1,298
グルメ指定店…… 会員  4,316
 　家族  1,479
 事業所用  4,790
いしかわ動物園 ……… 3,547
のとじま水族館 ……… 2,003
ふれあい昆虫館 …… 1,262
日帰り温泉…………… 14,323
健民海浜公園プール……… 2,804
海の家 ……………… 126
文化施設 …………… 1,328
バス回数券・アイカ ……… 4,855
体育施設回数券 …… 1,140
ゴルフ場……………… 2,331
スキー場……………… 821
スポーツスクール …… 232
カルチャースクール …… 110
人間ドック・脳ドック …… 332
定期健康診断 ……… 5,708
インフルエンザ予防接種 …… 4,428
会員特選ツアー …… 451
●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 …… 1,678
パーキングチケット…… 379
コンサート等チケット…… 2,629
グルメチケット ……… 1,383

●主催事業
ガーデニング教室…… 40
エンディングノートの
書き方セミナー…… 48
グレープフルーツのレアチーズ
ケーキ作り教室 ……… 19
夏休み親子陶芸教室
…………………… 13

夏休み親子プチアウトドア体験
…………………… 40

「ファインディング・ドリー」
上映会…… 応募数 1,301
巨峰狩りと古代の火起こし&
ピザ焼き体験………… 49
大根寿し教室（2回合計）
…………………… 38

ステンドグラス教室（2回合計）
…………………… 30

親子クリスマス会 ケーキ&
ジェルキャンドル作り
…………………… 37

しめ飾り作り教室 …… 24
飾り巻き寿司教室…… 15
加賀八幡起上り絵付け教室
…………………… 12
太極拳教室 ………  6
新入社員研修 …… 30
交渉力向上研修 …… 24
電話&クレーム応対研修
…………………… 24

費用
合計

175,142

収益
合計

173,402

収支予算の概要 主催事業実施計画

その他収益
183（0.1％）

受取補助金
（金沢市等）

14,630（8.2％）

受取寄付金
5,000（2.8％）

共済給付事業費
37,447（20.8％）
主催事業費
2,284（1.3％）

人件費
24,595（13.7％）

事業費
169,083（94.0％）

管理費
10,885（6.0％）

助成事業費
91,087（50.6％）
広報・その他事業経費
13,670（7.6％）

人件費
7,996（4.4％）
一般管理費
2,889（1.6％）

受取会費等
（会費・入会金）

129,600（72.5％）

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
販売収益等）

29,316（16.4％）

正味財産増減額
▲1,239

※単位は千円

●平成29年5月 新入社員研修
 ガーデニング教室
 クッキング教室

●6月 終活セミナー

●7月 夏休み親子地引き網体験

●8月 映画上映会
 自然教室

●9月 巨峰狩りと古代の火起こし&ピザ焼き体験

●11月 社員研修
 大根寿し教室
 タイプ別！整理収納セミナー

●12月 親子クリスマス会
 しめ飾り作り教室

●平成30年2月 社員研修
 ステンドグラス教室
 デコカップケーキ作り教室

●3月 第23回親睦ボウリング大会

費用
合計

179,968

収益
合計

178,729

サービスセンター
の平成28年度事

業報告書・決算報
告書、

及び平成29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。

収支決算の概要
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66

金沢ニューグランドホテル 開業45周年記念

18：00～21：00平　日

17：30～20：30土・日・祝日

￥6,000
17 15
（土） （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

サマーバイキング大感謝祭

（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・ソフトドリンク等 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

（ソフトドリンク付）

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

常願寺川と
吉峰グリーンパークを訪ねて

金沢市内の路傍の
お地蔵さんを巡る② 金沢の坂道を歩く

▶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146回 健康ウオーク 第147回 健康ウオーク 第148回 健康ウオーク

7 30 日13㎞ 10㎞

受付 ９:１０～ 終了１４：３０
［集合・解散］ 富山地方鉄道岩峅寺駅

※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 ［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

9 10 日

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

8 20 日

受付 ７：３０～ 終了１１：００
［集合・解散］ いしかわ四高記念公園

お子様３名様まで（小学生以下）無料！ご家族様へ

この夏は東急ホテルで
プレミアムなひとときを。

Summer Party Plan
2017

6/1㈭

～

8/31㈭

洋卓料理・洋食立食

￥5,000～
和洋卓料理・和洋立食

￥6,000～
洋食コース・和洋コース・日本料理

￥7,500～
※20名様以上のご利用でお願いいたします。  ※オプション料理もございます。

検 索金沢 東急ホテル

〒920-0961
石川県金沢市香林坊2-1-1
Tel.076-231-2411
Fax.076-263-0154

ご予約・お問い合わせ

TEL.076-231-3913

※会員様ご本人補助券利用の場合
　2,000円割引（詳しくはガイドブックP24参照）

料 理

Ａプラン

￥2,300-
Ｂプラン

￥2,500-

飲 物 生ビール（スーパードライエクストラコールド）・ハイボール（ブラ
ックニッカフリージング）・焼酎・ウイスキー・ワイン・ソフトドリンク

生ビール（スーパードライエクストラコールド）・ハイボール（ブラ
ックニッカフリージング）・焼酎・ウイスキー・ワイン・ソフトドリンク・
各種カクテル・ノンアルコールカクテル
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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

※受取日時の指定はできません。
※領収書は発行いたしておりませんので、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 と表示されている商品
 （ゴルフ練習場プリペイドカード、パーキングチケット）
◆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29年６月1日現在

会員数

10,774 （前回比＋259）
名931 事業所

（前回比＋12）
平成29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 / https://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！

相続・遺言
無料相談
●全国で54,529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29年2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）
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