
「金沢美味」クーポン
1,000円券／2,000円券

来年3/31（土）まで
ご利用期限

金沢市内46店舗56種類
※事前に金沢市観光協会HP等にてご確認ください。
　券の金額に応じたメニューが設定されております。

ご利用店舗・メニュー

●2種合わせて会員１名につき４枚まで購入可　●3,000円券、5,000円券は販売しておりません。　●2,000円券使用時は要予約　●問合せ（076）232-5555

販売期間

10/2（月）～12/28（木）

会員価格

●1,000円券：600円
●2,000円券：1,600円

10/3（火）～12/末最終営業日
11:30～14:00

10/2（月）～12/26（火）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●要予約　●ご予約・連絡先（076）280-0802

＜泉が丘＞リストランテ ラ・ヴィータ
勤労者特別ランチフルコース

2,400円
（通常 3,000円）

10/2（月）～12/20（水）
11:30～14:00（L.O）

10/2（月）～12/20（水）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●要予約（幼児をお連れの方はお申し出ください。）　●ご予約・連絡先（076）246-3505

＜野々市＞スペイン料理 ラ・モーラ
ゆとりんぐランチ

1,100円
（通常 1,490円）

＜金沢駅前＞ANAクラウンプラザホテル金沢
ランチブッフェ 大人（13～64歳）

10/10（火）～12/22（金）
11：30～15：00（ラストイン14：30）
※土日祝は11：00～

カスケイド ダイニング
ご利用期間

ご利用店舗

バイキングレストラン
「ザ・ガーデンハウス」

ご利用店舗

オールデイダイニング
「KENROKU」

ご利用店舗

会員価格

販売期間

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先（076）224-9802

10/2（月）～12/22（金）

1,700円
（通常 平日2,200円/土日祝2,600円）

10/2（月）～12/15（金）
11:30～14:00

10/2（月）～12/15（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先（076）234-1111

＜金沢駅前＞ホテル日航金沢
ランチバイキング 大人

1,900円
（通常 平日2,300円/土日祝2,600円）

10/2（月）～12/15（金）
11:30～14:30（ラストイン13：00）

10/2（月）～12/15（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先（076）233-2233

＜武蔵＞ANAホリデイ・イン金沢スカイ
ランチブッフェ 大人（中学生～64歳）

1,500円
（通常 1,900円）

期間限定

グルメチケットグルメチケット
食欲の秋、
お得な

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 秋2017
Vol.77

センターにて購入

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。
※各チケットとも会員１名につき４枚まで（ただし全店通算で８枚まで）購入可

※ 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。

窓口
代引

〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉

写真はイメージです写真はイメージです
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あなたはキッチリ派？ザックリ派？それとも〇〇派!?

整理収納の基本と、『個性心理學』から分かる、個々の思考タイプに応じた片づけの
コツを学びます。年の瀬に向けて、モノもココロもスッキリ整えましょう！

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▶どなたでも
参 加 費▶無料
募集定員▶50名（先着順）
講　　師▶Re.Lifeライフスタイルアドバイザー
 山岸 明日佳 氏

DATA

10:00～12:00
木・祝11 23/

イベント情報イベント情報

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

10月11日㈬
10:00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

氏名
お申

受付開

大根寿し教室
加賀郷土料理

下漬けした大根・甘酒・ニシン等を使っ
て大根寿しの本漬

けを行い、お持ち帰りいただきます。

場　　所▶金沢湯涌みどりの里

参加資格▶会員・登録家族
参 加 費▶500円
募集定員▶各回とも20名（先着順）

DATA

①10:30～12:00
②14:00～15:30

〈２回開催〉

日11 12/

試食あり！

新規提携のご案内
この10月から、北陸はじめ全国の湯快リゾートが、割引＆助成を利用できる指定宿泊施設に加わりました。
センター発行の『利用補助券』をご利用ください。　

湯快リゾートの全28施設 ※施設はHP（http://yukai-r.jp）にてご確認ください。対象施設

１泊につき、中学生以上500円割引（要会員証提示）

会員2,000円・小学生以上の登録家族1,000円助成

割引＆助成

※利用補助券を使用しない場合でも、宿泊当日、会員証のご提示で500円割引となります。
※センターの宿泊助成については、ガイドブックP12をご参照ください。

全宿泊助成通算で、会員・登録家族それぞれ年度３泊利用限度

①上記HPまたは予約センター（☎ 0570-550-078）にて宿泊の予約。
②様式集P２の『利用補助券申込書』をご利用のうえ、センターまで『利用補助券』を申込。
　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当日、利用施設へ『会員証』を提示し、センターから送付された『利用補助券』を提出。

利用方法 利用補助券会員証

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

下記の事項をお申し出ください。
【会員・登録家族】 ①氏名 ②会員番号 ③参加人数
【一般（上記以外の方）】①氏名 ②住所 ③電話番号 ④参加人数

先着順10月13日㈮
10：00～

受付開始

会員以外の方も参加OK！

タイプ別！整理収納セミナー

タイプ別「捨て方」
診断シート付き♪

募12:00
15:30

込方法 〉〉〉〉

方」
♪
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インフルエンザ予防接種助成のご案内平成29年度

詳しくは、必ず事前に 各事業所配布のご案内 または センターHP をご確認ください。

〈〈〈〈〈 平成29年度の変更点 〉〉〉〉〉

10月16日（月）～12月30日（土）接種期間 700円助成金額 １回利用限度会員本人利用資格

予防接種を受ける地域により、以下のとおり異なります。利用方法

接
種
地
域

金沢市・野々市市・白山市・内灘町・津幡町
〈医療機関の指定　あり〉

上記Ⓐ以外の市町（県外含む）
〈医療機関の指定　なし〉

A

B

接種前 に　　　　　　  をセンターに申込利用補助券

接種後 に　　　　　　  を添付し請求領 収 書

①助成金額を変更
②上記Ⓑの地域かつ事業所負担で予防接種を受ける場合、助成金請求時の添付書類を一部簡略化
▶▶▶インフルエンザ予防接種を受けたことが確認できる、医療機関からの領収書または請求書のいずれかを添付。詳しくは、センターまでお問い合せください。

親子クリスマス会
ケーキ＆
ジェルキャンドル作り
DATA

場　　所▶金沢湯涌みどりの里
参加資格▶どなたでも
 ※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▶会員・登録家族 1,000円  ※３歳未満無料 一般（上記以外の方） 1,500円  ※３歳未満無料募集定員▶会員・登録家族 30名（先着順）
 一般（上記以外の方） 10名（先着順）

13:30～16:30
日12 10/

●楽しくデコレーション！ブッシュドノエル作り
●プニプニした触感！ジェルキャンドル作り

会員以外の方も参加OK！

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

下記の事項をお申し出ください。
【会員・登録家族】①氏名 ②会員番号 ③参加人数【一般（上記以外の方）】

①氏名 ②住所 ③電話番号 ④参加人数

先着順10月17日㈫
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法

しめ飾り作り教室
自然の恵みたっぷりの素材でオリジナルを作ろう！

松や水引、レモングラスなどのハーブを使った〝和モダン〞なしめ飾
りです。

円形・縦長など、アレンジは自由！お家にピッタリのお飾りを作りま
しょう♪

場　　所▶金沢勤労者プラザ 204研修室
 ※駐車場１時間無料

参加資格▶会員・登録家族
 ※小学生以下のお子様の参加・同伴はできません。

参 加 費▶1,000円
募集定員▶24名（先着順）
講　　師▶株式会社ポタジェ 九里 愛 氏

DATA

10:00～12:00
日12 17/

〈〈〈〈 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

10月18日㈬
10：00～

受付開始

募
一般（上記以

自然

松や
円形

DA

1
申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話
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程
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長
野
・
新
潟

岐
阜
・
長
野
　
　
　

ヘブンスそのはら 紅葉空中散歩アパリゾート上越妙高
イルミネーション

日帰り旅行代金

一般旅行代金 割引・助成金

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

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 ▶10月３日㈫・７日㈯・９日（月・祝）・11日㈬・14日㈯・15日㈰
 17日㈫・20日㈮・21日㈯・23日㈪・26日㈭・30日㈪
▶11月３日（金・祝）・４日㈯・６日㈪・８日㈬・11日㈯・12日㈰

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

日帰り旅行代金

出発日 ▶10月７日㈯・８日㈰・12日㈭・15日㈰・18日㈬・20日㈮
 21日㈯・23日㈪・26日㈭・28日㈯・31日㈫
▶11月３日（金・祝）・５日㈰・９日㈭・11日㈯・14日㈫・18日㈯・20日㈪

7:30金沢駅＝恵那川上屋（栗きんとんの名店でお買い物）＝恵那峡山菜
園（飛騨牛すき焼きと松茸ご飯食べ放題の昼食）＝ヘブンスそのはら（標
高1,400mの山頂まで、ロープウェイで絶景の三段紅葉空中散歩）＝舞台
峠（五平餅試食）＝金沢駅19:45
★6つのお土産付…①松茸２本 ②新米１合 ③焼き栗小袋 ④ゆず味噌せんべい ⑤りんごパイ ⑥耳かき１本

＊ 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、泉本町ジャンボボール・金沢駅西口のみとなります。

京
都

日帰り旅行代金

7:10金沢駅＝トロッコ亀岡駅□■□■□〔嵯峨野トロッコ列車・約20分〕□■□
■□トロッコ嵐山駅…竹林小径…嵐山（嵐山おばんざいバイキングの昼食
後、錦秋の嵐山散策）＝旧嵯峨御所・大覚寺門跡（皇室ゆかり。紅葉に染ま
る大沢池、宸殿前の白砂の庭、300年の伝統を誇る嵯峨菊も見事）＝園
部・井筒八ツ橋本舗＝金沢駅21:00

出発日 ▶11月12日㈰・15日㈬・17日㈮・18日㈯・19日㈰・20日㈪
 27日㈪・29日㈬

＊ 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。

京
都

～京野菜つみれ鍋と嵐山食べ歩き散策～

紅の世界遺産 東寺・金閣寺
嵐山もみじ絵巻

～嵐山おばんざいバイキング～

紅葉の嵯峨野トロッコ列車
皇室ゆかりの旧嵯峨御所 大覚寺門跡

日帰り旅行代金

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

一般旅行代金 割引・助成金

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

大人

8,800円
小人

8,300円

一般旅行代金 割引・助成金

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

大人

8,800円
小人

8,300円

一般旅行代金 割引・助成金

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

行
　
程

＊ 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、泉本町ジャンボボール・金沢駅西口のみとなります。

9:15金沢駅＝信州中野（幻豚しゃぶしゃぶと松茸ご飯の昼食）＝渋温泉
（温泉街を自由散策・外湯めぐり〈九番湯・料金各自〉や足湯体験もできま
す）＝ 10月３日～23日 高級ぶどうシャインマスカット１房狩りとちょっぴり試
食付 10月26日～11月 りんご狩り園内食べ放題とりんご・梨詰め放題※11
月はりんごのみの詰め放題になります＝信州中野（肉屋のカツサンドの軽夕弁
積込・焼きたてベーコン・ウインナー試食）＝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
★軽夕弁付　★夜は気温が下がりますので、羽織るものや上着等お持ちください。

大人

9,480円
小人

9,180円

大人

9,480円
小人

9,180円
イメージイメージ

イメージ イメージ

行
　
程

＊ 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。

7:10金沢駅＝世界遺産・東寺［教王護国寺］（壮麗な建築物と紅葉のコン
トラストは見事）＝錦秋の嵐山（京野菜つみれ鍋の昼食後、３種の食べ歩き
散策をお楽しみください）＝世界遺産・金閣寺［鹿苑寺］（世界に誇る華や
ぎと静寂の美。黄金の舎利殿と石庭、陸舟の松に感動）＝金沢駅21:00

出発日 ▶11月11日㈯・12日㈰・13日㈪・14日㈫・15日㈬
 16日㈭・17日㈮・18日㈯・19日㈰・20日㈪・21日㈫
 22日㈬・23日（木・祝）・24日㈮・25日㈯・26日㈰・29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。●ご利用は、会員・登録家族に限ります。●ご予約後のキャ
ンセルや、日時・券種の変更は一切受け付けできません。また、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

※ 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。

代引

ミュージカル「黒執事」
-Tango on the Campania-
出演：古川雄大、内川蓮生 ほか

DRUM TAO
｜エンターテイメント｜

10/27（金） 19:00
金沢市文化ホール
Ｓ席 5,600円（通常7,000円）
10/5（木） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※6歳未満入場不可

ディズニー・オン・クラシック
～まほうの夜の音楽会 2017～

｜コンサート｜

11/4（土） 18:00
富山オーバード・ホール
Ｓ席 6,800円（通常8,500円）
10/5（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

梅沢富美男＆研ナオコ
｜演劇・歌謡｜

11/8（水） 
①14:00 ②18:00
本多の森ホール
4,900円（通常7,560円）
10/10（火） １７：００～

ハンガリー国立歌劇場
オペラ「こうもり」金沢公演

｜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

11/13（月） 18:30
金沢歌劇座
ＳＳ席 14,000円（通常１6,０００円）
Ｓ席 10,000円（通常12,０００円）
Ａ席 7,200円（通常9,0００円)  
10/10（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

高橋 優
｜コンサート｜

佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ

｜コンサート｜ ｜コンサート｜

1/20（土） 17:30
福井市文化会館
1/21（日） 17:00
富山県民会館
5,200円（通常6,５00円） 
10/18（水） １７：００～

開演日時・会場

会員料金

予約受付開始

｜ミュージカル｜

2/3（土） ①12:00 ②17:00
2/4（日） 12:00
本多の森ホール
Ｓ席 7,000円（通常8,800円）
10/18（水） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※未就学児童の入場はご遠慮いただいております。

※4歳以上チケット必要、3歳以下のお子様はご入場
　いただけません。

めざましクラシックス in 金沢
出演：高嶋ちさ子（ヴァイオリニスト）、
 軽部真一（フジテレビアナウンサー）ほか

12/19（火） 18:30
富山オーバード・ホール
Ｓ席 6,000円（通常7,500円）
10/17（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

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｜

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）
受付中

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

©LESLIE KEE

©Takashi Iijima ©フジテレビ

撮影：山田雅子

佐藤竹善
with  The Jazz Creatures

｜コンサート｜

大伴家持 剣に歌に、夢が翔ぶ！
出演：和泉元彌、とよた真帆、池上季実子、川野太郎 ほか

｜演劇｜

11/30（木） 19:00
金沢市文化ホール
3,200円（通常4,000円）
10/12（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

12/8（金） 19:30
北國新聞赤羽ホール
5,200円（通常6,500円）
10/11（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

立川志らく 独演会
｜落語｜

1/19（金） 18:30
北國新聞赤羽ホール
3,000円（通常3,800円）
10/12（木） １７：００～

THE ALFEE
Best Hit Alfee 2017 秋フェスタ

｜コンサート｜

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※高校生以下のお客様は当日、学生証等身分証提示で
　500円キャッシュバック

12/2（土） 18:00
本多の森ホール
6,000円（通常7,560円) 
10/16（月） 17:00～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※6歳以上有料、6歳未満のお子様の入場に関しては、
　周囲のお客様へ最大限のご配慮をお願いいたします。

桂文珍 独演会
｜落語｜

1/8（月・祝） 14:00
石川県立音楽堂 邦楽ホール
3,300円（通常4,200円) 
10/20（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

三浦大知
｜コンサート｜

11/25（土） 18:00
本多の森ホール
5,400円（通常6,800円)
10/11（水） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金
予約受付開始
※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要

1/27（土） 15:00
石川県立音楽堂 コンサートホール
Ｓ席 4,400円（通常5,500円）
A席 3,600円（通常4,500円）
10/17（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

Presentation licensed by Disney Concerts ©All rights reserved ©Disney
＊写真は過去の公演となります
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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

菊かおる越前府中の
歴史に遊ぶ

国史跡探訪②
七尾城と能登国分寺 金沢のお寺巡り

▶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149回 健康ウオーク 第150回 健康ウオーク 第151回 健康ウオーク

10 7土12㎞

受付 8:30～ 終了 14:00
［集合・解散］ JR武生駅
　　　　　　 （福井県越前市）
［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

11 19 日10㎞

受付 8：3０～ 終了 13:00
［集合・解散］ 能登食祭市場
　　　　　　 （七尾市）
［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

12 2 土

※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

ツエーゲン金沢

※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。

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

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） 販売期間 シーズン終了まで

金沢21世紀美術館 特別展

ジャネット・カーディフ ＆ ジョージ・ビュレス・ミラー
観覧券
プレゼント

先着

限定
160枚

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

会　　期 11/25（土）～2018年3/１1（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）１２/２９～１/１
主催 ： 金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

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。

センターへ電話

10月６日㈮ １０：００～受付開始

※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

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名につき年度6枚まで購入可

だだ

代引

《The Carnie》2010　Photo:Larry Lamay
ⒸCourtesy the artists,Galerie Barbara Weiss,Berlin,Luhring Augustine,New York
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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）

7

「く～ぽん」使用時はご注意ください！

記入必須 会員番号 0 9 9 9 9 0 0 0 2
会員氏名 金 沢 太 郎
利用者名

（会員・登録家族のみ） 金 沢 花 子

○他の会員のく～ぽんを使用したり、ご自身のく～ぽんを他の会員に
譲渡することはできません。
○使用の際は、会員番号・会員氏名・利用者名等の記入が必要です。
　あらかじめ表紙に会員番号・お名前を記入しておくと便利です。

○有効期間にご注意ください。
○く～ぽんは４種類あります。利用可能施設をご確認のうえご使用く
ださい。
○不適切な使用が確認された場合、正規料金との差額を後日ご負担
いただくこととなりますので、ご注意ください。
○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。

使用できる方

＝

会員と登録家族（ ）
（22歳以下かつ被扶養）

親（同居）

子

会員 配偶者
使用できない方

（例）

●同居していない親 ●祖父母・孫・兄弟・姉妹
●23歳以上の子 ●おじ・おば・友人・知人
●働いている子
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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

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 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

※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。

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。

申込から配達まで

対象商品

お 支 払

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

受取時に商品代金＋手数料300円を支払

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）

１名につき500円の謝礼をお支払いします！

事業所数
平成29年９月１日現在

会員数
名事業所 平成29年10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」10,874 （前回比＋100）926 （前回比－5）


