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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 2,800円（4,200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（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枚ご使用いただくことができ、1枚につき500円引になります。
※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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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

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

去る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っています。
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

※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

利用方法 利用補助券会員証

割引＆助成 １泊につき、中学生以上６名まで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

提携のご案内

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。

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

初詣ウオーキング
「願掛け寺と金沢神社巡り」

城北水質管理センター
施設見学ウオーク

柴山潟
一周ウオーク

▶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152回 健康ウオーク 第153回 健康ウオーク 第154回 健康ウオーク

1 14 日10㎞

受付 9:00～ 終了 12:00
［集合・解散］ しいのき迎賓館

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

2 28 水10㎞
5㎞

受付 8：3０～ 終了 12:30 受付 8：3０～ 終了 12:30
［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

10㎞ 3 25 日

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

［集合・解散］ 柴山潟湖畔公園
　　　　　　 （中谷宇吉郎雪の科学館前）

平成30年４月から
「イオンシネマ金沢フォーラス」では
利用補助券が使用できません

　イオンシネマにおける自動券売機導入に伴
い、「イオンシネマ金沢フォーラス」に限り、
４月からは映画鑑賞利用補助券が使用できな
くなります。どうぞご了承ください。
　なお、「イオンシネマ金沢」および「イオン
シネマ御経塚」においては引き続き使用でき
ますので、ぜひご利用ください。
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イベント情報

第23回
親睦ボウリング大会
冬場は運動不足で…というアナタ

、ご家族・ご友人と一緒に、

カラダを動かしてリフレッシュしま
せんか？目指せ★ストライク！

場　　所▶ジャンボボール（金
沢市泉本町）

参加資格▶どなたでも
 ※ただし、お子様は保護者の補助

なしで投球できる方

 　が対象です。

参 加 費▶会員・登録家族 大人 
1,000円

 　　  〃 中学生以下 　500円

 一般（上記以外の方） 大人 1,500円

 　　  〃 中学生以下 1,000円

募集定員▶90名（先着順）

DATA

金3 2
18:40～20:30
/

ステンドグラス教室
ガラスのテーブルランプを作り、お

持ち帰りいただきます。

〈〈〈〈 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12日㈮
10：00～

受付開始

自宅を華やかに飾りませんか？

デコカップケーキ作り教室
家族ペアで楽しもう！

あらかじめ焼いたカップケーキを、クリームやシュガーペーストでデコレーション♪
親子など、ご家族２人１組でご参加ください。

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（小学生以上）
 ※小学生のお子様は、中学生以上の方とご参加ください。

参 加 費▶１組1,000円
募集定員▶12組24名（先着順）
講　　師▶JSA デコカップケーキ認定講師 苧野 雅栄 氏

DATA

日2 25
10:00～12:00
/

場　　所▶金沢勤労者プラザ 2
04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▶各回とも15名（先着

順）

講　　師▶ステンドグラス「虹」

 主宰 鵜川 桂子 氏

DATA

日2 18
①10:00～12:00
②14:00～16:00

/

〈２回開催〉

〈〈〈〈 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10日㈬
10：00～

受付開始

会員以外の方も参加OK！ 軽食付き＆
貸靴無料♪

〈〈〈〈 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１月16日㈫
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

〈試合方法〉 ●男女別の個人戦 ●２ゲ
ームの総スコアで順位を決定

〈ハンディ（１ゲームごと）〉●小学生＋
30ピン ●中学生＋10ピン

〈表  　彰〉優勝、準優勝、第３位～
第７位、飛賞、ブービー賞 ほか

〈試合方法〉 ●男女別の個人戦 ●２ゲ
ームの総スコアで順位を決定

〈ハンディ（１ゲームごと）〉●小学生＋
30ピン ●中学生＋10ピン

〈表  　彰〉優勝、準優勝、第３位～
第７位、飛賞、ブービー賞 ほか
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福
井

石
川 能登穴水 牡蠣づくし選べる

昼食プラン！

日帰り旅行代金

8,480円

一般旅行代金 割引・助成金

＊ 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

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 ▶１月13日㈯・17日㈬・21日㈰・22日㈪・26日㈮・28日㈰
▶２月１日㈭・３日㈯・９日㈮・
12日（月・休）・17日㈯・18日㈰・
20日㈫・25日㈰
▶３月２日㈮・３日㈯・７日㈬・
11日㈰・15日㈭・17日㈯・
21日（水・祝）

行
　
程

8:00金沢駅＝輪島朝市（日本三大朝市でお買い物・ひじきおにぎり・芽
かぶ茶ご賞味）＝キャッスル真名井（牡蠣づくしの昼食）＝能登ワイン（見
学・お買い物）＝千里浜レストハウス（名物いかだんごご賞味・お買い物）
＝金沢駅16:30
★牡蠣づくしおしながき：①焼き牡蠣10個 ②牡蠣フライ ③牡蠣ごはん ④お吸い物 ⑤酢の物 ⑥お新香

＊ 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。

6,980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 

▶１月６日㈯・７日㈰・８日（月・祝）・10日㈬・13日㈯・14日㈰・
16日㈫・19日㈮・20日㈯・25日㈭・27日㈯・28日㈰
▶２月２日㈮・４日㈰・８日㈭・10日㈯・11日（日・祝）・12日（月・休）・
 14日㈬・17日㈯・18日㈰・
 20日㈫・24日㈯・25日㈰
▶３月４日㈰・９日㈮・
 10日㈯・11日㈰・
 14日㈬・17日㈯・
 18日㈰

かに祭りバイキングA
プラン

しゃぶしゃぶ食べ放題Ｂ
プラン

行
　
程

9:15金沢駅＝センチュリオンホテルズ福井（選べる昼食・入浴）＝安田蒲
鉾（試食・お買い物）＝福井物産館（試食・お買い物）＝金沢駅17:30
★昼食はツアーご予約時、　　　　または　　　　のいずれかをご選択ください。ツアー当日の
　変更はできません。
★　　　　 ・　　　　共通メニュー：①和食・洋食・中華のバイキング ②ローストビーフ食べ放題
 ③ソフトドリンクバー
★旅のおたのしみ：①魚そうめん・いかしゅうまい・ひじきおにぎりの試食付 ②ソフトひじきふりかけ
 小袋・ちくわ２本のお土産付

Ａプラン

Ａプラン

Ｂプラン

Ｂプラン

広告 広告

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

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

　働き甲斐ある職場づくり、良い会社づくりのためには従業員
のモチベーションが重要です。そのためには労働条件の向上や
働く上での悩みごと、困りごとを解決する仕組みが不可欠です。
職場の仲間と一緒に労働組合をつくり、解決する仕組みをつく
 りましょう。
 　連合石川は組合づくりのお手伝い、働
 く上での困りごと等のご相談を受け付け
 ています。まずはお気軽にお電話を！
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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、『それいけ！アンパンマン ミュージカル「まもれ！黄
金の炎」』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

※ 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

©Ariga Terasawa　衣装企画:㈱オンワード樫山／縫製:グッドヒル㈱ ©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

フジコ・ヘミング＆
スロヴァキア国立放送交響楽団牛田智大

｜コンサート｜

3/24（土） 15:00
北國新聞赤羽ホール
一般 3,200円（通常4,000円）
高校生以下 2,400円（通常3,000円）
1/15（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

｜ミュージカル｜

3/25（日） ①11:00 ②14:30
本多の森ホール
2,200円（通常2,700円）
1/16（火） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※３歳以上同一料金。２歳以下は大人１名につき１名膝上鑑賞無料。
　ただし、座席が必要な場合は有料。

それいけ！アンパンマン ミュージカル
「まもれ！黄金の炎」

｜コンサート｜ ｜コンサート｜

3/31（土） 17:30
本多の森ホール
5,400円（通常6,800円）
1/17（水） 10:00~

開演日時

会　　場

会員料金
予約受付開始
※４歳以上有料、３歳以下膝上可、ただし座席が必要な場合は有料

※未就学児童入場不可

大黒摩季

6/27（水） 18:30
富山オーバード・ホール
SS席 10,000円（通常12,000円）
S席 8,000円（通常10,000円)  
1/17（水） 10:00～ 

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

©中嶌英雄

奥田民生槇原敬之
｜コンサート｜

3/24（土） 18:00
本多の森ホール
7,000円（通常7,800円）
1/17（水） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※３歳以上チケット必要

｜コンサート｜

4/15（日） 17:00
本多の森ホール
5,100円（通常6,480円）
1/18（木） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※３歳以上チケット必要

ナオト・インティライミ
｜コンサート｜ ｜コンサート｜

5/13（日） 18:00
本多の森ホール
6,000円（通常7,560円）
1/19（金） 10:00~

開演日時

会　　場

会員料金
予約受付開始
※小学生以上有料。未就学児童のご入場は、同行の保護者の方の
　座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧い
　ただくことを大前提とさせていただきます。

スキマスイッチ

6/24（日） 17:30
本多の森ホール
5,200円（通常6,500円）
1/22（月） 17:00～

開演日時

会　　場

会員料金

※小学生以上有料、未就学児童は大人１名につき子供１名まで膝上可

予約受付開始

オーバード！みんなの吹奏楽大作戦
指揮：竹本泰蔵　吹奏楽：東京佼成ウインドオーケストラ東芝グランドコンサート

管弦楽：BBC交響楽団　指揮：サカリ・オラモ
ソリスト：アリーナ・ポゴストキーナ（ヴァイオリン）

｜コンサート｜

3/6（火） 19:00
石川県立音楽堂コンサートホール
Ｓ席 8,000円（通常１０,０００円）
A席 6,400円（通常8,000円)  
B席 4,800円（通常6,000円)  
1/１0（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。託児ルーム（有料）がございます。2/27
　（火）までにTEL 076-267-6483へお申し込みください。

｜舞台｜

4/21（土） 18:00
4/22（日） ①14:00 ②18:00
能登演劇堂
4,800円（通常6,000円）
1/10（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

muro式.10「シキ」
出演：永野宗典(ヨーロッパ企画）、
 本多力(ヨーロッパ企画）、ムロツヨシ

｜コンサート｜ ｜コンサート｜

4/29（日・祝） 15:00
鯖江市・西山公園芝生広場（野外）
ブロック指定 6,400円（通常8,100円）
小学生チケット 2,500円（通常3,240円)  
親子チケット 8,800円（通常10,800円)  
1/11（木） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※保護者同伴に限り未就学児童は入場無料。小学生チケット購入の場合、
　同伴保護者と同時入場(同ブロック)となります（中学生からは大人料金）。
　親子チケットは保護者１名+小学生１名のペアとなります。

※３歳未満入場不可

レキシ

3/18（日） 14:00
富山オーバード・ホール
一般 2,400円（通常3,000円）
高校生以下   600円（通常1,000円）
1/15（月） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始

©Atsushi Yokota
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事業所数
平成29年12月１日現在

会員数
名事業所 平成30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 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」10,879 （前回比＋5）926 （前回比±0）

広告

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）

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！
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