
ANAクラウンプラザホテル金沢
カスケイドダイニング
バルフェスタ！　（大人：13～64歳）

７/２（月）～８/10（金）、
8/16（木）～８/31（金）
17：30～21：00

ご利用期間

120分飲み食べ放題
※平日のみ上記 ＋ 特別料理１品

内　　容

●要予約　●ご予約・連絡先（076）224-9808

会員価格

3,400円（通常 6,000円）

センター設立20周年特別企画！

ディナーチケットディナーチケット
この夏限りの
格安販売！ 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 〉〉〉〉

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2018
Vol.80

※料理等の詳細については各ホテルHPにてご確認ください。
7月2日㈪～8月31日㈮販売期間

ホテル日航金沢
バイキングレストラン「ザ・ガーデンハウス」
ディナーバイキング　（中学生以上）

７/２（月）～８/10（金）、
８/17(金)～８/31（金）
17：30～21：00（L.O）

ご利用期間

120分飲み食べ放題
内　　容

●要予約　●ご予約・連絡先（076）234-1111

会員価格

4,200円（通常 6,700円）

ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ
オールデイダイニング「KENROKU」
ビアフェスタ2018　（大人）

７/２（月）～８/31（金）
17：00～22：00（ラストイン19：30）
※料理提供は21：00まで

ご利用期間

120分飲み食べ放題
※８/４（土）までの金・土は90分

内　　容

●要予約　●ご予約・連絡先（076）233-2233

会員価格

3,500円（通常 6,200円）

金沢東急ホテル
ダイニング＆バーラウンジ「マレ・ドール」
2018サマーチケット

７/２（月）～９/１（土）
ランチ 11：00～14：30（L.O）
ディナー 17：00～21：30（L.O）

ご利用期間

チケット１枚で下記のどちらかが食べられます。

①フランス料理
　フルコースディナー １名分
②ステーキランチ ２名分

内　　容

●要予約　●ご予約・連絡先（076）231-3913

会員価格

7,500円（通常 10,000円）

毎月20日は「会員様・感謝Day♪」 　商品のご購入や利用補助券のお申し込み等、センタ
ー窓口へお越しになった方には、くじ引きにより、もれ
なく粗品を進呈！

DATA

金７20
9:00～17:45
/ ・ ・月８ 20

9:00～17:45
/ 木９20

9:00～19:00
/

センター設立20周年  特別企画！
12月までの

日ごろの感謝を込めて、会員様＆センターとのふれあい企画を開催！
ご来訪をお待ちしております♪

その

　くじ引きをされた方を対象とし、抽選で30名
様にギフトカード（1,000円分）をプレゼント！
※３ヶ月ごとに、30名様分の抽選を行います。なお、当選結果は、
　賞品の発送をもってかえさせていただきます。

その

お待ちしてマ－ス♬
さらに
Ｗチャンス！
さらに
Ｗチャンス！

「 会員証 」を
お忘れなく！

マ ス♬
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７月17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

諸注意 ①料金不足の応募はがきは返却します。
②応募はがきの消印が締切日当日のものは無効です。

火

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

郵便料金は 62円 です！

　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

©2018 スタジオ地図

７月27 19:00開演日　時

会　場 金沢コロナシネマワールド
募集定員 ペア155組（310名）
応募資格 会員（会員本人以外の応募不可）

日金

『バケモノの子』 から３年、細田 守 監督 最新作！

上 映 会

抽選で ペア155組 

計310名様 ご招待！
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映画上映会の情報は、諸般の事情
により、HP掲載ができません。

詳しくは、事業所配布の会報をご
確認のうえ、ご応募ください。

〈平成30年７月17日（火）応募〆切〉



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）

※軍手・氷の入ったクーラーボッ
クス等をお持ちください。

※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）

※軍手・氷の入ったクーラーボッ
クス等をお持ちください。

※雨天決行／荒天中止

●
●
●

場　　所▶内灘権現森海水浴場

参加資格▶会員とその同居家族
 ※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▶100名（先着順）※応募
人数が30名未満の場合は中止

DATA

土8 4
7:30～10:00
/

ぶどうジュースの
フリードリンク付き！

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへFAXまたは郵送

8月8日㈬
必着

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10日㈫
10：00～

受付開始

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！カレーライス作り
●トッピングも選べる！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 19
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ご

家族でご参加ください。

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 9
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』
をお持ちのうえ、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

長
野

日帰り旅行代金

出発日 ▶７月14日㈯・18日㈬・20日㈮・22日㈰・23日㈪・29日㈰
▶８月５日㈰・９日㈭・12日㈰・15日㈬・20日㈪・23日㈭・25日㈯
▶９月１日㈯・４日㈫・８日㈯・14日㈮・15日㈯・17日（月・祝）
 22日㈯・24日（月・休）

＊ 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。

京
都

SNSで話題の京都の地を３か所（３色）めぐる
京都いろどり物語

野尻湖・白馬絶景テラスと
高原リゾートバイキング

行
　
程

7:15金沢駅＝御金神社（金にご利益のある神社を参拝）＝ホテル平安の
森京都（こだわりビュッフェの昼食）＝金戒光明寺（青もみじ鑑賞と参拝）
＝伏見稲荷大社（朱色の千本鳥居を鑑賞）＝金沢駅21:00

日帰り旅行代金

出発日 ▶７月１日㈰・３日㈫・８日㈰・13日㈮・15日㈰・21日㈯
 24日㈫・29日㈰
▶８月１日㈬・４日㈯・10日㈮・20日㈪・24日㈮・26日㈰
 29日㈬
▶９月３日㈪・８日㈯・12日㈬・16日㈰・21日㈮
 23日（日・祝）・24日（月・休）・29日㈯

8,980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 
９，4８０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 

京
都

富
山 絶景の黒部峡谷へ
トロッコ列車でゆこう

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‘お造りとせいろ蒸し御膳’の昼食♪黒豆茶と焼き
ガニせんべえのおやつ♪）＝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14日㈯・15日㈰・16日（月・祝）・25日㈬
▶８月11日（土・祝）・12日㈰・13日㈪・25日㈯
▶９月９日㈰・12日㈬・23日（日・祝）・24日（月・休）

日帰り旅行代金

出発日

行
　
程

7:30金沢駅＝宇奈月駅（10:03）□■□■□［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（11:21/14:37）…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（15:54）…黒部川電気記念館（見学）＝金沢駅18:30
★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

９,8００円
小人

７,8００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29日㈰　　
▶８月11日（土・祝）・13日㈪
▶９月17日（月・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（土曜は１２:0０まで）
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 和己野々市市横宮町11－２

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

行
　
程

7:30金沢駅＝タングラム斑尾（野尻湖テラス散策と高原リゾートバイキ
ング昼食）＝戸隠神社 中社（参拝）＝白馬八方尾根（標高1,400mのオー
プンテラス・ツアー特典ソフトドリンク１杯付）＝金沢駅19:30

＊ 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、野々市車庫・金沢駅西口のみとなります。

６月に移転しました
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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、『金沢巧味』、『ピーターパン』、『シルク・ドゥ・ソレイユ 
「ダイハツ キュリオス」名古屋公演』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。

〈〈〈〈 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
会員証をお持ちのうえ、センター窓口に
て購入する。（代理の方でも可）

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。

窓窓

代引

チケットインフォメーション

｜体験｜

来年３/31（日）まで
①手作り体験 １回
②和菓子 ２店舗 各１個
①・②がセットになったクーポンです。
※北鉄バス1日フリー乗車券含まず。
※体験内容および和菓子の提供店舗については
　金沢市観光協会HP等にてご確認ください。

1,000円（通常1,500円）    
７/２（月）～９/２８（金）

利用期間

内　　容

会員料金

販売期間
※電話予約不要

葉加瀬太郎
｜コンサート｜

10/16（火） 18:30
本多の森ホール
6,200円（通常7,800円）
７/９（月） 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歳以上有料

KING CRIMSON
｜コンサート｜

12/７（金） 19:00
本多の森ホール
S席 13,700円
（通常16,000円）
７/１０（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

ブロードウェイミュージカル
ピーターパン
キャスト：吉柳咲良（ピーターパン）、河西智美（ウェンディー）、
 ISSA（フック船長／ダーリング氏） ほか

｜ミュージカル｜ ｜コンサート｜

ヴェルディ作曲 歌劇「リゴレット」
出演：森 麻季、青山 貴、森 雅史 ほか 
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

｜コンサート｜

10/19（金） 19:00
金沢市アートホール
全席自由 3,200円（通常4,000円)
７/２０（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

木村大（ギター）×
榊原大（ピアノ）

｜オペラ｜

ⒸYuji Hori

10/９（火） 19:00
本多の森ホール
S席 3,800円（通常4,800円） 
７/１８（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

11/25（日） 14:00
金沢歌劇座
SS席 9,900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）  
７/２０（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

DRUM TAO
｜エンターテイメント｜

8/22（水）13:00   8/23（木）13:00
金沢歌劇座
S席大人（中学生以上）
6,800円（通常8,500円）
S席子ども（３歳~小学生）
4,400円（通常5,500円）
７/１０（火） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※2歳以下のお子様は、保護者の膝の上でご覧いただくことも可能ですが、
　お子様の頭が保護者の肩の高さを超える場合は有料となります。お子様の
　年齢を確認できる身分証明書等のご提示をお願いする場合があります。

｜コンサート｜

9/27（木） 
①14:00 ②18:00
本多の森ホール
4,900円（通常7,560円）
７/１１（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

美川憲一＆コロッケ

玉置浩二

9/2（日） 17:30
富山オーバード・ホール
5,800円（通常7,300円）
７/１１（水）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きます。

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2018

｜コンサート｜

10/26（金） 19:00
本多の森ホール
S席 6,600円（通常8,300円） 
７/１２（木） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※未就学児童のご入場はお断りいたします。

Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney

劇団四季
『ソング＆ダンス65』

｜ミュージカル｜

９/15（土） 17:30
９/16（日） 13:00
本多の森ホール
S席 6,900円（通常8,640円）
７/１７（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歳以下の着席鑑賞は有料

撮影者:荒井健　写真は過去の公演より

和菓子＆体験クーポン

金沢巧味
た く み

稲川淳二の怪談ナイト
｜怪談｜

10/18（木） 19:30
北國新聞赤羽ホール
4,400円（通常5,500円）
７/１８（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

シルク・ドゥ・ソレイユ
「ダイハツ キュリオス」名古屋公演

11/24（土） 16:00 ※SS席のみ  11/27（火） 19:00
12/５（水） 19:00  12/７（金） 19:00
12/９（日） 15:30  12/13（木） 19:00
12/17（月） ①12:00 ②16:00  12/23（日･祝） 16:00
名古屋ビッグトップ（ナゴヤドーム北）
〈平日〉 SS席 8,000円（通常12,500円）
 S席 6,500円（通常10,000円）
〈土・日・祝〉 SS席 11,000円（通常13,500円）
 S席 8,500円（通常11,000円）
７/１９（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歳未満は保護者膝上であれば無料、ただし、座席が
　必要な場合はチケットをお求めください。
※演出上、演目によっては一瞬照明が眩しく感じる座席がございます。
※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。
※都合により公演の内容を一部変更する場合がございます。

｜コンサート｜

德永　明

11/４（日） 16:00
金沢歌劇座
6,200円（通常7,800円）
７/１８（水） １７：００～

開演日時

会　　場

会員料金

予約受付開始
※未就学児童入場不可

Photos: Martin Girard, Pierre Manning / shootstudio.ca © 2014 Cirque du Soleil
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春の賃上げはされましたか？春の賃上げはされましたか？
　皆さんの職場では、この４月・５月で給料が賃上げされるなどの
改定がありましたか？　連合石川の2018春季生活闘争の状況は４
月28日時点では平均賃上げ6,116円（2.33％）、妥結組合のうちベ
ア獲得率が52.8％、ベア回答額の平均は1,554円となっています。
　もし賃上げがされていない様でしたら、正常に賃上げがされる会
 社づくりが重要であり、その為にも労働組合
 が必要です。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！

金沢21世紀美術館 特別展　

起点としての
80年代

観覧券プレゼント
先着

限定
各160枚

会　　期

７/７（土）～10/21（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］

７月６日㈮ １０：００～申込受付開始

東アジア文化都市2018金沢

チウ・ジージエ
世界の写像
会　　期

９/８（土）～2019年３/３（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

７月13日㈮ １０：００～申込受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

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名につき各３枚までとさせていただきます。なお、いずれの観覧券
も、同時期に開催中の特別展及びコレクション展の同時観覧が可能です。

センターへ電話
までお

森村泰昌 《肖像（ゴッホ）》 1985 ©MORIMURA Yasumasa 《暗がりの伝道者》 2008 ©QIU Zhijie

越前禅定道・
白山平泉寺を訪ねて

7 29 日７㎞
13㎞第158回 健康ウオーク

受付 9:00～ 終了 14:00

［集合・解散］ えちぜん鉄道
 勝山駅
［参加費］ 会員・家族 100円
 一般 500円

越中八尾で
風の盆を想う

8 26 日

第159回 健康ウオーク

第160回 健康ウオーク

［参加費］ 会員・家族 100円
 一般 500円※詳細はお問い合せください

国史跡探訪③
狐山と法皇山古墳

9 22 土

［参加費］ 会員・家族 100円
 一般 500円※詳細はお問い合せください

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

平成29年度収支決算の概要・サービスご利用状況
（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

主催事業実施計画収支予算の概要 ※単位は千円

主なサービスのご利用状況収支決算の概要 ※単位は千円

サービスセンターの平成29年度
事業報告書・決算報告書、

及び平成30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。

共済給付事業費
35,761（20.8%）
主催事業費
2,176（1.3%）

人件費
24,660（14.4%）

事業費
160,673（93.7%）

助成事業費
84,116（49.0%）
広報・その他事業経費
13,960（8.1%）

管理費
10,846（6.3%）
人件費
7,957（4.6%）
一般管理費
2,889（1.7%）

正味財産増減額
＋3,150

●平成30年5月 新入社員研修
 ピラティス体験教室
 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
 夏休み親子プチアウトドア体験

●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
 ガーデニング教室

●12月 親子クリスマス会
 しめ飾り作り教室

●平成31年2月 社員研修
 ステンドグラス教室
 ハーブボールCare教室

●3月 クッキング教室

共済給付事業費
37,401（20.2%）
主催事業費
2,262（1.2%）

人件費
25,260（13.6%）

事業費
173,980（93.8％）

助成事業費
91,427（49.3%）
広報・その他事業経費
17,630（9.5%）
管理費

11,572（6.2%）
人件費
8,212（4.4%）
一般管理費
3,360（1.8%）

その他収益
140（0.1%）

受取補助金
（金沢市等）

14,660（8.0%）

受取寄付金
5,000（2.7%）

受取会費等
（会費・入会金）

134,500（73.6%）

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
販売収益等）

28,471（15.6%）

正味財産増減額
▲2,781

●共済給付事業
お祝い金 …………… 1,821
お見舞い金 ………… 146
死亡弔慰金 ………… 388

●各種助成事業
映画鑑賞 …………… 20,348
宿泊 …………… 会員  3,229
 　家族  1,689
グルメ指定店…… 会員  4,680
 　家族  1,494
 　事業所用  4,430
いしかわ動物園……… 3,800
のとじま水族館……… 1,764
日帰り温泉…………… 15,653
健民海浜公園プール……… 2,650
文化施設 …………… 1,556
バス回数券・アイカ ……… 5,028
体育施設回数券 …… 1,096
ゴルフ場……………… 2,309
スキー場……………… 1,018

人間ドック・脳ドック …… 354
定期健康診断 ……… 6,459
インフルエンザ予防接種 …… 4,783
会員特選ツアー……… 506

●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 …… 1,653
パーキングチケット…… 374
コンサート等チケット……  1,652
グルメチケット ……… 1,379

●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
……………………………34
パン作り教室（2回合計）…30
夏休み親子地引き網体験…97
夏休み親子プチアウトドア体験
…………………………… 40

「スパイダーマンホームカミング」上映会
………………… 応募数266

巨峰狩りと古代の火起こし&
ピザ焼き体験 …………… 51
大根寿し教室（2回合計）
…………………………… 40
タイプ別!整理収納セミナー
…………………………… 50
親子クリスマス会 ケーキ&
ジェルキャンドル作り …… 40
しめ飾り作り教室…………24
ステンドグラス教室（2回合計）
……………………………22
デコカップケーキ作り教室
……………………………  3
第23回親睦ボウリング大会
…………………………… 58
新入社員研修 ……………29
中堅・若手社員のための
リーダーシップ研修………22
電話&クレーム応対研修…21

収益
合計

174,668

収益
合計

182,771

費用
合計

171,518

費用
合計

185,552

老後不安を解消！「退職前のマネープランセミナー」

あなたは、退職後の生活に不安はありませんか？退職し
てから後悔しないために、退職後の資金計画を早い時期
から考え、準備しておくことは大変重要です。セミナーで
は、退職前に知っておきたい年金・保険・税金・退職時に
必要な手続きと資産運用など、老後不安を解消するため
のお金の知識について、分かりやすく解説します。
これから退職される方や退職後の準備が必要な50代の
方におすすめです。

日　時 ７月２２日（日）
１０：００～１２：００（受付 ９：４５～）

募集定員 ８名（先着順）

FPサポート研究所
（金沢駅東口より徒歩３分・リファーレ前バス停より徒歩１分）
※車でお越しの方は、「リファーレ駐車場」をご利用いただき、
　駐車券をご提示いただければ、サービス券を差し上げます。

場　所

無料（受講者限定！無料相談券付き）参加費

株式会社ＦＰサポート研究所
暮らしのマネープラン相談センター
所長　髙橋　昌子　氏

講　師

ファイナンシャル・プランナーはマネーのホームドクターです

「貯蓄や投資」「マイホーム」「住宅ローン」「生命保険」「年金」etc
暮らしにまつわるお金のことなら何でも、お任せ！

住宅　　結婚　　貯蓄　　教育　　保険　　投資　　老後　　相続

ファイナンシャル・プランナーがあなたのマネープランをお手伝い！
セミナー＆個別相談で経験･知識豊富なファイナンシャル・プランナーが
中立的･専門的な立場であなたの夢実現のためのマネープランを応援しています。

＜お申込み＞　
あなたの暮らしと財産を守るパートナー　株式会社　FPサポート研究所
〒920-0852　金沢市此花町３番２号 ライブ１ビル１Ｆ
TEL：076-232-2038　　https://www.fpsl.co.jp

その他収益
175（0.1%）

受取補助金
（金沢市等）

14,660（8.4%）

受取寄付金
5,000（2.9％）

受取会費等
（会費・入会金）

130,918（75.0%）

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）

23,916（13.7%）
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事業所数
平成30年６月１日現在

会員数
名事業所 平成30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」11,057 （前回比＋212）911 （前回比－6）

カードローン

Web専用

【無担保】

　マイプラン.net
＜北陸ろうきん＞　
ホームページから、
スマホ・パソコンで
24時間365日

お申込みできます。

詳細・お問い合わせは 北陸ろうきん 検 索

広告 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）


