
1

金沢勤労者福祉サービスセンター 会報
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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 2,500円（4,000円）
小人・マスター 1,700円（3,000円）

大人 1,500円
小人・マスター 1,300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

1日リフト券利用
補助券を発行します!

Skiing　snowboard&
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EVENT

JTBで行くスキープラン
　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。

① JTB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・登録家族助成

日帰りバスプラン 1,500円助成

宿泊プラン（各種） 3,000円助成

IOX-AROSA・妙高杉ノ原・
赤倉観光リゾート（　　　　  　）

利用方法

支払代金 一般旅行代金 会員・登録家族助成－=

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。）

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。

会員・登録家族とも、日帰り・宿泊のいずれかを1回会員・登録家族とも、日帰り・宿泊のいずれかを1回
利用限度

Let’s Challenge !

飾り巻き寿司教室
DATA 日2月7日 10:00～12:00

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）
 　※小学生以下のお子様の参加・同伴はできません。
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

“１本から２柄”できる飾り巻き寿司を作ります。今回は、ワンちゃん・ニャンちゃん柄にチャ“１本から２柄”できる飾り巻き寿司を作ります。今回は、ワンちゃん・ニャンちゃん柄にチャ
レンジ♪（太さ８㎝程度の太巻きが、各柄２切れ取れます。）レンジ♪（太さ８㎝程度の太巻きが、各柄２切れ取れます。）
飾り巻き寿司を初めて作る方でも、楽しめますよ！飾り巻き寿司を初めて作る方でも、楽しめますよ！

内容内容

受付開始
１月13日（水）10:00～

氏名・会員番号等を
お申し出ください。

センターへ電話

申込方法☎☎

先着順

受付開始
１月６日（水）10:00～

氏名・会員番号等を
お申し出ください。

センターへ電話

申込方法☎☎

先着順

みんなで宝箱を開けよう！

親子ナゾ解き教室
DATA 日２月14日 14:00～16:00

場　　所　金沢勤労者プラザ　101研修室
 　※駐車場１時間無料
参加資格   会員・登録家族
    ※未就学児の参加・同伴はできません。
参 加 費   200 円
募集定員   40 名（先着順）

親子で協力して４桁の数字を導き出し、宝箱を開けてもらいます。親子で協力して４桁の数字を導き出し、宝箱を開けてもらいます。
宝箱の中身はお持ち帰りいただけます。宝箱を開けた後は、参加宝箱の中身はお持ち帰りいただけます。宝箱を開けた後は、参加
者同士カードゲームやボードゲームで交流を深めてもらいます。者同士カードゲームやボードゲームで交流を深めてもらいます。

内容内容
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1月7日㈭・9日㈯・10日㈰・11日（月・祝）・15日㈮・16日㈯・
18日㈪・20日㈬・23日㈯・24日㈰・29日㈮・30日㈯
2月１日㈪・4日㈭・7日㈰・11日（木・祝）・13日㈯・15日㈪・
19日㈮・21日㈰・25日㈭・26日㈮・27日㈯
3月2日㈬・5日㈯・7日㈪・13日㈰・16日㈬・
20日（日・祝）・21日（月・振休）

行　

程

金沢駅9：30＝東尋坊（日本随一の奇勝を見学）＝三国・港のホテル（かにバ
イキングの昼食）＝竹田の油揚げ（お買い物）※＝羽二重餅の古里（お買い
物）＝金沢駅17：30
※竹田の油揚げは不定休のため、ふれあいパーク三里浜に変更となる場合があります。

TRAVEL
会員特選ツアーガイド
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！

出発日
1月10日㈰・11日（月・祝）・15日㈮・17日㈰・19日㈫・22日㈮・
23日㈯・25日㈪・28日㈭・31日㈰
2月2日㈫・5日㈮・6日㈯・8日㈪・12日㈮・
14日㈰・18日㈭・20日㈯・22日㈪・27日㈯
3月4日㈮・6日㈰・11日㈮・12日㈯・
14日㈪・18日㈮・19日㈯・21日（月・振休）・
25日㈮・26日㈯

出発日

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

☎（0120）316-100

旅行企画・実施

北鉄航空
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

行　

程

金沢駅8：30＝氣比神宮（参拝）＝敦賀赤レンガ倉庫（国内最大級のジオラ
マ館見学）＝若狭海遊バザール千鳥苑（約40種類の海鮮バイキングとずわ
いがに一杯付、若狭地ビールとソフトドリンク飲み放題 ※日本酒・焼酎など
の販売はしておりません）＝日本海さかな街（食べ歩きとお買い物）＝越前
そばの里（そばの試食とお買い物）＝金沢駅18：30
★日頃の感謝をこめてうれしい特典♪…足湯無料券・3つの食べ歩き（ふぐ唐揚げ・越前も
ち・東浦みかんソフト）・越前そば試食・水ようかん試食
★さらに４つのお土産付！…越前そば１人前・そば茶小袋・そばかりんとう小袋・そばの実
煎餅１枚

＊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。

行　

程

金沢駅7:10＝世界遺産・姫路城（昨年５年半ぶりに白亜の大天守をお披露
目！美しい二の丸や西の丸など ※混雑時は整理券配布）＝灘菊酒造（播磨の
老舗蔵を見学、銘酒の試飲）＝金沢駅21:30
★選べる季節の旬弁当付き　［２月］甘えび寿司 or かきめし　［３月］鯖棒寿司 or 牛す
き重
※このツアーは姫路城に入場いたしますが大天守登閣を確約するものではございませ
ん。入場に大変長いお時間を要する場合、姫路城入場に代わりまして姫路城西御屋敷跡
庭園「好古園」へのご案内となります。ご了承くださいませ。

＊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。

日帰り旅行代金

一般旅行代金 割引・助成金

7,480円
　　　3%割引
会員・登録家族 2,000円助成
同伴者　　　　1,000円助成

一般旅行代金 割引・助成金

7,980円
　　　3%割引
会員・登録家族 2,000円助成
同伴者　　　　1,000円助成

日帰り旅行代金

イメージ

イメージ

イメージ

港まち三国で かに祭りバイキング 若狭海鮮バイキング
うれしい若狭地ビール飲み放題♪

新春大感謝祭2016
冬の定番！ 福

井
県

福
井
県

出発日 2月3日㈬・6日㈯・11日（木・祝）・14日㈰・17日㈬・
20日㈯・22日㈪・27日㈯
3月2日㈬・6日㈰・12日㈯・17日㈭・19日㈯・
20日（日・祝）・26日㈯・27日㈰・28日㈪・29日㈫・
30日㈬・31日㈭

日帰り旅行代金

イメージ

旅行会社へ予約 センターへ利用補助券申込
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。

代金支払
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。

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・その同伴者
　※同伴者は会員1名につき2名まで利用補助券をご利用いただけます。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。
　　なお、会員または登録家族が同伴しない場合は、利用補助券はご利用いただけません。
●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
セセンターへ利

利用補助
券

利用補助
券

白鷺の翼　世界遺産・姫路城大天守
播磨の老舗蔵 灘菊酒造
～選べる季節の旬弁当～

兵
庫
県

＊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。

一般旅行代金 割引・助成金

大 人 9,800円 3%割引 
会員・登録家族 2,000円助成
同伴者　　　　1,000円助成小 人 9,300円

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

☎（076）266-2533

旅行企画・実施

北日本観光旅行
金沢市佐奇森町ヲ88-3
営業時間／9：00～17：20
定休日／日曜・祝日
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TICKET
チケットインフォメーション

購入方法

●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、『ノンタン みんなであそぼう！』・『そ
れいけ！アンパンマンミュージカル』は会員１名につき４枚まで、１通話４枚まで）●ご利用は、会員・登録
家族に限ります。●ご予約後に即お渡しできないチケットも一部ございます。●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。

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。）

※ P8にご案内の郵送サービス（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。

センターへ電話予約 センターにて購入
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。

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）
会員

窓口

氏名
☎

オペラ ミュージカル コンサート コンサート

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

未就学児童入場不可

開演日時  3/1（火）19:00
会　　場  金沢歌劇座
会員料金  SS席 8,900円（通常12,000円）
予約受付開始  1/6（水）17：00～

開演日時  3/27（日）①11:00　②14:30
会　　場  本多の森ホール
会員料金  1,800円（通常2,700円）
予約受付開始  1/7（木）17：00～

佐渡裕指揮
トーンキュンストラー管弦楽団
開演日時  5/14（土）16:00
会　　場  富山オーバード・ホール
会員料金  Ｓ席 15,500円（通常19,000円）
 Ａ席 11,700円（通常15,000円）
予約受付開始  1/8（金）10：00～

開演日時  4/9（土）17:30
会　　場  本多の森ホール
会員料金  S席 4,600円（通常6,700円）
予約受付開始  1/8（金）10：00～

STARDUST REVUE
©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©Peter Rigaud

２歳以上有料

劇団飛行船ポケット劇場
ノンタン みんなであそぼう！
開演日時  2/20（土）11:00
会　　場  本多の森ホール
会員料金  1,000円（通常1,500円）
予約受付開始  1/6（水）17：00～

宝塚

開演日時  4/3（日）
 ①14:00　②18:00

会　　場  金沢歌劇座
会員料金  5,100円（通常7,300円）
予約受付開始  1/12（火）17：00～

コンサート

秦　基博
開演日時  5/26（木）18:30
会　　場  本多の森ホール
会員料金  4,500円（通常6,500円）
予約受付開始  1/15（金）10：00～

コンサート

SEKAI NO OWARI
開演日時  4/16（土）18:00
 4/17（日）17:00
会　　場  サンドーム福井
会員料金  

アリーナスタンディング 5,500円（通常7,900円）
スタンド指定席  5,500円（通常7,900円）

予約受付開始  1/13（水）17：00～

コンサート

THE ALFEE
開演日時  6/18（土）18:00
会　　場  本多の森ホール
会員料金  5,200円（通常7,560円）
予約受付開始  1/15（金）10：00～

コンサート

AI
開演日時  7/2（土）18:00
会　　場  本多の森ホール
会員料金  4,900円（通常7,000円）
予約受付開始  1/15（金）17：00～

6歳未満のお客様のご入場はお断り致します。

落語

未就学児童入場不可

開演日時  2/7（日）14:00
会　　場  鶴来総合文化会館 クレイン
会員料金  2,200円（通常3,200円）
予約受付開始  1/5（火）17：00～

特撰落語会
林家たい平 独演会

オペラ「夕鶴」＜新演出＞
主演：佐藤しのぶ　演出：市川右近

それいけ！アンパンマンミュージカル
おかしの国のおかしなパーティ

宝塚歌劇月組公演
出演：珠城りょう、愛希れいか ほか

コンサート

→Pia-no-jaC←
開演日時  2/11（木・祝）17:00
会　　場  金沢EIGHT HALL
会員料金  全自由3,500円（通常5,000円）
予約受付開始  1/5（火）17：00～

小学生以上有料、未就学児童無料

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

未就学児童入場不可／ジュニア（25歳以下）・シニア（65
歳以上）・障害者（児）介助者は当日1,000円キャッシ
ュバックあり。詳しくは事前にご確認ください。

3歳以上有料

未就学児童入場不可

ⓒ Felix Broede ⓒキヨノサチコ／偕成社

ダーヴィト・アフカム指揮
シュターツカペレ・ベルリン

コンサート

開演日時  2/23（火）19:00
会　　場  石川県立音楽堂コンサートホール
会員料金  S席 7,000円（通常10,000円）
 A席 5,600円（通常8,000円）
 B席 4,200円（通常6,000円）
 C席 2,800円（通常4,000円）
予約受付開始  受付中 未就学児童入場不可

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
致します。）
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東京ディズニーリゾート
マジックキングダムクラブ
終了のお知らせ

　カードの有効期限（平成28年３月末）まで　カードの有効期限（平成28年３月末）まで
の入園・宿泊等については、各種メンバー特典の入園・宿泊等については、各種メンバー特典
が適用されます。なお、有効期限終了後は当セが適用されます。なお、有効期限終了後は当セ
ンターへ返却の必要はありません。各自、処分ンターへ返却の必要はありません。各自、処分
していただければ結構です。していただければ結構です。

　発行をご希望の場合は当センターまでお電話にて　発行をご希望の場合は当センターまでお電話にて
お申し込みください。当センターからカード（有効お申し込みください。当センターからカード（有効
期限：平成28年３月末）を郵送します。なお、誠に期限：平成28年３月末）を郵送します。なお、誠に
勝手ながら現在当センターが保有するカードがなく勝手ながら現在当センターが保有するカードがなく
なり次第、受付を終了しますのでご了承ください。なり次第、受付を終了しますのでご了承ください。

平成28年３月末日をもちまして、「マジックキングダムクラブ」が平成28年３月末日をもちまして、「マジックキングダムクラブ」が
終了することとなりましたので、お知らせします。終了することとなりましたので、お知らせします。

メンバーシップカードをお持ちの方 メンバーシップカードをお持ちでない方

金沢  太郎

石川県ウオーキング協会　定例会

　ＮＰＯ法人石川県ウオーキング協会まで、 参加定例会名・住所・氏名・会員番号を記
載のうえFAXまたはメールをお送りいただくか、お電話にてお申し込みください。当日
の申込も可能です。なお、会員料金でのご参加は、当日必ず会員証をご提示ください。
▶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。

申込方法

歩くことは身体に最も
優しい運動です。

受付  8：30～ 終了  12：30頃
１ 10 日10㎞

集合・解散：北鉄野町駅
参加費：会員・家族100円
　　　　　　　一般500円

128
回

第
健康ウオーク

新春ウオーク
北陸鎮護の大社
「白山さん」参拝

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

129
回

第

２ 21日

健康ウオーク

130
回

第

3 12 土
健康ウオーク

TEL・FAX 076-245-6588
E-mail iwa-ishikawa@nsknet.or.jp

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

重 要

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）
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平成　　　年　　　月　　　日

期間
限定 新規会員紹介キャンペーン!!!新規会員紹介キャンペーン!!!

お知り合いの事業所をご紹介ください!!

今だけ新規入会者１名につき謝礼金を1,000円に増額!!

※ご提出は、FAXまたは郵送で。センターから入会についてのご説明に伺います。

〒920-0022 金沢市北安江3-2-20　公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター

FAX：076-234-7810 TEL：076-234-7871

（あて先）公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター

　上記期間内にご紹介いただいた事業所が入会された場合、ご紹介くださった会員に謝礼として、新規入
会者１名につき1,000円（入会１事業所につき２万円まで）をお支払いいたします。
※ただし、１事業所２名以上入会された場合に限ります。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。

平成28年１月４日（月）～３月31日（木）紹介キャンペーン期間

紹介キャンペーン内容

事業所紹介カード

❖ ご紹介会員様 ❖

お 名 前 会員番号

お勤め先

ご 住 所
　〒　　　　　－　　　　　　（自・勤）

TEL（　　　　）　　　　－　　　　

❖ ご紹介先事業所様 ❖

事業所名 代 表 者

所 在 地 T　E　L （　　　　　）　　　　　－　　　　　　

担 当 者
（役職　　　　　　　　　　）

従業員数 約　　　　　　人

紹介内容
１．加入について興味を示しているので、訪問してほしい。
２．加入案内パンフレットを（紹介会員宛・紹介先事業所宛）に送付してほしい。
３．その他（ ）

ご紹介者
との関係

１．仕事での取引先　　２．友人・知人
３．その他（ ）
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(公財)金沢勤労者福祉サービスセンター会員様へ

アンケートご協力のお願い

Q１　新規または見直した事業･利用方法をご存じです
か。あてはまるものすべてに○をつけてください。

Q１-１　助成内容の拡充
①　インフルエンザ予防接種助成の開始
②　コミュニティバス回数券購入助成の開始
③　北鉄バスアイカへの積み増し助成の開始
④　特選バスツアー助成の増額及び同伴者助成の開始
⑤　コンサート等チケット購入助成率のアップ
⑥　期間限定グルメチケットの販売開始
⑦　スポーツ＆カルチャースクール受講助成枠の拡大
⑧　家庭常備薬等のＷＥＢ特別あっせん開始

Q１-2　利用内容・方法の改善
①　ガイドブック２色刷りをフルカラー化
②　巻末利用券をく～ぽんＢＯＯＫに別冊・共通券化
③　新規利用提携施設を増加、提携エリアも拡大
④　イオンシネマ映画鑑賞券の窓口販売を利用補助券化
⑤　北鉄バス回数券等の窓口販売を利用補助券化
⑥　ゴルフ場利用補助券を共通化（各ゴルフ場共通）
⑦　定期健康診断助成手続を簡素化
⑧　ホームページから利用補助券の申込受付を開始
⑨　窓口取扱商品の郵送サービス（代引）を開始

Q2　過去２年以内に利用・参加したサービスに○をつけてく
ださい。あてはまるものすべてに○をつけてください。

①　疾病予防対策事業（定期健康診断、人間・脳ドック、インフ
ルエンザ予防接種、家庭常備薬等）

②　スポーツ施設等利用助成（体育館、プール、テニス、ゴル
フ、スキー、ボウリング、スポーツスクール受講等）

③　自己啓発事業（研修会・講習会・カルチャースクール受講
等）

④　余暇活動事業（旅行、グルメ、映画鑑賞、レジャー・文化・
入浴施設、コンサート・演劇・観戦チケット購入等）

⑤　生活安定・財産形成事業（融資制度、医療保険、退職金共
済、財産形成セミナー受講等）

⑥　慶弔見舞金給付事業（祝金・弔慰金・見舞金受給）
⑦　くらし応援事業（冠婚葬祭、各種専門店、バス回数券・アイ

カ、パーキングチケット等購入、福祉援助等）
⑧　その他（ ）

Q３　助成・給付を受けた事業または参加した事業の満足
度はいかがですか。

①　大変満足している　　④　やや不満
②　満足している　　　　⑤　不満　理由：
③　普通

Q４　ガイドブック・く～ぽんＢＯＯＫ・会報｢ゆとりんぐ｣の内
容をご存じですか。また、サービスを利用していますか。

①　知っているので常時利用している
②　よく知らないが時々利用している
③　知っているがあまり利用していない
④　よく知らないのでほとんど利用していない

Ｑ５　当サービスセンターのホームページを閲覧・利用して
いますか。

①　常時閲覧・利用している　　　　③　閲覧・利用していない
②　時々閲覧・利用している　　　　④　閲覧できない

Ｑ６　当サービスセンターの事業はご自身の仕事と生活の
調和（ワークライフバランス）に必要ですか。

①　大いに必要　　④　必要ない
②　必要　　　　　⑤　その他（ ）
③　やや必要　

Ｑ７　新たに利用したい施設または実施してほしい事業、
あるいは充実・改善を希望する事業がありますか。

　　　その他、センターへの意見・要望等があれば、ご自由
に記入してください。

　日頃より、当センター事業にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
　当センターでは、会員の皆様へのより一層のサービス向上を図るため、サービ
ス内容の見直しや利用方法の改善に努めてまいりました。
　つきましては、皆様のご意見やご要望を今後の事業活動の参考といたしたく、
アンケートの記入にご協力をお願いいたします。
　なお、誠に恐縮ですが、ご記入いただきましたアンケートを2月29日(月)まで
にFAXまたはE-mailにてご送付くださるようお願いいたします。
　アンケートにご協力をいただきました会員様には、抽選で100名の方にＱＵＯ
カード(500円券)を進呈いたします。

【送付先】FAX：076-234-7810　 E-mail：info@k-ksc.jp
【締　切】平成28年２月29日（月）必着

※ご記入無き場合は抽選の対象とはなりません。当選の発表は賞品の発送を
もってかえさせていただきます。収集した情報は事業内容改善の基礎データ
として使用することとし他の目的には使用いたしません。

ご協力ありがとうございました

会員番号 －

会員氏名

抽選で抽選でQUOカード進呈
QUOカード進呈500円券／100名
500円券／100名

⎛ ⎞
｜ ｜
⎝ ⎠
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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」 平成28年１月1日発行 TEL/ 076-234-7871
〒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 URL / http://www.k-ksc.jp　E-mail / info@k-ksc.jp

事業所数
事業所 名

会員数

（前回比－６） （前回比－10）936 10,745

平成27年12月1日現在

～当サービスセンター会員限定～

家庭常備薬等を
　　特別価格であっせん !！

・ 特納品とは各種団体等での疾病予防対策として
 専用に作られた特別限定商品でお値打ちです。
・ 医薬品や健康食品など１70品目品揃え！

会員限定ならではの「特納品」

いざという時に役立つ家庭常備薬！
WEB（インターネット）で簡単にお申込みできます。
商品を選択し、お届け先情報を入力するだけ！

（申込期間）平成27年12月22日～平成28年1月１2日

金沢勤労者福祉 検索

家庭常備薬等
特別あっせん

 【ID】 ●●●●●●●●
 【パスワード】 ●●●●●●

●一部ご紹介 ※消費税込 

パブロンSα錠
（参考価格）1,166円→会員価格 320円

第②類医薬品 葛根湯エキス顆粒DS
（参考価格）1,620円→会員価格 450円

パンシロン
（参考価格）1,080円

→会員価格 350円

第2類医薬品

薬用ハミガキ生薬当帰の力
（参考価格）1,058円→会員価格 400円

「医薬部外品」

あ せん !！

なんと170品目

葛根湯エキス顆粒DS
（参考価格）1,620円→会員価格 450円

第2類医薬品

（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

あなたのお店・会社の広告を募集しています。
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？

◆大 き さ／１区画：縦8.5㎝×横9.5㎝
◆掲 載 料／１回：20,000円

サービスセンター窓口で取り扱っている下記商品の郵送サービスを行っております。
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。

・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

対象商品

送 付 先

支払方法

手 数 料

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。（事業所等に数人分まとめて郵送を
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。）

申込方法

※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。

申込から配達まで

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。

センター窓口取扱商品の
郵送サービス（有料）がご利用いただけます

代引 手数料300円で

◆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（センター全会員に配布）
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） 
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