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相続・遺言
無料相談
●全国で61,418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30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）

1日リフト券利用補
助券を発行します!

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

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２万円まで）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区画につき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11,500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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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。センターのHP
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・氏名等をご記入のうえ、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



ガラスで小物入れを作り、お持ち帰
りいただきます。

イベント情報

しっとりふわふわの生地で、苺をま
るごと包みます。

カットすると見える苺が可愛い♪春
を感じるケーキです。

場　　所▶C&C金沢２階　料理実習
室

 （金沢市諸江町中丁197番地１・駐
車場有）

参加資格▶会員・登録家族
 ※小学生以下は大人の付添が必要で

す。

参 加 費▶1,500円
募集定員▶20名（先着順）
講　　師▶C&C金沢　出口 春美 氏

DATA

土3 9
10:00～13:00
/

ステンドグラス教室

〈〈〈〈 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9日㈬

10：00～
受付開始

自宅を華やかに飾りませんか？

ハーブボールＣａｒｅ教室
豊かな香りに包まれて 心も体もリフレッシュ！

●県内産ハーブを使用した「ハーブボール」を作り、蒸し上げて、自然の恵みを
体感します。首や肩まわりなど、日ごろ気になる部位を温め、ゆるめてあげま
しょう。

●ゆったりとした呼吸を意識することで、リラックスする方法を学びます。無自
覚なのに、実はストレスフル状態ということも！心を和らげてあげましょう。

場　　所▶金沢勤労者プラザ 306和室 ※駐車場１時間無料
参加資格▶会員・登録家族（小学4年生以上）
参 加 費▶1,000円
募集定員▶20名（先着順）
講　　師▶ボディケアゆらり
 ボディケアセラピスト 吉原 みゆき 氏

DATA

日2 24
10:00～12:00
/

JTBで行くスキープラン

10月からホームページをリニューアルしました！

利用方法

　この冬、JTB金沢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金沢店
金沢市下堤町30　☎076-264-7070
営業時間／10：00～18：00（受付終了は17：30）
定休日／水曜・祝日
https://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金沢店へ直接スキープランをご予約ください。なお、JTB金沢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
キー宿泊プラン」と必ずご記入のうえ、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。（センターのHP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お持ちのうえ、JTB金沢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金沢店まで。
＊JTB金沢店以外の各店（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。

場　　所▶金沢勤労者プラザ 404
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 17
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16日㈬
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 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8日㈫
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

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

白山詣双六ウオーク 金沢の有形登録
文化財巡り

大海西山弥生の
里を歩く（かほく市）

▶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164回 健康ウオーク 第165回 健康ウオーク 第166回 健康ウオーク

2 24 日

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

3 24 日

［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

受付 9：0０～ 終了 12:30

11㎞ 1 13 日

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

［集合］ 金沢駅東口地下イベント広場
［解散］ 山科バス停

苺のロールケーキ作り教室
甘酸っぱくておいしい！

リニューアルポイント

詳しくは
PC版

スマホ版
金沢勤労者福祉 検索

①「ガイドブック」がホームページ上で閲覧
可能！
②「利用補助券申込」では、一度に複数種
類の利用補助券が申込可能に！
③どんな端末でも閲覧しやすい、スマート
フォン対応！　

会員・登録家族助成

宿泊プラン（各種） 3,000円助成

2
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［集合］ 金沢駅東口地下イベント広場
［解散］ 山科バス停

苺のロールケーキ作り教室
甘酸っぱくておいしい！

リニューアルポイント

詳しくは
PC版

スマホ版
金沢勤労者福祉 検索

①「ガイドブック」がホームページ上で閲覧
可能！
②「利用補助券申込」では、一度に複数種
類の利用補助券が申込可能に！
③どんな端末でも閲覧しやすい、スマート
フォン対応！　

会員・登録家族助成

宿泊プラン（各種） 3,000円助成

3



三
重

石
川 能登穴水 牡蠣づくし

日帰り旅行代金

一般旅行代金 割引・助成金

＊ 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

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

行
　程

7:40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(お買い物)＝金沢駅16:00
★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 

行
　程

7:10金沢駅＝関(大好評！松阪牛すき焼きの昼食)＝伊勢神宮・外宮(参
拝)＝伊勢神宮・内宮(聖域パワースポット！本殿を拝観)・・・おかげ横丁(赤
福本店など)＝金沢駅21:30

広告 広告

伊勢神宮 外宮・内宮両参り
～松阪牛すき焼きの昼食～

大人

9,900円
小人

9,400円

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

▶１月１日（元日）・２日㈬
　３日㈭・５日㈯・６日㈰
　１２日㈯・１３日㈰
　１４日（月・祝）
▶２月１１日（月・祝）
▶３月１日㈮・１６日㈯
　30日㈯

▶１月１２日㈯・１４日（月・祝）・１７日㈭・２０日㈰・２５日㈮・２６日㈯
▶２月１日㈮・２日㈯・６日㈬
　１１日（月・祝）・１４日㈭
　１６日㈯・１７日㈰・１９日㈫
　24日㈰
▶３月１日㈮・２日㈯・６日㈬
　１０日㈰・１１日㈪・１５日㈮
　１６日㈯・１７日㈰

●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、『古代アンデス文明展』・『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』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）

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

©Basico Adobe Stock.com

TOTO
｜コンサート｜

古代アンデス文明展
｜展覧会｜

12/21（金）～2/17(日)
平　日 9:00～16:30
土日祝 9:00～17:00
（最終入場は閉館30分前）

富山県民会館美術館
一般・大学生 ７００円(通常１,5００円)
小･中・高校生 ４００円(通常1,0００円)
１/４（金）～２/１５（金）

開催日時

会　　場
会員料金

販売期間
※未就学児童無料

※電話予約不要

（2019年5月31日まで）

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。センターのHP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。

利用補助券

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

｜ミュージカル｜

3/31（日） ①11:00　②14:30
本多の森ホール
２，４００円（通常3,０００円）
1/8（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。

新妻聖子
｜コンサート｜

4/20（土）16:30
4/21（日）15:30
北國新聞赤羽ホール
5,400円（通常6,8００円）
1/9（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

STARDUST REVUE
｜コンサート｜

3/2（土） 17:30
本多の森ホール
5,500円（通常6,9００円）
1/１0（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
※ジュニア（25歳以下）＆シニア（65歳以上）割引・障害者＆介助者
　割引有り。当日身分証・障害者手帳をご提示ください。  

北島三郎
｜コンサート｜

東京大衆歌謡楽団 金沢公演
｜コンサート｜

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）
スペシャルゲスト：八代亜紀

｜コンサート｜

3/10（日） 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）
1/16（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

東芝グランドコンサート
ファビオ・ルイージ指揮 デンマーク国立交響楽団

｜コンサート｜

3/13（水） 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）
1/16（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

ブルーマングループ
WORLD TOUR IN JAPAN

｜パフォーマンス｜

6/7(金) 14:00　6/8(土) ①13:00 ②17:00
愛知県芸術劇場大ホール
S席 7,600円（通常9,500円）
1/17（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

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

©フジテレビ ©Morten Abrahamsen

3/2（土） ①14:00　②17:30　
金沢歌劇座
6,800円（通常8,500円）
1/11（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

3/9（土） 13:30
金沢市文化ホール
3,200円（通常4,000円）
1/11（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

2/16（土） 18:00
金沢歌劇座
Ｓ席 11,8００円（通常14,000円）
A席 10,800円（通常13,000円）
1/10（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
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三
重

石
川 能登穴水 牡蠣づくし

日帰り旅行代金

一般旅行代金 割引・助成金

＊ 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

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

行
　程

7:40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(お買い物)＝金沢駅16:00
★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 

行
　程

7:10金沢駅＝関(大好評！松阪牛すき焼きの昼食)＝伊勢神宮・外宮(参
拝)＝伊勢神宮・内宮(聖域パワースポット！本殿を拝観)・・・おかげ横丁(赤
福本店など)＝金沢駅21:30

広告 広告

伊勢神宮 外宮・内宮両参り
～松阪牛すき焼きの昼食～

大人

9,900円
小人

9,400円

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

▶１月１日（元日）・２日㈬
　３日㈭・５日㈯・６日㈰
　１２日㈯・１３日㈰
　１４日（月・祝）
▶２月１１日（月・祝）
▶３月１日㈮・１６日㈯
　30日㈯

▶１月１２日㈯・１４日（月・祝）・１７日㈭・２０日㈰・２５日㈮・２６日㈯
▶２月１日㈮・２日㈯・６日㈬
　１１日（月・祝）・１４日㈭
　１６日㈯・１７日㈰・１９日㈫
　24日㈰
▶３月１日㈮・２日㈯・６日㈬
　１０日㈰・１１日㈪・１５日㈮
　１６日㈯・１７日㈰

●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、『古代アンデス文明展』・『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』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）

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

©Basico Adobe Stock.com

TOTO
｜コンサート｜

古代アンデス文明展
｜展覧会｜

12/21（金）～2/17(日)
平　日 9:00～16:30
土日祝 9:00～17:00
（最終入場は閉館30分前）

富山県民会館美術館
一般・大学生 ７００円(通常１,5００円)
小･中・高校生 ４００円(通常1,0００円)
１/４（金）～２/１５（金）

開催日時

会　　場
会員料金

販売期間
※未就学児童無料

※電話予約不要

（2019年5月31日まで）

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。センターのHP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。

利用補助券

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

｜ミュージカル｜

3/31（日） ①11:00　②14:30
本多の森ホール
２，４００円（通常3,０００円）
1/8（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。

新妻聖子
｜コンサート｜

4/20（土）16:30
4/21（日）15:30
北國新聞赤羽ホール
5,400円（通常6,8００円）
1/9（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

STARDUST REVUE
｜コンサート｜

3/2（土） 17:30
本多の森ホール
5,500円（通常6,9００円）
1/１0（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
※ジュニア（25歳以下）＆シニア（65歳以上）割引・障害者＆介助者
　割引有り。当日身分証・障害者手帳をご提示ください。  

北島三郎
｜コンサート｜

東京大衆歌謡楽団 金沢公演
｜コンサート｜

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）
スペシャルゲスト：八代亜紀

｜コンサート｜

3/10（日） 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）
1/16（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

東芝グランドコンサート
ファビオ・ルイージ指揮 デンマーク国立交響楽団

｜コンサート｜

3/13（水） 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）
1/16（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

ブルーマングループ
WORLD TOUR IN JAPAN

｜パフォーマンス｜

6/7(金) 14:00　6/8(土) ①13:00 ②17:00
愛知県芸術劇場大ホール
S席 7,600円（通常9,500円）
1/17（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

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

©フジテレビ ©Morten Abrahamsen

3/2（土） ①14:00　②17:30　
金沢歌劇座
6,800円（通常8,500円）
1/11（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

3/9（土） 13:30
金沢市文化ホール
3,200円（通常4,000円）
1/11（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

2/16（土） 18:00
金沢歌劇座
Ｓ席 11,8００円（通常14,000円）
A席 10,800円（通常13,000円）
1/10（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
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事業所数
平成30年12月１日現在

会員数
名事業所 平成31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

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」11,221 （前回比+24）908 （前回比－6）

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

Skiing　snowboard&

新年2019
Vol.82

相続・遺言
無料相談
●全国で61,418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30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）

1日リフト券利用補
助券を発行します!

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

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２万円まで）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区画につき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11,500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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