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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 春2019
Vol.83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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2019年度版

サービス内容変更のお知らせ

提携施設が増えました！

今年度から、スポーツスクール・カルチャースクールの助成金につきましては、受講料を問わず一律2,000円とさせていただ
きます。どうぞご了承ください。

新たに以下の施設や店舗がご利用いただけるようになりました。

※一部、今年度から提携解除となった施設もありますので、事前にガイドブックにてご確認のうえご利用ください。

来年3月まで1年間、ぜひ有効にご活用ください。

「く～ぽんBOOK」の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。注意

日帰り温泉 展望温泉 ほのぼの湯 ※再提携 指定宿泊施設 千丈温泉 清流

グルメ指定店

加賀料理 秋月

指定旅行代理店

トラベル愛ランド㈱ 金沢駅西けやき通り店

パスタ＆イタリアン キッチンラベンダー トラベル愛ランド㈱ 七尾小丸山通り店

ビュッフェレストラン フラワーガーデン・セントメリー トラベル愛ランド㈱ 珠洲燈籠山通り店

内灘町 白山市

金沢市 金沢市

金沢市 七尾市

金沢市 珠洲市

ガイドブックガイドブック＆

く～ぽんBOOKく～ぽんBOOKを

発行しました！



素振りからラリーまで、親子でふれ
あいながらテニスを初体験できます

。

ラケット・ボールは貸し出します。

イベント情報

今年から順次施行される相続法は、
終活にどう影響するのか？ 今こそ知

りたい！

その要点を、相談件数3,000件以上
の経験豊かな講師が分かりやすく解

説します。

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▶株式会社 相続手続支援

センター石川

 代表取締役  新喜 章弘 氏

DATA

日6 9
10:00～12:00
/

親子テニス教室

〈〈〈〈 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4月16日㈫

10：00～
受付開始

金沢市テニス協会コーチが指導！

ハーバリウム教室
インスタ映えで今話題の、癒しの植物標本！

●プリザーブドフラワーと専用オイルを使って、幻想的なハーバリウムを作りま
しょう♪
●高さ約22cmのオリジナルハーバリウムを1本作り、お持ち帰りいただきます。

場　　所▶金沢勤労者プラザ 406研修室 ※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▶24名（先着順）
講　　師▶Yu's Flowers
 代表　耕納 博美 氏

DATA

日5 26
10:00～11:30
/

場　　所▶城北市民体育館
　　　　　　（金沢市鳴和２丁目

１０－４４）

参加資格▶会員・登録家族
 ※４歳～小学３年生のお子様と大

人の

　　　　　　　 家族２名１組でご
参加ください。

参 加 費▶1組 500円
募集定員▶20組40名（先着順）

DATA

土5 18
10:00～11:30
/

センターへ電話

先着順4月17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4月10日㈬
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

相続法改正で変わる終活のポイント
約40年ぶりの見直しです！ 

参加者全員にエンディングノート
プレゼント！

奈
良

富
山
天空の白壁を歩く
立山室堂・雪の大谷ウォーク

～桜色の世界遺産～ 今年はたっぷり３時間滞在！

～富岩運河環水公園とますのすしミュージアム～
吉野山の千本桜

日帰り旅行代金

行
　程

7:10金沢駅＝針テラス（休憩）＝吉野山千本桜（日本を代表する、古来よ
り桜の名所！下千本から奥千本までシロヤマザクラを中心に約200種約
３万本もの桜が山を覆う絶景。金峯山寺、水分神社などの世界遺産めぐ
り約180分滞在！）＝金沢駅21:30 
★昼食弁当付

＊ 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

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

▶４月３日㈬・４日㈭・５日㈮・６日㈯・７日㈰・８日㈪
 ９日㈫・10日㈬・11日㈭・13日㈯

日帰り旅行代金

出発日

行
　程

7:10金沢駅＝立山室堂・雪の大谷ウォーク（迫りくる壮大な雪の壁散
策をお楽しみください）＝富岩運河環水公園（話題の世界一美しいス
タバ、富山県美術館など）＝ますのすしミュージアム（試食と買物）＝
金沢駅18:00
★昼食弁当付

＊ 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

行
　程

8:00金沢駅＝ビアンデ信州中野店（幻豚肉しゃぶしゃぶの昼食）＝
小布施（自由散策）＝信州中野（さくらんぼ狩り園内食べ放題＆１カッ
プ詰め放題※）＝ビアンデ信州中野店（ベーコン・ウインナー試食）＝
金沢駅18:30
 ★幻豚肉３枚お土産付！
 ※５月２９日～６月５日までの期間は詰め放題ができませんので、１カップのお土産付となります。

出発日 ▶５月29日㈬・30日㈭・31日㈮
▶６月１日㈯・５日㈬・８日㈯・９日㈰・11日㈫・14日㈮
 15日㈯・16日㈰・19日㈬・22日㈯・23日㈰・25日㈫
 27日㈭・29日㈯・30日㈰
▶７月３日㈬・５日㈮・６日㈯・７日㈰

＊ 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。

京
都 信州さくらんぼ狩り

厳選された農園で食べ放題＆詰め放題

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

大人

9,900円
小人

9,400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

6,900円
小人

5,900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 

▶４月29日（月・祝）・30日（火・休）
▶５月１日（水・祝）・２日（木・休）・３日（金・祝）・４日（土・祝）
 ５日（日・祝）・６日（月・休）・８日㈬・１１日㈯

※６月11日（火）出発は500円引

8,980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 

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

写真提供：一般社団法人奈良県ビジターズビューロー

日帰り旅行代金

行
　程

7:10金沢駅＝御寺･泉涌寺（古くから皇室とゆかりが深く、歴代皇族の
御宸影が奉祀される「御寺（みてら）」）＝ホテル東山閣（ホテルで食す嵯
峨湯どうふ膳の昼食）＝京都御所（明治時代に入るまで歴代天皇が居
住、平安京の内裏の形態を受け継いだ多くの建築物を見学 ※皇室行事
その他運営上の都合により、参観中止となる場合がございます。その場
合は平安神宮）＝曼殊院門跡（「小さな桂離宮」と称される名刹、枯山水
の見事な庭園 ※バス乗降場所から15分程度歩きます）＝井筒八ッ橋本
舗（立寄り）＝金沢駅21:00

＊ 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 ▶４月28日㈰ ▶５月１日（水・祝）・３日（金・祝）・４日（土・祝）
　６日（月・休）・19日㈰・25日㈯ ▶６月２日㈰・５日㈬・８日㈯
　16日㈰・18日㈫・19日㈬・22日㈯・30日㈰ ▶７月３日㈬

大人

9,900円
小人

9,400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 

皇室ゆかりの京
美貌の観音像 御寺・泉涌寺　格調高き王朝の美 曼殊院
～ホテルで食す嵯峨湯どうふ膳～

長
野

毎年大好評

二層の色付き

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

【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

下記の事項をお申し出ください。

会員以外の方も参加ＯＫ！

▶▶
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素振りからラリーまで、親子でふれ
あいながらテニスを初体験できます

。

ラケット・ボールは貸し出します。

イベント情報

今年から順次施行される相続法は、
終活にどう影響するのか？ 今こそ知

りたい！

その要点を、相談件数3,000件以上
の経験豊かな講師が分かりやすく解

説します。

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▶株式会社 相続手続支援

センター石川

 代表取締役  新喜 章弘 氏

DATA

日6 9
10:00～12:00
/

親子テニス教室

〈〈〈〈 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4月16日㈫

10：00～
受付開始

金沢市テニス協会コーチが指導！

ハーバリウム教室
インスタ映えで今話題の、癒しの植物標本！

●プリザーブドフラワーと専用オイルを使って、幻想的なハーバリウムを作りま
しょう♪
●高さ約22cmのオリジナルハーバリウムを1本作り、お持ち帰りいただきます。

場　　所▶金沢勤労者プラザ 406研修室 ※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▶24名（先着順）
講　　師▶Yu's Flowers
 代表　耕納 博美 氏

DATA

日5 26
10:00～11:30
/

場　　所▶城北市民体育館
　　　　　　（金沢市鳴和２丁目

１０－４４）

参加資格▶会員・登録家族
 ※４歳～小学３年生のお子様と大

人の

　　　　　　　 家族２名１組でご
参加ください。

参 加 費▶1組 500円
募集定員▶20組40名（先着順）

DATA

土5 18
10:00～11:30
/

センターへ電話

先着順4月17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4月10日㈬
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

相続法改正で変わる終活のポイント
約40年ぶりの見直しです！ 

参加者全員にエンディングノート
プレゼント！

奈
良

富
山
天空の白壁を歩く
立山室堂・雪の大谷ウォーク

～桜色の世界遺産～ 今年はたっぷり３時間滞在！

～富岩運河環水公園とますのすしミュージアム～
吉野山の千本桜

日帰り旅行代金

行
　程

7:10金沢駅＝針テラス（休憩）＝吉野山千本桜（日本を代表する、古来よ
り桜の名所！下千本から奥千本までシロヤマザクラを中心に約200種約
３万本もの桜が山を覆う絶景。金峯山寺、水分神社などの世界遺産めぐ
り約180分滞在！）＝金沢駅21:30 
★昼食弁当付

＊ 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

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

▶４月３日㈬・４日㈭・５日㈮・６日㈯・７日㈰・８日㈪
 ９日㈫・10日㈬・11日㈭・13日㈯

日帰り旅行代金

出発日

行
　程

7:10金沢駅＝立山室堂・雪の大谷ウォーク（迫りくる壮大な雪の壁散
策をお楽しみください）＝富岩運河環水公園（話題の世界一美しいス
タバ、富山県美術館など）＝ますのすしミュージアム（試食と買物）＝
金沢駅18:00
★昼食弁当付

＊ 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

行
　程

8:00金沢駅＝ビアンデ信州中野店（幻豚肉しゃぶしゃぶの昼食）＝
小布施（自由散策）＝信州中野（さくらんぼ狩り園内食べ放題＆１カッ
プ詰め放題※）＝ビアンデ信州中野店（ベーコン・ウインナー試食）＝
金沢駅18:30
 ★幻豚肉３枚お土産付！
 ※５月２９日～６月５日までの期間は詰め放題ができませんので、１カップのお土産付となります。

出発日 ▶５月29日㈬・30日㈭・31日㈮
▶６月１日㈯・５日㈬・８日㈯・９日㈰・11日㈫・14日㈮
 15日㈯・16日㈰・19日㈬・22日㈯・23日㈰・25日㈫
 27日㈭・29日㈯・30日㈰
▶７月３日㈬・５日㈮・６日㈯・７日㈰

＊ 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。

京
都 信州さくらんぼ狩り

厳選された農園で食べ放題＆詰め放題

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

大人

9,900円
小人

9,400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

6,900円
小人

5,900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 

▶４月29日（月・祝）・30日（火・休）
▶５月１日（水・祝）・２日（木・休）・３日（金・祝）・４日（土・祝）
 ５日（日・祝）・６日（月・休）・８日㈬・１１日㈯

※６月11日（火）出発は500円引

8,980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 

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

写真提供：一般社団法人奈良県ビジターズビューロー

日帰り旅行代金

行
　程

7:10金沢駅＝御寺･泉涌寺（古くから皇室とゆかりが深く、歴代皇族の
御宸影が奉祀される「御寺（みてら）」）＝ホテル東山閣（ホテルで食す嵯
峨湯どうふ膳の昼食）＝京都御所（明治時代に入るまで歴代天皇が居
住、平安京の内裏の形態を受け継いだ多くの建築物を見学 ※皇室行事
その他運営上の都合により、参観中止となる場合がございます。その場
合は平安神宮）＝曼殊院門跡（「小さな桂離宮」と称される名刹、枯山水
の見事な庭園 ※バス乗降場所から15分程度歩きます）＝井筒八ッ橋本
舗（立寄り）＝金沢駅21:00

＊ 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 ▶４月28日㈰ ▶５月１日（水・祝）・３日（金・祝）・４日（土・祝）
　６日（月・休）・19日㈰・25日㈯ ▶６月２日㈰・５日㈬・８日㈯
　16日㈰・18日㈫・19日㈬・22日㈯・30日㈰ ▶７月３日㈬

大人

9,900円
小人

9,400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 

皇室ゆかりの京
美貌の観音像 御寺・泉涌寺　格調高き王朝の美 曼殊院
～ホテルで食す嵯峨湯どうふ膳～

長
野

毎年大好評

二層の色付き

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

【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

下記の事項をお申し出ください。

会員以外の方も参加ＯＫ！

▶▶
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※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。

センターにて購入

石川ミリオンスターズ  ☎076-269-4123試合日程等のお問い合せ

ツエーゲン金沢ＢＣリーグ 石川ミリオンスターズ
会員価格

販売期間

大人 700円（通常前売 1,300円）

４月1日㈪から
レギュラーシーズン終了まで

※BCリーグレギュラーシーズン中の、石川ミリオンスターズの
主催試合（＝石川県内の球場で行われる試合）が観戦できま
す。試合日の指定はありません。なお、主催試合であっても特
別指定試合や交流戦ではご利用いただけませんので、ご注
意ください。また、石川ミリオンスターズがプレーオフシリー
ズに進出した場合、このチケットでは観戦できません。 ※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。

ホームページ 〉〉〉 http://www.m-stars.jp
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

販売期間

メインSA自由席 大　　人  1,200円（通常前売 2,000円）
 小・中・高      900円（　　〃　 1,500円）
バック自由席 大　　人  1,000円（　　〃　 1,800円）
 小・中・高      700円（　　〃　 1,300円） 
ホーム自由席 大　　人      900円（　　〃　 1,500円）
 小・中・高      600円（　　〃　 1,000円）

４月1日㈪からシーズン終了まで

前売券販売地元チームを応援しよう！
〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉

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名につきそれぞれ年度6枚まで購入可

金沢21世紀美術館 特別展

大岩オスカール 光をめざす旅
先着

限定
160枚

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

会　　期 4/27（土）～8/25（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］

センターへ電話

4月5日㈮ １０：００～受付開始
《光をめざす旅》 2018年

観覧券プレゼント

広告

　通常の会社では４月から今の給料が賃上げされて、新しい金
額で給料が支給されます。労働組合は３月～４月にかけて賃上
げをいくらにするかの交渉を行いますが、皆さんはどうです
か？賃上げは当たり前の要求です。賃上げができる職場づくり

を目指しましょう。
　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！申込

方法
▶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。

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 076-245-6588TEL・FAX

iwa-ishikawa@nsknet.or.jpE-mail 

石川県
ウオーキング協会定 例 会

中能登町（旧鹿西町）
を歩く

第167回 健康ウオーク

4 13 土14㎞
10㎞

受付 8:50～ 終了１2:2０

［集合・解散］ JR 能登部駅
［参加費］ 会員・家族 100円
　　　　　　 一般500円

第168回 健康ウオーク

［参加費］ 会員・家族 100円
　　　　　　 一般500円

5 11 土

内川ダムを巡る
第169回 健康ウオーク

※詳細はお問い合せください

※詳細はお問い合せください

日6 23

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。

金沢城
総構堀を巡る

［参加費］ 会員・家族 100円
　　　　　　 一般500円

●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、『2019 となみチューリップフェア』･『爆笑！お笑いエンタメ
ライブin金沢』･『米村でんじろうサイエンスショーおもしろ科学館』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

2019
となみチューリップフェア

4/22(月)～5/5(日･祝)
8：30～17：30（最終入園は17：00）
砺波チューリップ公園
大人 5００円（通常900円） 小人 1００円（通常200円）
4/1(月)～4/19(金)

開催日時

会　　場

会員料金
販売期間

5/6(月・休) ①11：30 ②14：30
本多の森ホール
3,200円(通常4,000円)
4/8(月) 17：00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始

5/11(土) 18：00
富山オーバード･ホール
6,200円(通常7,800円)
4/8(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

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

爆笑！お笑い
エンタメライブin金沢

｜お笑い｜

TULIP
｜コンサート｜

五木ひろし

出演:ＡＮＺＥＮ漫才、ナイツ、東京03 ほか
※変更になる場合あり

｜コンサート｜

5/21(火) ①14：00 ②17：30
金沢歌劇座
4,900円(通常7,560円)
4/9(火) 10：00～

総勢80組以上出演予定!！
百万石音楽祭2019
～ミリオンロックフェスティバル～

※障がい者手帳提示者及び付添の方1名は入場無料
※小人は中学生以下／未就学児童無料　※5/5は小人無料

※電話予約不要

8/10(土) 17:30
本多の森ホール
7,200円(通常9,000円)
4/11(木) 17:00～

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

ブラスト!：ミュージック･
オブ･ディズニー

Alice -アリス-
｜コンサート｜｜コンサート｜ ｜コンサート｜

back number

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

9/7(土) 16:30
富山オーバード･ホール
7,700円(通常9,720円)
4/12(金) 10:00～

※未就学児童入場不可

開演日時
会　　場
会員料金

6/1(土)･2(日) 各日10:30
石川県産業展示館 1～ 4号館
1日券(各日) 5,800円(通常7,300円)
2日通し券 11,400円(通常14,000円)
4/15(月) 17:00～

※小学生以上有料/未就学児童は保護者同伴の場合に限り無料
　(未就学児童のみでの入場不可)
※その他注意事項・最新情報はオフィシャルサイトをご確認ください。

予約受付開始

8/11(日･祝) 18:00
サンドーム福井
6,700円(通常7,500円)
4/16(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

｜コンサート｜

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

5/26(日) ①13:00 ②15:30
本多の森ホール
2,100円(通常2,700円)
4/9(火) 10:00～

米村でんじろう
サイエンスショー
おもしろ科学館

｜サイエンスショー｜

※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料、
　但し座席が必要な場合は有料
※小学生以下のお子様同士のご入場はご遠慮くだ
　さい。

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

6/28(金) 18：30
福井フェニックスプラザ
6,900円(通常8,640円)
4/9（火） 17:00～

井上陽水
｜コンサート｜

※未就学児童入場不可

森高千里
｜コンサート｜

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

6/28(金) 19：00
砺波市文化会館
6,900円(通常8,640円)
4/9（火） 17：00～

※４歳以上チケット必要、３歳以下無料
　(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上での鑑賞可。
　お席が必要な場合はチケットをお買い求めください。)

布袋寅泰
｜コンサート｜

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

7/15(月･祝) 17：00
富山オーバード･ホール
6,400円(通常8,000円)
4/10(水) 17:00～

※3歳未満入場不可

新作狂言 鮎 
出演:野村萬斎、野村万作 ほか

｜狂言｜

開演日時
会　　場

会員料金

予約受付開始

6/14(金) 19:00
金沢市文化ホール
SS席 5,600円(通常7,000円)
S席  4,800円(通常6,000円)
A席  3,200円(通常4,000円)
4/10(水) 17:00～

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※2歳以下のお子様のご入場はお断りします。

ルートイン

4



※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。

センターにて購入

石川ミリオンスターズ  ☎076-269-4123試合日程等のお問い合せ

ツエーゲン金沢ＢＣリーグ 石川ミリオンスターズ
会員価格

販売期間

大人 700円（通常前売 1,300円）

４月1日㈪から
レギュラーシーズン終了まで

※BCリーグレギュラーシーズン中の、石川ミリオンスターズの
主催試合（＝石川県内の球場で行われる試合）が観戦できま
す。試合日の指定はありません。なお、主催試合であっても特
別指定試合や交流戦ではご利用いただけませんので、ご注
意ください。また、石川ミリオンスターズがプレーオフシリー
ズに進出した場合、このチケットでは観戦できません。 ※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。

ホームページ 〉〉〉 http://www.m-stars.jp
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

販売期間

メインSA自由席 大　　人  1,200円（通常前売 2,000円）
 小・中・高      900円（　　〃　 1,500円）
バック自由席 大　　人  1,000円（　　〃　 1,800円）
 小・中・高      700円（　　〃　 1,300円） 
ホーム自由席 大　　人      900円（　　〃　 1,500円）
 小・中・高      600円（　　〃　 1,000円）

４月1日㈪からシーズン終了まで

前売券販売地元チームを応援しよう！
〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉

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名につきそれぞれ年度6枚まで購入可

金沢21世紀美術館 特別展

大岩オスカール 光をめざす旅
先着

限定
160枚

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

会　　期 4/27（土）～8/25（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］

センターへ電話

4月5日㈮ １０：００～受付開始
《光をめざす旅》 2018年

観覧券プレゼント

広告

　通常の会社では４月から今の給料が賃上げされて、新しい金
額で給料が支給されます。労働組合は３月～４月にかけて賃上
げをいくらにするかの交渉を行いますが、皆さんはどうです
か？賃上げは当たり前の要求です。賃上げができる職場づくり

を目指しましょう。
　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！申込

方法
▶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。

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 076-245-6588TEL・FAX

iwa-ishikawa@nsknet.or.jpE-mail 

石川県
ウオーキング協会定 例 会

中能登町（旧鹿西町）
を歩く

第167回 健康ウオーク

4 13 土14㎞
10㎞

受付 8:50～ 終了１2:2０

［集合・解散］ JR 能登部駅
［参加費］ 会員・家族 100円
　　　　　　 一般500円

第168回 健康ウオーク

［参加費］ 会員・家族 100円
　　　　　　 一般500円

5 11 土

内川ダムを巡る
第169回 健康ウオーク

※詳細はお問い合せください

※詳細はお問い合せください

日6 23

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。

金沢城
総構堀を巡る

［参加費］ 会員・家族 100円
　　　　　　 一般500円

●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、『2019 となみチューリップフェア』･『爆笑！お笑いエンタメ
ライブin金沢』･『米村でんじろうサイエンスショーおもしろ科学館』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

2019
となみチューリップフェア

4/22(月)～5/5(日･祝)
8：30～17：30（最終入園は17：00）
砺波チューリップ公園
大人 5００円（通常900円） 小人 1００円（通常200円）
4/1(月)～4/19(金)

開催日時

会　　場

会員料金
販売期間

5/6(月・休) ①11：30 ②14：30
本多の森ホール
3,200円(通常4,000円)
4/8(月) 17：00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始

5/11(土) 18：00
富山オーバード･ホール
6,200円(通常7,800円)
4/8(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

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

爆笑！お笑い
エンタメライブin金沢

｜お笑い｜

TULIP
｜コンサート｜

五木ひろし

出演:ＡＮＺＥＮ漫才、ナイツ、東京03 ほか
※変更になる場合あり

｜コンサート｜

5/21(火) ①14：00 ②17：30
金沢歌劇座
4,900円(通常7,560円)
4/9(火) 10：00～

総勢80組以上出演予定!！
百万石音楽祭2019
～ミリオンロックフェスティバル～

※障がい者手帳提示者及び付添の方1名は入場無料
※小人は中学生以下／未就学児童無料　※5/5は小人無料

※電話予約不要

8/10(土) 17:30
本多の森ホール
7,200円(通常9,000円)
4/11(木) 17:00～

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

ブラスト!：ミュージック･
オブ･ディズニー

Alice -アリス-
｜コンサート｜｜コンサート｜ ｜コンサート｜

back number

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

9/7(土) 16:30
富山オーバード･ホール
7,700円(通常9,720円)
4/12(金) 10:00～

※未就学児童入場不可

開演日時
会　　場
会員料金

6/1(土)･2(日) 各日10:30
石川県産業展示館 1～ 4号館
1日券(各日) 5,800円(通常7,300円)
2日通し券 11,400円(通常14,000円)
4/15(月) 17:00～

※小学生以上有料/未就学児童は保護者同伴の場合に限り無料
　(未就学児童のみでの入場不可)
※その他注意事項・最新情報はオフィシャルサイトをご確認ください。

予約受付開始

8/11(日･祝) 18:00
サンドーム福井
6,700円(通常7,500円)
4/16(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

｜コンサート｜

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

5/26(日) ①13:00 ②15:30
本多の森ホール
2,100円(通常2,700円)
4/9(火) 10:00～

米村でんじろう
サイエンスショー
おもしろ科学館

｜サイエンスショー｜

※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料、
　但し座席が必要な場合は有料
※小学生以下のお子様同士のご入場はご遠慮くだ
　さい。

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

6/28(金) 18：30
福井フェニックスプラザ
6,900円(通常8,640円)
4/9（火） 17:00～

井上陽水
｜コンサート｜

※未就学児童入場不可

森高千里
｜コンサート｜

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

6/28(金) 19：00
砺波市文化会館
6,900円(通常8,640円)
4/9（火） 17：00～

※４歳以上チケット必要、３歳以下無料
　(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上での鑑賞可。
　お席が必要な場合はチケットをお買い求めください。)

布袋寅泰
｜コンサート｜

開演日時
会　　場

会員料金
予約受付開始

7/15(月･祝) 17：00
富山オーバード･ホール
6,400円(通常8,000円)
4/10(水) 17:00～

※3歳未満入場不可

新作狂言 鮎 
出演:野村萬斎、野村万作 ほか

｜狂言｜

開演日時
会　　場

会員料金

予約受付開始

6/14(金) 19:00
金沢市文化ホール
SS席 5,600円(通常7,000円)
S席  4,800円(通常6,000円)
A席  3,200円(通常4,000円)
4/10(水) 17:00～

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※2歳以下のお子様のご入場はお断りします。

ルートイン

5
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事業所数
平成31年３月１日現在

会員数
名事業所 平成31年4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」11,217 （前回比－4）909 （前回比＋1）

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 春2019
Vol.83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！


