
事業所数
令和元年６月１日現在

会員数
名事業所 11,274 （前回比+57）907 （前回比－2）
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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63,694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8月現在）

まずは、お電話にてご予約ください。

https://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P13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！

７月12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。

金

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！
©2019「天気の子」製作委員会

８月2 19:00開演日　時

会　場 ユナイテッド・シネマ金沢
募集定員 ペア175組（350名）
応募資格 会員（会員本人以外の応募不可）

日金

抽選で ペア175組 

計350名様 ご招待！

令和元年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

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」

『君の名は。』から３年、新海 誠 監督 最新作

上 映 会

８月13日　～16日 各日 午前９時～午後５時45分
※８月15日㈭は木曜日の延長営業を行いません／土日祝休

火 金サービスセンターの
お盆の営業時間

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。

〈令和元年７月12日（金）応募〆切〉
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センターが発行する利用券で、下記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？

海の家 無料利用券無料券

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

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
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.8（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。
※センターのHPからもお申し込みいただけます。

千里浜海水浴場山田屋 羽咋市千里浜町  ☎0767-22-3938  ※４歳未満利用券不要　P7にも記載があるとおり今年度も開催の
予定をしておりましたが、今夏に限り「権現森
海水浴場 大日荘」が地引き網および海の家
の営業を行わないため、「夏休み親子地引き
網体験」の開催を中止させていただくことと
なりました。
　何卒、ご了承をいただきますようお願いい
たします。

　P7にも記載があるとおり今年度も開催の
予定をしておりましたが、今夏に限り「権現森
海水浴場 大日荘」が地引き網および海の家
の営業を行わないため、「夏休み親子地引き
網体験」の開催を中止させていただくことと
なりました。
　何卒、ご了承をいただきますようお願いい
たします。

「夏休み親子地引き網体験」の
開催中止について

岐
阜

日帰り旅行代金

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 

行
　程

7:45金沢駅＝下呂温泉 ホテルくさかべアルメリア(30種類以上のバイ
キング昼食（80分間）、さらにアルコール・ソフトドリンクも飲み放題！・
温泉入浴 ※小タオル付)＝郡上八幡(自由散策)＝18:30金沢駅 
★飲み放題の内容：生ビール・日本酒・グラスワイン・焼酎(麦・芋)・チューハイ各種・ウイスキー
・ソフトドリンク各種

下呂温泉 ホテルくさかべアルメリア
食べ放題＆飲み放題

大人７，9８０円
小人６，４８０円

大人9，4８０円
小人7，9８０円

□印

無印

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

▶７月１日㈪・6日㈯・12日㈮・13日㈯・20日㈯・28日㈰
▶8月9日㈮・12日（月・休）・17日㈯・21日㈬・25日㈰・30日㈮
▶９月4日㈬・8日㈰・15日㈰・23日（月・祝）・26日㈭・29日㈰

８，９８０円

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№7（会員特選ツアー）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

※幼児料金についてはお問い合せください。

群
馬
・
長
野

日帰り旅行代金

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

出発日

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

行
　程

7:30金沢駅＝志賀高原・蓮池(散策)＝万座プリンスホテル(約30種類
のバイキング昼食・温泉入浴 ※小タオル付)＝信州フルーツランド（7月
8日～21日 ブルーベリー狩り食べ放題と50gお土産　7月27日～8月 もも食べ放題と
2個もぎ取りお土産　9月 巨峰食べ放題と1房狩りお土産）＝19:30金沢駅
※気候や天候、畑の状態などによりフルーツ狩りができない場合は、お土産の対応になる場合もご
ざいます。予めご了承ください。

天空に湧く乳白色の万座温泉と
旬のフルーツ狩り

▶７月８日㈪・１３日㈯・１４日㈰・１９日㈮・２１日㈰・２７日㈯
▶８月１日㈭・3日㈯・5日㈪・8日㈭・10日㈯・１１日（日・祝）・
　13日㈫・19日㈪・24日㈯
▶９月12日㈭・14日㈯・１６日（月・祝）・20日㈮・22日㈰・25日㈬

京
都

日帰り旅行代金

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）
＊ 乗車場所は、金沢駅西口・徳光PA・小松グリーンホテル前・尼御前SAのみとなります。
　 野々市車庫での乗車はできません。

出発日

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

行
　程

7:40金沢駅＝御金神社(金運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)＝世界遺産 下鴨神社(参拝)…河合
神社(美麗祈願)＝八坂神社(京都三大健康祈願)＝20:30金沢駅

～美と健康を京都で愉しむ～
京都 彩食健美

▶7月5日㈮・7日㈰・11日㈭・13日㈯・15日（月・祝）・19日㈮
▶8月4日㈰・9日㈮・20日㈫・25日㈰・28日㈬・31日㈯
▶9月7日㈯・11日㈬・16日（月・祝）・21日㈯・22日㈰・29日㈰

１０，９８０円

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。

出発日

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

行
　程

6:40金沢駅＝鍋平高原…白樺平駅+++[新穂高第2ロープウェイ]
+++西穂高口駅(山頂にて北アルプスの絶景！大パノラマ眺望)+++
[新穂高第2ロープウェイ]+++白樺平駅…鍋平高原＝上高地帝国ホテ
ル(日本初の本格山岳リゾートホテルで味わう、帝国ホテル伝統のフレ
ンチコース) …昼食後は自由散策＝19:40金沢駅

新穂高ロープウェイ＆上高地
帝国ホテル伝統のフレンチ

▶９月23日（月・祝）
▶10月2日㈬・21日㈪・26日㈯

写真提供：高山市

岐
阜
・
長
野

大人

１５，８００円
小人

１４，８００円

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 18
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10日㈬
10：00～

受付開始

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

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

7月26日㈮
必着

受付締切

抽選
多数時

「イベント参加申込書」（様式集P8）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）

場　　所▶ぶどうやさん西村 （加賀市分校町263-5）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 8
10:00～13:00
/
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センターが発行する利用券で、下記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？

海の家 無料利用券無料券

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

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
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.8（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。
※センターのHPからもお申し込みいただけます。

千里浜海水浴場山田屋 羽咋市千里浜町  ☎0767-22-3938  ※４歳未満利用券不要　P7にも記載があるとおり今年度も開催の
予定をしておりましたが、今夏に限り「権現森
海水浴場 大日荘」が地引き網および海の家
の営業を行わないため、「夏休み親子地引き
網体験」の開催を中止させていただくことと
なりました。
　何卒、ご了承をいただきますようお願いい
たします。

　P7にも記載があるとおり今年度も開催の
予定をしておりましたが、今夏に限り「権現森
海水浴場 大日荘」が地引き網および海の家
の営業を行わないため、「夏休み親子地引き
網体験」の開催を中止させていただくことと
なりました。
　何卒、ご了承をいただきますようお願いい
たします。

「夏休み親子地引き網体験」の
開催中止について

岐
阜

日帰り旅行代金

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 

行
　程

7:45金沢駅＝下呂温泉 ホテルくさかべアルメリア(30種類以上のバイ
キング昼食（80分間）、さらにアルコール・ソフトドリンクも飲み放題！・
温泉入浴 ※小タオル付)＝郡上八幡(自由散策)＝18:30金沢駅 
★飲み放題の内容：生ビール・日本酒・グラスワイン・焼酎(麦・芋)・チューハイ各種・ウイスキー
・ソフトドリンク各種

下呂温泉 ホテルくさかべアルメリア
食べ放題＆飲み放題

大人７，9８０円
小人６，４８０円

大人9，4８０円
小人7，9８０円

□印

無印

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

▶７月１日㈪・6日㈯・12日㈮・13日㈯・20日㈯・28日㈰
▶8月9日㈮・12日（月・休）・17日㈯・21日㈬・25日㈰・30日㈮
▶９月4日㈬・8日㈰・15日㈰・23日（月・祝）・26日㈭・29日㈰

８，９８０円

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№7（会員特選ツアー）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

※幼児料金についてはお問い合せください。

群
馬
・
長
野

日帰り旅行代金

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

出発日

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

行
　程

7:30金沢駅＝志賀高原・蓮池(散策)＝万座プリンスホテル(約30種類
のバイキング昼食・温泉入浴 ※小タオル付)＝信州フルーツランド（7月
8日～21日 ブルーベリー狩り食べ放題と50gお土産　7月27日～8月 もも食べ放題と
2個もぎ取りお土産　9月 巨峰食べ放題と1房狩りお土産）＝19:30金沢駅
※気候や天候、畑の状態などによりフルーツ狩りができない場合は、お土産の対応になる場合もご
ざいます。予めご了承ください。

天空に湧く乳白色の万座温泉と
旬のフルーツ狩り

▶７月８日㈪・１３日㈯・１４日㈰・１９日㈮・２１日㈰・２７日㈯
▶８月１日㈭・3日㈯・5日㈪・8日㈭・10日㈯・１１日（日・祝）・
　13日㈫・19日㈪・24日㈯
▶９月12日㈭・14日㈯・１６日（月・祝）・20日㈮・22日㈰・25日㈬

京
都

日帰り旅行代金

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）
＊ 乗車場所は、金沢駅西口・徳光PA・小松グリーンホテル前・尼御前SAのみとなります。
　 野々市車庫での乗車はできません。

出発日

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

行
　程

7:40金沢駅＝御金神社(金運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)＝世界遺産 下鴨神社(参拝)…河合
神社(美麗祈願)＝八坂神社(京都三大健康祈願)＝20:30金沢駅

～美と健康を京都で愉しむ～
京都 彩食健美

▶7月5日㈮・7日㈰・11日㈭・13日㈯・15日（月・祝）・19日㈮
▶8月4日㈰・9日㈮・20日㈫・25日㈰・28日㈬・31日㈯
▶9月7日㈯・11日㈬・16日（月・祝）・21日㈯・22日㈰・29日㈰

１０，９８０円

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。

出発日

3%割引
1,500円助成
500円助成

＋
会員・登録家族

同伴者 

行
　程

6:40金沢駅＝鍋平高原…白樺平駅+++[新穂高第2ロープウェイ]
+++西穂高口駅(山頂にて北アルプスの絶景！大パノラマ眺望)+++
[新穂高第2ロープウェイ]+++白樺平駅…鍋平高原＝上高地帝国ホテ
ル(日本初の本格山岳リゾートホテルで味わう、帝国ホテル伝統のフレ
ンチコース) …昼食後は自由散策＝19:40金沢駅

新穂高ロープウェイ＆上高地
帝国ホテル伝統のフレンチ

▶９月23日（月・祝）
▶10月2日㈬・21日㈪・26日㈯

写真提供：高山市

岐
阜
・
長
野

大人

１５，８００円
小人

１４，８００円

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 18
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10日㈬
10：00～

受付開始

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

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

7月26日㈮
必着

受付締切

抽選
多数時

「イベント参加申込書」（様式集P8）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）

場　　所▶ぶどうやさん西村 （加賀市分校町263-5）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 8
10:00～13:00
/

3



※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。

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）

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）

シーズン終了まで

前売券販売 〈〈〈〈 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

ルートイン

地元チームを応援しよう！

金沢21世紀美術館 特別展　

粟津潔 
デザインに
なにができるか

観覧券プレゼント
先着

限定
各160枚

会　　期

5/18（土）～
9/23（月・祝）
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5日㈮ １０：００～申込受付開始

開館15周年記念
現在地：未来の地図を描く
ために［1］
会　　期

９/14（土）～
12/19（木）
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）

７月12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。

センターへ電話

『FALLOUT』（The Japan Council Against Atomic and Hydrogen Bombs）（表紙） 1957年
エルネスト・ネト《身体・宇宙船・精神》 2004年

  photo: FUKUNAGA Kazuo　© Ernesto NETO

新しい様式集を発行しました
各種お申込やご請求、お届けの際の様式を一冊にした「様式集」を
7年ぶりにリニューアルしました。
お手元の旧様式集と差し替えのうえ、今後ご利用ください。
●各様式とも、複写してご利用ください。
●ガイドブックとは違い不定期発行であり、毎年度の発行ではありません。次のリニューアルがあるま
では引き続きご利用いただく必要がありますので、処分や紛失等されないようご注意ください。
●紛失等による再発行（無料）はサービスセンターの窓口にて行っております。必ず会員証をお持ち
のうえお越しください。
●各様式は全て、センターHPの「諸手続・様式ダウンロード」からも印刷・ダウンロードできます。

〈〈〈〈 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

※ 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。

代引

チケットインフォメーション

｜博覧会｜

9/20（金）～9/23(月・祝)、
9/27(金)～9/29(日)
9:30～16:30（最終入場は16:00）
石川県産業展示館1号館
大　人 400円（通常800円）
子ども 300円（通常600円）
7/1（月）～9/19（木）

開催日時

会　　場

会員料金

販売期間

※入場記念トミカ1台含む
※子どもは小学生以下/2歳以下無料

※電話予約不要

Little Glee Monster
｜コンサート｜

9/7（土） 18:00 
9/8（日） 16:00
本多の森ホール
6,700円（通常 7,506円）
7/8（月） 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、3歳未満の方でも座席が
　 必要な場合は有料となります。

郷ひろみ
｜コンサート｜

10/13（日） 17:30
本多の森ホール
6,400円（通常8,000円）
7/9（火） 10:00～

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歳以上チケット必要

葉加瀬太郎
｜コンサート｜ ｜ミュージカル｜

9/19（木） 18:30
本多の森ホール
6,600円（通常8,250円）
7/9（火） 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

きかんしゃトーマス
～ファミリーミュージカル～
「ソドー島のたからもの」

9/22（日） 14:00
本多の森ホール
2,200円（通常2,800円）
7/10（水） 17:00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※2歳以上有料、2歳未満でも座席が必要な場合は
　有料

トミカ博
 in KANAZAWA

｜コンサート｜

DRUM TAO
｜エンターテイメント｜

10/16（水） 19:00
金沢市文化ホール
S席 5,400円
（通常6,800円）
7/11（木） 17:00～

開演日時
会　　場
会員料金

※6歳未満入場不可

浅利慶太追悼公演
劇団四季『エビータ』

｜ミュージカル｜

9/26（木） 18:30
本多の森ホール
S席 6,900円
（通常8,640円）
7/16（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、2歳以下入場不可

｜コンサート｜

沢田研二

10/4（金） 18:00
本多の森ホール
6,400円（通常8,000円）
7/17（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

沖 仁

渡辺美里
｜コンサート｜

11/7（木） 18:30
金沢市文化ホール
6,600円（通常8,250円）
7/17（水） 17:00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※3歳以下入場不可
※未就学児童は保護者膝上での鑑賞に限り入場無料。
　座席が必要な場合はファミリー席（小人）チケットを
　大人券と合わせてプレイガイドにてお買い求めくださ
　い。当センターでのお取り扱いはございません。

松原健之
｜コンサート｜

11/22（金） 15:00
金沢市文化ホール
4,800円（通常6,000円）
7/18（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

｜コンサート｜

久保田利伸

1/4（土） 18:00
金沢歌劇座
7,100円（通常8,900円）
7/19（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

●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、『トミカ博 in KANAZAWA』･『きかんしゃトーマス～ファミリーミュ
ージカル～「ソドー島のたからもの」』･『しまじろうコンサート「とびだせ！ワクワクぼうけんランド」』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。

© ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

9/19（木） 19:00
金沢市アートホール
4,800円（通常6,000円）
7/11（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

｜コンサート｜

しまじろうコンサート
「とびだせ！
ワクワクぼうけんランド」

9/23（月・祝）
①12:00 ②14:40
本多の森ホール
2,400円（通常3,120円）
7/17（水） 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1名につきお子さま
　1名まで膝上無料、座席が必要な場合は有料

予約受付開始

撮影者：山之上雅信　過去の公演より

特撰!!東西落語競演会
出演：林家木久扇、三遊亭好楽、桂春團治、桂雀々ほか

｜落語｜

9/1（日） 13:00
金沢歌劇座
S席 4,900円
（通常6,480円）
7/17（水） 10:00～

開演日時

※未就学児童入場不可

会　　場
会員料金

予約受付開始

©Benesse Corporation ／しまじろう

｜コンサート｜

ユニコーン

12/7（土） 18:00
本多の森ホール
6,800円（通常8,500円）
7/18（木） 17:00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※小学生以上有料、大人1名につき未就学児童1名
　まで膝上着席可能
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※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。

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）

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）

シーズン終了まで

前売券販売 〈〈〈〈 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

ルートイン

地元チームを応援しよう！

金沢21世紀美術館 特別展　

粟津潔 
デザインに
なにができるか

観覧券プレゼント
先着

限定
各160枚

会　　期

5/18（土）～
9/23（月・祝）
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5日㈮ １０：００～申込受付開始

開館15周年記念
現在地：未来の地図を描く
ために［1］
会　　期

９/14（土）～
12/19（木）
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）

７月12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。

センターへ電話

『FALLOUT』（The Japan Council Against Atomic and Hydrogen Bombs）（表紙） 1957年
エルネスト・ネト《身体・宇宙船・精神》 2004年

  photo: FUKUNAGA Kazuo　© Ernesto NETO

新しい様式集を発行しました
各種お申込やご請求、お届けの際の様式を一冊にした「様式集」を
7年ぶりにリニューアルしました。
お手元の旧様式集と差し替えのうえ、今後ご利用ください。
●各様式とも、複写してご利用ください。
●ガイドブックとは違い不定期発行であり、毎年度の発行ではありません。次のリニューアルがあるま
では引き続きご利用いただく必要がありますので、処分や紛失等されないようご注意ください。
●紛失等による再発行（無料）はサービスセンターの窓口にて行っております。必ず会員証をお持ち
のうえお越しください。
●各様式は全て、センターHPの「諸手続・様式ダウンロード」からも印刷・ダウンロードできます。

〈〈〈〈 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

※ 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。

代引

チケットインフォメーション

｜博覧会｜

9/20（金）～9/23(月・祝)、
9/27(金)～9/29(日)
9:30～16:30（最終入場は16:00）
石川県産業展示館1号館
大　人 400円（通常800円）
子ども 300円（通常600円）
7/1（月）～9/19（木）

開催日時

会　　場

会員料金

販売期間

※入場記念トミカ1台含む
※子どもは小学生以下/2歳以下無料

※電話予約不要

Little Glee Monster
｜コンサート｜

9/7（土） 18:00 
9/8（日） 16:00
本多の森ホール
6,700円（通常 7,506円）
7/8（月） 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、3歳未満の方でも座席が
　 必要な場合は有料となります。

郷ひろみ
｜コンサート｜

10/13（日） 17:30
本多の森ホール
6,400円（通常8,000円）
7/9（火） 10:00～

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歳以上チケット必要

葉加瀬太郎
｜コンサート｜ ｜ミュージカル｜

9/19（木） 18:30
本多の森ホール
6,600円（通常8,250円）
7/9（火） 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

きかんしゃトーマス
～ファミリーミュージカル～
「ソドー島のたからもの」

9/22（日） 14:00
本多の森ホール
2,200円（通常2,800円）
7/10（水） 17:00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※2歳以上有料、2歳未満でも座席が必要な場合は
　有料

トミカ博
 in KANAZAWA

｜コンサート｜

DRUM TAO
｜エンターテイメント｜

10/16（水） 19:00
金沢市文化ホール
S席 5,400円
（通常6,800円）
7/11（木） 17:00～

開演日時
会　　場
会員料金

※6歳未満入場不可

浅利慶太追悼公演
劇団四季『エビータ』

｜ミュージカル｜

9/26（木） 18:30
本多の森ホール
S席 6,900円
（通常8,640円）
7/16（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、2歳以下入場不可

｜コンサート｜

沢田研二

10/4（金） 18:00
本多の森ホール
6,400円（通常8,000円）
7/17（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

沖 仁

渡辺美里
｜コンサート｜

11/7（木） 18:30
金沢市文化ホール
6,600円（通常8,250円）
7/17（水） 17:00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※3歳以下入場不可
※未就学児童は保護者膝上での鑑賞に限り入場無料。
　座席が必要な場合はファミリー席（小人）チケットを
　大人券と合わせてプレイガイドにてお買い求めくださ
　い。当センターでのお取り扱いはございません。

松原健之
｜コンサート｜

11/22（金） 15:00
金沢市文化ホール
4,800円（通常6,000円）
7/18（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

｜コンサート｜

久保田利伸

1/4（土） 18:00
金沢歌劇座
7,100円（通常8,900円）
7/19（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

●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、『トミカ博 in KANAZAWA』･『きかんしゃトーマス～ファミリーミュ
ージカル～「ソドー島のたからもの」』･『しまじろうコンサート「とびだせ！ワクワクぼうけんランド」』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。

© ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

9/19（木） 19:00
金沢市アートホール
4,800円（通常6,000円）
7/11（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

｜コンサート｜

しまじろうコンサート
「とびだせ！
ワクワクぼうけんランド」

9/23（月・祝）
①12:00 ②14:40
本多の森ホール
2,400円（通常3,120円）
7/17（水） 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1名につきお子さま
　1名まで膝上無料、座席が必要な場合は有料

予約受付開始

撮影者：山之上雅信　過去の公演より

特撰!!東西落語競演会
出演：林家木久扇、三遊亭好楽、桂春團治、桂雀々ほか

｜落語｜

9/1（日） 13:00
金沢歌劇座
S席 4,900円
（通常6,480円）
7/17（水） 10:00～

開演日時

※未就学児童入場不可

会　　場
会員料金

予約受付開始

©Benesse Corporation ／しまじろう

｜コンサート｜

ユニコーン

12/7（土） 18:00
本多の森ホール
6,800円（通常8,500円）
7/18（木） 17:00～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※小学生以上有料、大人1名につき未就学児童1名
　まで膝上着席可能
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6

金沢ニューグランドホテル 祝・新元号 令和

18：00～21：00平　日
17：30～20：30土・日・祝日

￥6,000
14 14
（金） （土）

＊サービスセンターのグルメ指定店利用補助券をご利用ください。（詳しくはガイドブックP24参照）
＊登録家族のご利用は定価より1,000円引です。

宴会予約係まで

￥4,000

サマーバイキング大感謝祭

（生ビール・日本酒・ワイン・スパークリングワイン・焼酎・
梅酒・サワー・ハイボール・ソフトドリンク等 飲み放題）

和・洋・中の料理とデザート食べ放題に
ステーキ食べ放題

会員様
補助券利用

￥4,500 ￥2,500会員様
補助券利用

（ソフトドリンク付）

お子様２名様まで（小学生以下）無料！ご家族様へ

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2019春季生活闘争の状況は5
月31日時点では平均賃上げ5,777円（2.11％）、妥結組合のうちベ
ア獲得率が40.9％、ベア回答額の平均は1,508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！

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

スポレク協賛早朝ウオーク
金沢南部丘陵
歴史夢街道を歩く

早朝ウオーク 
金沢市内の巨樹を巡る 福井県を歩く

▶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170回 健康ウオーク 第171回 健康ウオーク 第172回 健康ウオーク

8 24 土 9 21 土

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円［参加費］ 会員・家族100円　一般500円［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 7：3０～ 終了 11:00

11㎞ 7 28 日

［集合・解散］
 金沢市大乗寺丘陵公園 見晴らしハウス

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

平成31年度収支予算の概要・主催事業実施計画
（平成31年4月1日~令和2年3月31日）

主なサービスのご利用状況

その他収益
128（0.1%）

受取補助金
（金沢市等）

14,660（8.0％）

受取寄付金
5,000（2.7％）

給付事業費
37,632（20.3％）
主催事業費
2,184（1.2％）

人件費
23,878（12.9％）

事業費
174,724（94.2％）

管理費
10,674（5.8％）

助成事業費
94,896（51.2％）
広報・その他事業経費
16,134（8.7％）

人件費
7,736（4.2％）
一般管理費
2,938（1.6％）

受取会費等
（会費・入会金）

134,692（73.5％）

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）

28,709（15.7％）

正味財産増減額
▲2,209

※単位は千円

●給付事業
祝金 ………………… 1,876
見舞金 ……………… 234
死亡弔慰金 ………… 415
●各種助成事業
映画鑑賞 …………… 21,816
宿泊 …………… 会員  3,433
 　家族  1,973
グルメ指定店…… 会員  4,493
 　家族  1,486
 事業所用  5,097
いしかわ動物園……… 3,821
のとじま水族館……… 3,015
日帰り温泉…………… 14,512
健民海浜公園プール……… 2,877
文化施設 …………… 1,623
バス回数券・アイカ ……… 5,280
体育施設回数券 …… 1,161
ゴルフ場……………… 2,367
スキー場……………… 779
人間ドック・脳ドック …… 380
定期健康診断 ……… 5,941
インフルエンザ予防接種 …… 4,957
会員特選ツアー……… 367

●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
……………………… 1,613

パーキングチケット…… 306
コンサート等チケット…… 1,611
ディナーチケット・グルメチケット
……………………… 2,849

●主催事業
ピラティス体験教室
…………………… 21
パン作り教室（2回合計）
…………………… 27

知っておきたい終活のコツ&
生前にできる相続対策… 47
「未来のミライ」上映会
…………… 応募数 176

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
…………………… 38

巨峰狩りと古代の火起こし&
ピザ焼き体験………… 45
園芸教室 ………… 35
大根寿し教室（2回合計）
…………………… 40

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）
…………………… 24
ハーブボールCare教室
…………………… 17

苺のロールケーキ作り教室
…………………… 17
新入社員研修 …… 27
コミュニケーション・スキル研修
…………………… 14
電話&クレーム応対研修
…………………… 24

費用
合計

185,398

収益
合計

183,189

収支予算の概要 主催事業実施計画

その他収益
121（0.1％）

受取補助金
（金沢市等）

14,660（8.0％）

受取寄付金
5,000（2.7％）

共済給付事業費
37,008（20.1％）
主催事業費
2,273（1.2％）

人件費
26,443（14.4％）

事業費
173,127（94.0％）

管理費
11,021（6.0％）

助成事業費
91,774（49.8％）
広報・その他事業経費
15,629（8.5％）

人件費
8,141（4.4％）
一般管理費
2,880（1.6％）

受取会費等
（会費・入会金）

136,800（74.6％）

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）

26,721（14.6％）

正味財産増減額
▲846

※単位は千円

●令和元年５月 新入社員研修
 親子テニス教室

●６月 ハーバリウム教室
 終活セミナー

●７月 夏休み親子地引き網体験

●８月 社員研修
 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 メンタルヘルスセミナー
 園芸教室

●12月 大根寿し教室
 親子クリスマス会
 しめ飾り作り教室

●令和２年２月 社員研修
 味噌づくり教室
 ステンドグラス教室

●３月 クッキング教室

費用
合計

184,148

収益
合計

183,302

サービスセンター
の平成30年度事

業報告書・決算報
告書、

及び平成31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。

収支決算の概要
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金沢ニューグランドホテル 祝・新元号 令和

18：00～21：00平　日
17：30～20：30土・日・祝日

￥6,000
14 14
（金） （土）

＊サービスセンターのグルメ指定店利用補助券をご利用ください。（詳しくはガイドブックP24参照）
＊登録家族のご利用は定価より1,000円引です。

宴会予約係まで

￥4,000

サマーバイキング大感謝祭

（生ビール・日本酒・ワイン・スパークリングワイン・焼酎・
梅酒・サワー・ハイボール・ソフトドリンク等 飲み放題）

和・洋・中の料理とデザート食べ放題に
ステーキ食べ放題

会員様
補助券利用

￥4,500 ￥2,500会員様
補助券利用

（ソフトドリンク付）

お子様２名様まで（小学生以下）無料！ご家族様へ

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2019春季生活闘争の状況は5
月31日時点では平均賃上げ5,777円（2.11％）、妥結組合のうちベ
ア獲得率が40.9％、ベア回答額の平均は1,508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！

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

スポレク協賛早朝ウオーク
金沢南部丘陵
歴史夢街道を歩く

早朝ウオーク 
金沢市内の巨樹を巡る 福井県を歩く

▶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170回 健康ウオーク 第171回 健康ウオーク 第172回 健康ウオーク

8 24 土 9 21 土

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円［参加費］ 会員・家族100円　一般500円［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 7：3０～ 終了 11:00

11㎞ 7 28 日

［集合・解散］
 金沢市大乗寺丘陵公園 見晴らしハウス

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

平成31年度収支予算の概要・主催事業実施計画
（平成31年4月1日~令和2年3月31日）

主なサービスのご利用状況

その他収益
128（0.1%）

受取補助金
（金沢市等）

14,660（8.0％）

受取寄付金
5,000（2.7％）

給付事業費
37,632（20.3％）
主催事業費
2,184（1.2％）

人件費
23,878（12.9％）

事業費
174,724（94.2％）

管理費
10,674（5.8％）

助成事業費
94,896（51.2％）
広報・その他事業経費
16,134（8.7％）

人件費
7,736（4.2％）
一般管理費
2,938（1.6％）

受取会費等
（会費・入会金）

134,692（73.5％）

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）

28,709（15.7％）

正味財産増減額
▲2,209

※単位は千円

●給付事業
祝金 ………………… 1,876
見舞金 ……………… 234
死亡弔慰金 ………… 415
●各種助成事業
映画鑑賞 …………… 21,816
宿泊 …………… 会員  3,433
 　家族  1,973
グルメ指定店…… 会員  4,493
 　家族  1,486
 事業所用  5,097
いしかわ動物園……… 3,821
のとじま水族館……… 3,015
日帰り温泉…………… 14,512
健民海浜公園プール……… 2,877
文化施設 …………… 1,623
バス回数券・アイカ ……… 5,280
体育施設回数券 …… 1,161
ゴルフ場……………… 2,367
スキー場……………… 779
人間ドック・脳ドック …… 380
定期健康診断 ……… 5,941
インフルエンザ予防接種 …… 4,957
会員特選ツアー……… 367

●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
……………………… 1,613

パーキングチケット…… 306
コンサート等チケット…… 1,611
ディナーチケット・グルメチケット
……………………… 2,849

●主催事業
ピラティス体験教室
…………………… 21
パン作り教室（2回合計）
…………………… 27

知っておきたい終活のコツ&
生前にできる相続対策… 47
「未来のミライ」上映会
…………… 応募数 176

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
…………………… 38

巨峰狩りと古代の火起こし&
ピザ焼き体験………… 45
園芸教室 ………… 35
大根寿し教室（2回合計）
…………………… 40

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）
…………………… 24
ハーブボールCare教室
…………………… 17

苺のロールケーキ作り教室
…………………… 17
新入社員研修 …… 27
コミュニケーション・スキル研修
…………………… 14
電話&クレーム応対研修
…………………… 24

費用
合計

185,398

収益
合計

183,189

収支予算の概要 主催事業実施計画

その他収益
121（0.1％）

受取補助金
（金沢市等）

14,660（8.0％）

受取寄付金
5,000（2.7％）

共済給付事業費
37,008（20.1％）
主催事業費
2,273（1.2％）

人件費
26,443（14.4％）

事業費
173,127（94.0％）

管理費
11,021（6.0％）

助成事業費
91,774（49.8％）
広報・その他事業経費
15,629（8.5％）

人件費
8,141（4.4％）
一般管理費
2,880（1.6％）

受取会費等
（会費・入会金）

136,800（74.6％）

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）

26,721（14.6％）

正味財産増減額
▲846

※単位は千円

●令和元年５月 新入社員研修
 親子テニス教室

●６月 ハーバリウム教室
 終活セミナー

●７月 夏休み親子地引き網体験

●８月 社員研修
 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 メンタルヘルスセミナー
 園芸教室

●12月 大根寿し教室
 親子クリスマス会
 しめ飾り作り教室

●令和２年２月 社員研修
 味噌づくり教室
 ステンドグラス教室

●３月 クッキング教室

費用
合計

184,148

収益
合計

183,302

サービスセンター
の平成30年度事

業報告書・決算報
告書、

及び平成31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。

収支決算の概要
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事業所数
令和元年６月１日現在

会員数
名事業所 11,274 （前回比+57）907 （前回比－2）

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2019
Vol.84

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63,694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8月現在）

まずは、お電話にてご予約ください。

https://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P13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！

７月12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。

金

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！
©2019「天気の子」製作委員会

８月2 19:00開演日　時

会　場 ユナイテッド・シネマ金沢
募集定員 ペア175組（350名）
応募資格 会員（会員本人以外の応募不可）

日金

抽選で ペア175組 

計350名様 ご招待！

令和元年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

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」

『君の名は。』から３年、新海 誠 監督 最新作

上 映 会

８月13日　～16日 各日 午前９時～午後５時45分
※８月15日㈭は木曜日の延長営業を行いません／土日祝休

火 金サービスセンターの
お盆の営業時間

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。

〈令和元年７月12日（金）応募〆切〉


