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お食事＆Barクーポン 金沢美味
1,000円券／2,000円券

来年3/31（火）まで
ご利用期限

金沢市内54店舗62種類 
※事前に金沢市観光協会HP等にてご確認ください。
　券の金額に応じたメニューが設定されております。
　（一部、利用時要予約）

ご利用店舗・メニュー

●２種合わせて会員１名につき４枚まで購入可　●3,000円券、5,000円券は販売しておりません。　●問合せ （076）232-5555

販売期間

10/1（火）～12/27（金）

●要予約（幼児をお連れの方はお申し出ください。）　●ご予約・連絡先 （076）246-3505

10/1（火）～12/20（金）
11:30～14:00
※祝日を除く月曜定休

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●要予約　●ご予約・連絡先 （076）274-0001

1,800円
（通常 2,300円）

10/1（火）～11/30（土）
11:30～14:30 （L.O14:00）

10/1（火）～11/29（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●２種合わせて会員１名につき４枚まで購入可（購入後の券種変更不可）　●要予約　●ご予約・連絡先 （076）234-1111

●平 日 券：1,900円
●土日祝券：2,200円
（通常 平日2,546円/土日祝2,954円）

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 秋2019
Vol.85

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（ただし全チケット通算で８枚まで）購入可
※購入後の払い戻しや券種の変更は一切受け付けできません。

※ 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 〉〉〉〉

＜金沢駅前＞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」
ランチバイキング　（中学生以上）　平日券／土日祝券

期間限定

グルメチケットグルメチケット

会員価格
●1,000円券：600円
●2,000円券：1,600円

お得な前売券

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先 （076）224-9802

＜野々市＞ スペイン料理　ラ・モーラ
ゆとりんぐランチ

10/1（火）～12/20（金）
11:30～14:00（L.O）

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

1,100円
（通常 1,518円）

＜武蔵＞AＮＡホリデイ・イン金沢スカイ
オールデイダイニング「ＫＥＮＲＯＫＵ」
ランチブッフェ　（中学生以上）

10/1（火）～12/31（火）
11:30～14:30（ラストイン13：00）

10/1（火）～12/27（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先 （076）233-2233

1,500円
（通常 1,900円）

写真はイメージです。

10/1（火）～12/20（金）
11：30～15：00 
※土日祝は11:00～
※デザートブッフェ開催日は14:30まで

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

＜金沢駅前＞ANAクラウンプラザホテル金沢
カスケイド ダイニング
ランチブッフェ　（13歳以上）

2,000円
（通常 平日2,500円/土日祝2,800円）

＜松任駅前＞ グランドホテル白山
日本料理「千代」
ランチ「藤壷」

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！

事業所数
令和元年９月１日現在

会員数
名事業所 11,382 （前回比＋108）907 （前回比±0）

令和元年10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」



イベント情報

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

10月11日㈮
10:00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

大根寿し教室
加賀郷土料理

下漬けした大根・甘酒・ニシン等を使って大根寿しの本漬
けを行い、お持ち帰りいただきます。

場　　所▶金沢湯涌みどりの里
参加資格▶会員・登録家族
参 加 費▶500円
募集定員▶各回とも20名（先着順）

DATA

①10:30～12:00
②14:00～15:30

〈２回開催〉

土12 7/

試食あり！

10月15日（火）～12月31日（火）接種期間 700円助成金額

接
種
地
域

金沢市・野々市市・白山市・内灘町・津幡町
〈医療機関の指定　あり〉

上記Ⓐ以外の市町（県外含む）
〈医療機関の指定　なし〉

A

B

接種前 に　　　　　　  をセンターに申込利用補助券

接種後 に　　　　　　  を添付し請求領 収 書

親子クリスマス会
ケーキ＆
ジェルキャンドル作り
DATA

場　　所▶金沢湯涌みどりの里
参加資格▶どなたでも
 ※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▶会員・登録家族 1,000円  ※３歳未満無料 一般（上記以外の方） 1,500円  ※３歳未満無料募集定員▶40名（先着順）

13:30～16:30
日12 ８/

●楽しくデコレーション！ケーキ作り
●プニプニした触感！ジェルキャンドル作り

会員以外の方も参加OK！

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

下記の事項をお申し出ください。
【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

先着順10月16日㈬
10：00～

受付開始

しめ飾り作り教室
自然の恵みたっぷりの素材でオリジナルを作ろう！

ハーブを使った“和モダン”なしめ飾りを作ります。

香り豊かなお飾りで新年を迎えましょう！

場　　所▶金沢勤労者プラザ 204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▶24名（先着順）
講　　師▶株式会社ポタジェ 九里 愛 氏

DATA

10:00～12:00
日12 15/

〈〈〈〈 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

10月18日㈮
10：00～

受付開始

万全の
予防・対策を

！

インフルエンザ予防接種助成のご案内令和元年度

詳しくは、必ず事前に 各事業所配布のご案内 または センターHP をご確認ください。

冬に向けて育て方を学ぼう！

草花をすぐに枯らさないための工夫等、初心者向け
の指導を行います。

寄せ植えも体験でき、完成品はお持ち帰りいただき
ます。

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
参 加 費▶1,500円
募集定員▶40名（先着順）
講　　師▶洋らん・鉢花専門店　きむら洋蘭

 木村 正樹 氏

DATA

13:30～15:30
日11 17/

園芸教室

１回利用限度会員（登録家族は利用できません。）利用資格

予防接種を受ける地域により、以下のとおり異なります。利用方法

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

10月８日㈫
10:00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

新入社員を迎えるための
メンタルヘルス対策

DATA

●メンタル不調を未然に防ぐ職場環境の整
備

●メンタル不調者の早期発見法・早期離職
の防止策

●パワハラを起こす原因となるコミュニケ
ーション不足の解消 etc.

会員以外の方も参加OK！

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

下記の事項をお申し出ください。

【会員・登録家族】①氏名 ②事業所名 ③
会員番号 ④参加人数

【一般（上記以外の方）】
①氏名 ②事業所名 ③住所 ④電話番号 

⑤参加人数

参加者の氏名・事業所名は、石川産業保健
総合支援センターと情報共有

します。あらかじめご了承ください。

先着順10月９日㈬
10：00～

受付開始

金沢勤労者福祉サービスセンター・石川産
業保健総合支援センター 共催事業

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▶石川産業保健総合支援センター

 カウンセリング担当相談員

 特定社会保険労務士　小林 培美 氏
14:00～16:00

火11 19/

人事担当や管理職の方に
オススメの内容です！

マス ミ
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イベント情報
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行
　程

行
　程

長
野

日帰り旅行代金

一般旅行代金 割引・助成金

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

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 ▶10月11日㈮・13日㈰・14日（月・祝）
 16日㈬・20日㈰・22日（火・祝）・24日㈭・26日㈯・30日㈬
▶11月2日㈯・3日（日・祝）・6日㈬・8日㈮・10日㈰・11日㈪
 16日㈯・17日㈰・19日㈫・23日（土・祝）

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 ▶10月2日㈬・4日㈮・6日㈰・7日㈪・12日㈯・14日（月・祝）
 19日㈯・22日（火・祝）・24日㈭・27日㈰・28日㈪・30日㈬
▶11月2日㈯・3日（日・祝）・7日㈭・9日㈯・13日㈬・17日㈰
 21日㈭・23日（土・祝）・24日㈰・29日㈮・30日㈯

7:15金沢駅＝甲賀・魚松（松茸･近江牛のすき焼きと松茸ご飯60分食べ
放題の昼食）＝夢京橋キャッスルロード（彦根城や城下町を模した街を自
由散策）＝金沢駅19:15

＊ 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

日帰り旅行代金

７:10金沢駅＝大原「芹生」（料理旅館で食す京の旬菜三段重の昼食）…大原
三千院（重要文化財の往生極楽院、本堂の寝殿。有清園の杉苔の緑と紅葉の
コントラストは見事）＝土井の志ば漬け本舗（ちょっぴりプレゼント）＝高台寺
（ねねの廟所。紅葉美しい小堀遠州の庭園、臥龍廊、波心庭）＝金沢駅21:00

出発日 ▶11月16日㈯・17日㈰・20日㈬
 23日（土・祝）・24日㈰・25日㈪

＊ 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。

京
都

あすなろ35周年記念 日帰り企画
南信州秋色めぐり
35個のおたのしみ♪

京の紅もみじ 錦秋に染まる大原三千院
華麗なる庭の美 高台寺
～料理旅館で食す京の旬菜三段重～

日帰り旅行代金

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

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 

大人

10,800円
小人

10,300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 

大人

9,900円
小人

9,400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 

7:00金沢駅＝みはらしファーム（ちょっと訳ありりんご詰め放題）＝ビアン
デさくら亭（13種類食べ放題の昼食）＝光前寺（パワースポット三本杉な
ど参拝）＝駒ヶ根高原（紅葉散策と飲むヨーグルト試飲）＝金沢駅20:30
★13種の食べ放題…①牛しゃぶしゃぶ ②豚しゃぶしゃぶ ③鶏しゃぶしゃぶ ④馬しゃぶしゃぶ ⑤ウインナー 
⑥しめじ ⑦舞茸 ⑧えのき ⑨白菜 ⑩水菜 ⑪信州そば ⑫きのこ汁 ⑬寒天ゼリー

★約6kg！？ どっさりお土産付…⑭人参 ⑮ジャガイモ ⑯玉ねぎ ⑰訳ありりんご約4kg詰め放題 ⑱信州味噌
500g ⑲コシヒカリすくい400g ⑳えのき1株狩り ㉑しめじ1株狩り ㉒ミニりんごパイ ㉓焼きドーナツ ㉔
黒糖グラッセ ㉕ミニどら焼き

 ★試食･試飲…㉖護摩団子 ㉗赤飯饅頭 ㉘飲むヨーグルト
 ★光前寺…㉙南信州最大の古刹 ㉚珍しい光苔 ㉛パワースポット三本杉 32延命水
 ★さらに！…33駒ヶ根高原 34北鉄航空オリジナルグッズ 35あすなろ倶楽部ポイント2倍

行
　程

＊ 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。

10,980円

行
　程

＊ 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。

7:00金沢駅＝トロッコ亀岡駅□■□■□〔嵯峨野トロッコ列車・20分〕□■□■□
トロッコ嵐山駅…竹林小径…嵐山（京のごちそう＆スイーツビュッフェの
昼食後、錦秋の嵐山散策）＝華厳寺〔鈴虫寺〕（京都で屈指の人気を誇る説
法と一願成就で有名な寺院）＝井筒八ッ橋本舗＝金沢駅20:50
※一部日程につきましてはトロッコ乗車と食事の順番が入れ替わる場合がございます。

出発日 ▶11月9日㈯・10日㈰・16日㈯・18日㈪・19日㈫
 20日㈬・21日㈭・24日㈰・27日㈬・28日㈭
▶12月1日㈰

滋
賀

12,480円

秋色に染まる嵯峨野トロッコ列車
心和む音色が響く鈴虫寺
～京のごちそう＆スイーツのビュッフェ～

北鉄航空
旅行企画・実施

秋はこれで決まり
松茸・近江牛 あばれ食い

イメージ

イメージ Soni0219 Adobe Stock.com

イメージ

PIXTA写真画像イメージ

●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。●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

※ 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

声優朗読劇フォアレーゼン
～ヴェルサイユ騒動記～

｜朗読劇｜

ヴェルディ歌劇「ラ・トラヴィアータ」（椿姫）
ヴィオレッタ役：エヴァ・メイ
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢 

｜オペラ｜

石川テレビ開局50周年記念
オーケストラ・アンサンブル金沢
ドラゴンクエストコンサート

｜コンサート｜

立川志らく 独演会
｜落語｜

撮影：山田雅子

© 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©来海ユウ・ティーエーエヌジー

1/19（日） 14:00
石川県立音楽堂コンサートホール
Ｓ席  4,000円（通常5,000円）
A席  3,200円（通常4,000円）
10/8（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

12/21（土） 17:30
こまつ芸術劇場うらら
3,000円（通常3,800円)
10/7（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
※高校生以下、当日学生証など身分証を提示で500円キャッシュバック

HY
｜コンサート｜

12/21（土） 18:00
本多の森ホール
5,200円（通常6,600円)
10/7（月） 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歳以下のお子様はチケット不要（膝上での鑑賞可）、
　ただし座席が必要な場合は2歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要

竹原ピストル
｜コンサート｜

1/12（日） 18:00
石川県文教会館
3,500円（通常4,400円)
10/8（火） １７：００～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※小学生以上の方はチケットが必要となります。
　未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑
　にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

1/19（日） 15:00
こまつ芸術劇場うらら
一般　　4,400円（通常5,500円）
高校生以下  3,200円（通常4,000円）
10/9（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

｜コンサート｜

2/2（日） 14:00
富山オーバード・ホール
Ｓ席 6,000円（通常7,500円）
10/9（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

©Takashi Iijima

佐渡裕指揮
兵庫芸術文化センター管弦楽団
創設15周年記念 特別演奏会

｜コンサート｜

1/26（日） 16:30
金沢歌劇座
7,700円（通常9,720円）
10/10（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

Alice –アリス‒

2/16（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）
10/15（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

東芝グランドコンサート2020
サントゥ＝マティアス・ロウヴァリ指揮  エーテボリ交響楽団
ヴァイオリン：三浦文彰

｜コンサート｜

3/2（月） 19:00
石川県立音楽堂コンサートホール
Ｓ席 8,900円（通常11,000円）
A席 6,400円（通常8,000円）
B席 4,800円（通常6,000円）
10/15（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

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）  他 

｜コンサート｜

会　　場
会員料金

予約受付開始
※未就学児童入場不可

©フジテレビ©ola Kjelbye

3/8（日） 15:00
石川県立音楽堂コンサートホール
Ｓ席  4,600円（通常5,800円）
A席  3,800円（通常4,800円）
10/16（水）17:00～

開演日時

＋

4
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日帰り旅行代金

一般旅行代金 割引・助成金

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

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 ▶10月11日㈮・13日㈰・14日（月・祝）
 16日㈬・20日㈰・22日（火・祝）・24日㈭・26日㈯・30日㈬
▶11月2日㈯・3日（日・祝）・6日㈬・8日㈮・10日㈰・11日㈪
 16日㈯・17日㈰・19日㈫・23日（土・祝）

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 ▶10月2日㈬・4日㈮・6日㈰・7日㈪・12日㈯・14日（月・祝）
 19日㈯・22日（火・祝）・24日㈭・27日㈰・28日㈪・30日㈬
▶11月2日㈯・3日（日・祝）・7日㈭・9日㈯・13日㈬・17日㈰
 21日㈭・23日（土・祝）・24日㈰・29日㈮・30日㈯

7:15金沢駅＝甲賀・魚松（松茸･近江牛のすき焼きと松茸ご飯60分食べ
放題の昼食）＝夢京橋キャッスルロード（彦根城や城下町を模した街を自
由散策）＝金沢駅19:15

＊ 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

日帰り旅行代金

７:10金沢駅＝大原「芹生」（料理旅館で食す京の旬菜三段重の昼食）…大原
三千院（重要文化財の往生極楽院、本堂の寝殿。有清園の杉苔の緑と紅葉の
コントラストは見事）＝土井の志ば漬け本舗（ちょっぴりプレゼント）＝高台寺
（ねねの廟所。紅葉美しい小堀遠州の庭園、臥龍廊、波心庭）＝金沢駅21:00

出発日 ▶11月16日㈯・17日㈰・20日㈬
 23日（土・祝）・24日㈰・25日㈪

＊ 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。

京
都

あすなろ35周年記念 日帰り企画
南信州秋色めぐり
35個のおたのしみ♪

京の紅もみじ 錦秋に染まる大原三千院
華麗なる庭の美 高台寺
～料理旅館で食す京の旬菜三段重～

日帰り旅行代金

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

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 

大人

10,800円
小人

10,300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 

大人

9,900円
小人

9,400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 

7:00金沢駅＝みはらしファーム（ちょっと訳ありりんご詰め放題）＝ビアン
デさくら亭（13種類食べ放題の昼食）＝光前寺（パワースポット三本杉な
ど参拝）＝駒ヶ根高原（紅葉散策と飲むヨーグルト試飲）＝金沢駅20:30
★13種の食べ放題…①牛しゃぶしゃぶ ②豚しゃぶしゃぶ ③鶏しゃぶしゃぶ ④馬しゃぶしゃぶ ⑤ウインナー 
⑥しめじ ⑦舞茸 ⑧えのき ⑨白菜 ⑩水菜 ⑪信州そば ⑫きのこ汁 ⑬寒天ゼリー

★約6kg！？ どっさりお土産付…⑭人参 ⑮ジャガイモ ⑯玉ねぎ ⑰訳ありりんご約4kg詰め放題 ⑱信州味噌
500g ⑲コシヒカリすくい400g ⑳えのき1株狩り ㉑しめじ1株狩り ㉒ミニりんごパイ ㉓焼きドーナツ ㉔
黒糖グラッセ ㉕ミニどら焼き

 ★試食･試飲…㉖護摩団子 ㉗赤飯饅頭 ㉘飲むヨーグルト
 ★光前寺…㉙南信州最大の古刹 ㉚珍しい光苔 ㉛パワースポット三本杉 32延命水
 ★さらに！…33駒ヶ根高原 34北鉄航空オリジナルグッズ 35あすなろ倶楽部ポイント2倍

行
　程

＊ 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。

10,980円

行
　程

＊ 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。

7:00金沢駅＝トロッコ亀岡駅□■□■□〔嵯峨野トロッコ列車・20分〕□■□■□
トロッコ嵐山駅…竹林小径…嵐山（京のごちそう＆スイーツビュッフェの
昼食後、錦秋の嵐山散策）＝華厳寺〔鈴虫寺〕（京都で屈指の人気を誇る説
法と一願成就で有名な寺院）＝井筒八ッ橋本舗＝金沢駅20:50
※一部日程につきましてはトロッコ乗車と食事の順番が入れ替わる場合がございます。

出発日 ▶11月9日㈯・10日㈰・16日㈯・18日㈪・19日㈫
 20日㈬・21日㈭・24日㈰・27日㈬・28日㈭
▶12月1日㈰

滋
賀

12,480円

秋色に染まる嵯峨野トロッコ列車
心和む音色が響く鈴虫寺
～京のごちそう＆スイーツのビュッフェ～

北鉄航空
旅行企画・実施

秋はこれで決まり
松茸・近江牛 あばれ食い

イメージ

イメージ Soni0219 Adobe Stock.com

イメージ

PIXTA写真画像イメージ

●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。●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

※ 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

声優朗読劇フォアレーゼン
～ヴェルサイユ騒動記～

｜朗読劇｜

ヴェルディ歌劇「ラ・トラヴィアータ」（椿姫）
ヴィオレッタ役：エヴァ・メイ
管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢 

｜オペラ｜

石川テレビ開局50周年記念
オーケストラ・アンサンブル金沢
ドラゴンクエストコンサート

｜コンサート｜

立川志らく 独演会
｜落語｜

撮影：山田雅子

© 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. ©来海ユウ・ティーエーエヌジー

1/19（日） 14:00
石川県立音楽堂コンサートホール
Ｓ席  4,000円（通常5,000円）
A席  3,200円（通常4,000円）
10/8（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

12/21（土） 17:30
こまつ芸術劇場うらら
3,000円（通常3,800円)
10/7（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
※高校生以下、当日学生証など身分証を提示で500円キャッシュバック

HY
｜コンサート｜

12/21（土） 18:00
本多の森ホール
5,200円（通常6,600円)
10/7（月） 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歳以下のお子様はチケット不要（膝上での鑑賞可）、
　ただし座席が必要な場合は2歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要

竹原ピストル
｜コンサート｜

1/12（日） 18:00
石川県文教会館
3,500円（通常4,400円)
10/8（火） １７：００～

開演日時
会　　場
会員料金
予約受付開始
※小学生以上の方はチケットが必要となります。
　未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑
　にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

1/19（日） 15:00
こまつ芸術劇場うらら
一般　　4,400円（通常5,500円）
高校生以下  3,200円（通常4,000円）
10/9（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

｜コンサート｜

2/2（日） 14:00
富山オーバード・ホール
Ｓ席 6,000円（通常7,500円）
10/9（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

©Takashi Iijima

佐渡裕指揮
兵庫芸術文化センター管弦楽団
創設15周年記念 特別演奏会

｜コンサート｜

1/26（日） 16:30
金沢歌劇座
7,700円（通常9,720円）
10/10（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

Alice –アリス‒

2/16（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）
10/15（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

東芝グランドコンサート2020
サントゥ＝マティアス・ロウヴァリ指揮  エーテボリ交響楽団
ヴァイオリン：三浦文彰

｜コンサート｜

3/2（月） 19:00
石川県立音楽堂コンサートホール
Ｓ席 8,900円（通常11,000円）
A席 6,400円（通常8,000円）
B席 4,800円（通常6,000円）
10/15（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

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）  他 

｜コンサート｜

会　　場
会員料金

予約受付開始
※未就学児童入場不可

©フジテレビ©ola Kjelbye

3/8（日） 15:00
石川県立音楽堂コンサートホール
Ｓ席  4,600円（通常5,800円）
A席  3,800円（通常4,800円）
10/16（水）17:00～

開演日時

＋



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

内灘砂丘を
宇ノ気まで

金沢トレイルを歩く 白山詣双六
ウオークその２

▶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173回 健康ウオーク 第174回 健康ウオーク 第175回 健康ウオーク

10 13 日
15㎞

約10㎞

７㎞
受付 8:00～ 終了 13:00頃 受付・終了 時間はお問い合せください

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

11 17 日

受付

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

12 1 日

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

人生100年時代！ 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 10月5 日㈯ 10:00～12:00（受付 ９:45～）
どちらかご都合の良い日をお選びください。
10月12日㈯ 13:30～15:30（受付 13:15～）

募集定員 各８名（先着順）

FPサポート研究所

TEL 又は FAX・Eメールで
※セミナー参加希望日、氏名、住所、電話番号をお知らせください。
TEL：076-232-2038　FAX：076-232-8491
Eメール：fpsl@fpsl.co.jp

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

講　師

申込方法

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。

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　https://www.fpsl.co.jp
TEL：076-232-2038　　

※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。

金沢駅兼六園口（東口）より徒歩３分
リファーレ前バス停より徒歩１分（　　　　　　  　）

所長 髙橋 昌子 氏

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 550円（税込）

ツエーゲン金沢

※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。

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 シーズン終了まで

※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
前売券

地元チームを応援しよう！
〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉

窓口

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名につき年度6枚まで購入可

代引

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）

［集合］北鉄浅野川線内灘駅
［解散］ ＪＲ宇野気駅

［集合］金沢城公園石川門前
［解散］ 金沢大学角間キャンパス

［集合］額谷ふれあい公園
［解散］ 白山比咩神社

約10㎞

消費税増税に伴う影響について
10月より消費税率が10％へ引き上げとなりますが、当センターにおける影響及び対応に
ついてご案内いたします。

●各種利用料金について
　「く～ぽんBOOK」内に記載されている会員料金については、全掲載施設へ料金変更有無の確認や調整作業
を進めており、この会報の編集時においては会員料金の変更が決定した施設はありません。ですが、会報発行
時には変更されている、または発行後においても随時変更される可能性があります。
　その場合や、ほか各種変更があった際には、速やかに当センターのＨＰ等においてご案内をいたしますの
で、あらかじめご確認のうえご利用いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

●サービスセンターの入会金・会費
　不課税のため、改定はありません。

6
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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

内灘砂丘を
宇ノ気まで

金沢トレイルを歩く 白山詣双六
ウオークその２

▶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173回 健康ウオーク 第174回 健康ウオーク 第175回 健康ウオーク

10 13 日
15㎞

約10㎞

７㎞
受付 8:00～ 終了 13:00頃 受付・終了 時間はお問い合せください

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

11 17 日

受付

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

12 1 日

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

人生100年時代！ 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 10月5 日㈯ 10:00～12:00（受付 ９:45～）
どちらかご都合の良い日をお選びください。
10月12日㈯ 13:30～15:30（受付 13:15～）

募集定員 各８名（先着順）

FPサポート研究所

TEL 又は FAX・Eメールで
※セミナー参加希望日、氏名、住所、電話番号をお知らせください。
TEL：076-232-2038　FAX：076-232-8491
Eメール：fpsl@fpsl.co.jp

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

講　師

申込方法

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。

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　https://www.fpsl.co.jp
TEL：076-232-2038　　

※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。

金沢駅兼六園口（東口）より徒歩３分
リファーレ前バス停より徒歩１分（　　　　　　  　）

所長 髙橋 昌子 氏

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 550円（税込）

ツエーゲン金沢

※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。

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 シーズン終了まで

※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
前売券

地元チームを応援しよう！
〈〈〈〈 購入方法 〉〉〉〉

窓口

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名につき年度6枚まで購入可

代引

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）

［集合］北鉄浅野川線内灘駅
［解散］ ＪＲ宇野気駅

［集合］金沢城公園石川門前
［解散］ 金沢大学角間キャンパス

［集合］額谷ふれあい公園
［解散］ 白山比咩神社

約10㎞

消費税増税に伴う影響について
10月より消費税率が10％へ引き上げとなりますが、当センターにおける影響及び対応に
ついてご案内いたします。

●各種利用料金について
　「く～ぽんBOOK」内に記載されている会員料金については、全掲載施設へ料金変更有無の確認や調整作業
を進めており、この会報の編集時においては会員料金の変更が決定した施設はありません。ですが、会報発行
時には変更されている、または発行後においても随時変更される可能性があります。
　その場合や、ほか各種変更があった際には、速やかに当センターのＨＰ等においてご案内をいたしますの
で、あらかじめご確認のうえご利用いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

●サービスセンターの入会金・会費
　不課税のため、改定はありません。
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お食事＆Barクーポン 金沢美味
1,000円券／2,000円券

来年3/31（火）まで
ご利用期限

金沢市内54店舗62種類 
※事前に金沢市観光協会HP等にてご確認ください。
　券の金額に応じたメニューが設定されております。
　（一部、利用時要予約）

ご利用店舗・メニュー

●２種合わせて会員１名につき４枚まで購入可　●3,000円券、5,000円券は販売しておりません。　●問合せ （076）232-5555

販売期間

10/1（火）～12/27（金）

●要予約（幼児をお連れの方はお申し出ください。）　●ご予約・連絡先 （076）246-3505

10/1（火）～12/20（金）
11:30～14:00
※祝日を除く月曜定休

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●要予約　●ご予約・連絡先 （076）274-0001

1,800円
（通常 2,300円）

10/1（火）～11/30（土）
11:30～14:30 （L.O14:00）

10/1（火）～11/29（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●２種合わせて会員１名につき４枚まで購入可（購入後の券種変更不可）　●要予約　●ご予約・連絡先 （076）234-1111

●平 日 券：1,900円
●土日祝券：2,200円
（通常 平日2,546円/土日祝2,954円）

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 秋2019
Vol.85

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（ただし全チケット通算で８枚まで）購入可
※購入後の払い戻しや券種の変更は一切受け付けできません。

※ 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 〉〉〉〉

＜金沢駅前＞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」
ランチバイキング　（中学生以上）　平日券／土日祝券

期間限定

グルメチケットグルメチケット

会員価格
●1,000円券：600円
●2,000円券：1,600円

お得な前売券

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先 （076）224-9802

＜野々市＞ スペイン料理　ラ・モーラ
ゆとりんぐランチ

10/1（火）～12/20（金）
11:30～14:00（L.O）

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

1,100円
（通常 1,518円）

＜武蔵＞AＮＡホリデイ・イン金沢スカイ
オールデイダイニング「ＫＥＮＲＯＫＵ」
ランチブッフェ　（中学生以上）

10/1（火）～12/31（火）
11:30～14:30（ラストイン13：00）

10/1（火）～12/27（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先 （076）233-2233

1,500円
（通常 1,900円）

写真はイメージです。

10/1（火）～12/20（金）
11：30～15：00 
※土日祝は11:00～
※デザートブッフェ開催日は14:30まで

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

＜金沢駅前＞ANAクラウンプラザホテル金沢
カスケイド ダイニング
ランチブッフェ　（13歳以上）

2,000円
（通常 平日2,500円/土日祝2,800円）

＜松任駅前＞ グランドホテル白山
日本料理「千代」
ランチ「藤壷」

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！

事業所数
令和元年９月１日現在

会員数
名事業所 11,382 （前回比＋108）907 （前回比±0）

令和元年10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」

お食事＆Barクーポン 金沢美味
1,000円券／2,000円券

来年3/31（火）まで
ご利用期限

金沢市内54店舗62種類 
※事前に金沢市観光協会HP等にてご確認ください。
　券の金額に応じたメニューが設定されております。
　（一部、利用時要予約）

ご利用店舗・メニュー

●２種合わせて会員１名につき４枚まで購入可　●3,000円券、5,000円券は販売しておりません。　●問合せ （076）232-5555

販売期間

10/1（火）～12/27（金）

●要予約（幼児をお連れの方はお申し出ください。）　●ご予約・連絡先 （076）246-3505

10/1（火）～12/20（金）
11:30～14:00
※祝日を除く月曜定休

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●要予約　●ご予約・連絡先 （076）274-0001

1,800円
（通常 2,300円）

10/1（火）～11/30（土）
11:30～14:30 （L.O14:00）

10/1（火）～11/29（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●２種合わせて会員１名につき４枚まで購入可（購入後の券種変更不可）　●要予約　●ご予約・連絡先 （076）234-1111

●平 日 券：1,900円
●土日祝券：2,200円
（通常 平日2,546円/土日祝2,954円）

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 秋2019
Vol.85

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（ただし全チケット通算で８枚まで）購入可
※購入後の払い戻しや券種の変更は一切受け付けできません。

※ 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 〉〉〉〉

＜金沢駅前＞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」
ランチバイキング　（中学生以上）　平日券／土日祝券

期間限定

グルメチケットグルメチケット

会員価格
●1,000円券：600円
●2,000円券：1,600円

お得な前売券

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先 （076）224-9802

＜野々市＞ スペイン料理　ラ・モーラ
ゆとりんぐランチ

10/1（火）～12/20（金）
11:30～14:00（L.O）

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

1,100円
（通常 1,518円）

＜武蔵＞AＮＡホリデイ・イン金沢スカイ
オールデイダイニング「ＫＥＮＲＯＫＵ」
ランチブッフェ　（中学生以上）

10/1（火）～12/31（火）
11:30～14:30（ラストイン13：00）

10/1（火）～12/27（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

●混み合いますので、事前の予約をおすすめします。　●ご予約・連絡先 （076）233-2233

1,500円
（通常 1,900円）

写真はイメージです。

10/1（火）～12/20（金）
11：30～15：00 
※土日祝は11:00～
※デザートブッフェ開催日は14:30まで

10/1（火）～12/20（金）

ご利用期間

会員価格

販売期間

＜金沢駅前＞ANAクラウンプラザホテル金沢
カスケイド ダイニング
ランチブッフェ　（13歳以上）

2,000円
（通常 平日2,500円/土日祝2,800円）

＜松任駅前＞ グランドホテル白山
日本料理「千代」
ランチ「藤壷」

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！

事業所数
令和元年９月１日現在

会員数
名事業所 11,382 （前回比＋108）907 （前回比±0）

令和元年10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」


