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「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

令和３年度版

発行しました！

ガイドブックガイドブック＆
く～ぽんＢＯＯＫく～ぽんＢＯＯＫを

来年３月まで
１年間、
ぜひ有効に

ご活用ください。

お知り合いの事業所をご紹介ください。

新規会員募集中！！
　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。

※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400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12,000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！
手数料
400円で

代引 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

「コロナシネマ厚生優待券」配布中！
「金沢コロナシネマワールド」では「映画鑑賞利用補助券」が使用できませんが、当センター窓口にて配布しております「コ
ロナシネマ厚生優待券」が使用できます。

今年度から「イオンシネマ御経塚」では補助券が使用できません
5月末日をもって「イオンシネマ御経塚」が閉館する影響で、4月から「映画鑑賞利用補助券」が使用できなくなりました。ど
うぞ、ご了承ください。なお、「イオンシネマ金沢」においては引き続き使用できますので、ぜひご利用ください。

当センター窓口
（必ず会員証をご提示ください）
  ※郵送は行っておりません。

お一人1日1枚

※数に限りがございますので、在庫状況につきましては
　お問い合せください。

優待券

利用資格 会員・登録家族

対象施設 全国のコロナシネマワールド

鑑賞料金
一　　　  般：1,300円（通常1,800円）
3歳～高校生：　 800円（通常1,000円）
※１枚でグループ全員に適用／有効期間内何度でも使用可

有効期間 配布から4月末まで　または　10月末まで

提携店舗が増えました 新たに以下の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・店舗もありますので、事前にガイドブッ

クにてご確認のうえご利用ください。グルメ指定店 寿司　まっとう福喜寿司 金沢店 金沢市
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※Ｐ４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  ☎076-282-9723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 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の観戦日指定・ブロック指定チケットです。

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 〉〉〉 https://www.zweigen-kanazawa.jp

販売期間

バック自由席 大　　人  1,200円（通常前売 2,000円）
 小・中・高      900円（　　〃　 1,500円） 
ホーム自由席 大　　人      900円（　　〃　 1,600円）
 小・中・高      600円（　　〃　 1,100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

ルートイン

会　　期 4/29（木・祝）～9/26（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］

観覧券プレゼント 金沢21世紀美術館 特別展

日常のあわい

4月６日㈫ １０：００～受付開始

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。

岩崎貴宏《アウト・オブ・ディスオーダー(コニーアイランド）》2012年
©Takahiro Iwasaki, Courtesy of ANOMALY

0120-154-052
フリーダイヤル いこうよ れんごうに

一人で悩まず、相談しませんか？ 秘密厳守！ 相談無料

連合なんでも労働相談ダイヤル 携帯・スマホ
からもOK

日本労働組合総連合会石川県連合会（連合石川）  〒920-0027　金沢市西念3-3-5

相続・遺言
無料相談
●全国で72,390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。（令和2年9月30日現在）

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）

広告

連合石川は、生活闘
争（賃上げ・労働条件
の改善）を通じて、誰
もが希望を持てる社
会の実現、底上げ・底
支え・格差是正をめざ
します！

イベント情報

ハーバリウム教室
　１本はリビング、もう１本はバスル

ームに。それとも１本は自分用、もう
1本は贈り物に。

コロンと可愛い千日紅（センニチコウ
）のプリザーブドを使って、一人一人

違った色合いの

ハーバリウムを作りましょう♪

DATA

日5 23
10:00～11:30
/

場　　所▶金沢勤労者プラザ 
 ※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▶16名（先着順）
講　　師▶Yu's Flowers
 代表　耕納 博美 氏

今年は大・小２本♪

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9日㈮
10:00～

受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

金沢の奥座敷
湯涌温泉を訪ねて

高岡城下の
北国街道を歩く

4 4 日

お花見ウオーク
［参加費］
 

石川県
ウオーキング協会定 例 会

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。）
▶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

第191回 健康ウオーク 第192回 健康ウオーク 第193回 健康ウオーク

会員・家族100円
一般500円 5 16 日

［参加費］
 会員・家族100円

一般500円 6 20 日

［参加費］
 会員・家族100円

一般500円

※新型コロナウイルスの状況が悪化した場合、直前でも中止する可能性があります。
　中止の場合は石川県ウオーキング協会のホームページに掲示しますので、当日、会場へ来る前にご確認をお願いします。

受付 ８:30～ 受付 ８:30～ 受付 ８:30～

iwa-ishikawa@nsknet.or.jpE-mail 
http://www.iwa-ishikawa.jpURL

昨今の状況を鑑み、この会報「ゆとりんぐ」への掲載を見送らせて
いただきます。どうぞ、ご了承ください。
なお、実施する場合はセンターのＨＰにてご案内いたします。

昨今の状況を鑑み、この会報「ゆとりんぐ」への掲載を見送らせて
いただきます。どうぞ、ご了承ください。
なお、実施する場合はセンターのＨＰにてご案内いたします。

「会員特選ツアー」および
「チケットインフォメーション」について

自分が元気なうちに取り組みたい「生前整理」。そもそも、通常の片付けとの違いは？
終活における「生前整理」の必要性や注意点は何か？など、そのポイントについて
相談件数3,300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 ※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▶40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 13
10:00～12:00
/

センターへ電話

先着順4月14日㈬
10：00～

受付開始

「生前整理」のポイント＆
エンディングノートの書き方セミナー

参加者全員に
エンディングノート
プレゼント！

〈〈〈〈 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！

10㎞10㎞ 10㎞

［集合・解散］金沢南総合運動公園駐車場 ［集合・解散］金沢湯涌みどりの里 ［集合・解散］あいの風とやま鉄道 高岡駅

広告
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※Ｐ４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。
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http://www.iwa-ishikawa.jpURL

昨今の状況を鑑み、この会報「ゆとりんぐ」への掲載を見送らせて
いただきます。どうぞ、ご了承ください。
なお、実施する場合はセンターのＨＰにてご案内いたします。

昨今の状況を鑑み、この会報「ゆとりんぐ」への掲載を見送らせて
いただきます。どうぞ、ご了承ください。
なお、実施する場合はセンターのＨＰにてご案内いたします。

「会員特選ツアー」および
「チケットインフォメーション」について

自分が元気なうちに取り組みたい「生前整理」。そもそも、通常の片付けとの違いは？
終活における「生前整理」の必要性や注意点は何か？など、そのポイントについて
相談件数3,300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 ※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▶40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 13
10:00～12:00
/

センターへ電話

先着順4月14日㈬
10：00～

受付開始

「生前整理」のポイント＆
エンディングノートの書き方セミナー

参加者全員に
エンディングノート
プレゼント！

〈〈〈〈 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！

10㎞10㎞ 10㎞

［集合・解散］金沢南総合運動公園駐車場 ［集合・解散］金沢湯涌みどりの里 ［集合・解散］あいの風とやま鉄道 高岡駅

広告

3



4

事業所数
令和３年３月１日現在

会員数
名事業所 令和３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」11,236 （前回比－23）873 （前回比－5）

金沢勤労者福祉サービスセンター 会報
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「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

令和３年度版

発行しました！

ガイドブックガイドブック＆
く～ぽんＢＯＯＫく～ぽんＢＯＯＫを

来年３月まで
１年間、
ぜひ有効に

ご活用ください。

お知り合いの事業所をご紹介ください。

新規会員募集中！！
　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。

※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400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12,000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！
手数料
400円で

代引 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


