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事業所数
令和3年６月１日現在

会員数
名事業所 11,414 （前回比+178）869 （前回比－４）

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2021
Vol.92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

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://souzoku-ishikawa.jp

定価 550円（税込）

広告

北陸労働金庫
詳しくはこちらから

～おかげさまで20年、これからも
“あなた”のいちばんそばに～

ろうきんって
どんな人が利用できるの？の巻

広告

令和３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」

パート・アルバイトなど
非正規ではたらく方

映画上映会については諸般の事情により
掲載することができません。

詳しくは、各事業所配布の会報をご確認の
うえ、ご応募ください。

応募〆切
令和３年７月29日（木）必着

※新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止となる場合
があります。その際は、センターHPにてご案内いたします。
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仕事で悩む
あなたを

サ
ポ
ー
ト応援 します！！

広告

賃金未払い
セクハラ・パワハラ

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
●食後のおやつに！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
募集定員▶40名（先着順）

DATA

日8 22
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7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30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 5
10:00～13:00
/

「夏休み親子地引き網体験」の開催中止について
今夏も「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、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。　※「千里浜海水浴場 山田屋」の営業につきましてはセンターのＨＰにてご案内いたします。
今夏も「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、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。　※「千里浜海水浴場 山田屋」の営業につきましてはセンターの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
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いております。どうぞ、ご了承ください。なお、実施する場合は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いております。どうぞ、ご了承ください。なお、実施する場合はＨＰにてご案
内いたします。

当センター利用補助券の対象である北鉄バス回数券が、6月30日で販売終了となるため、７月１日以降は、「アイカ新規カード購入」及び「アイカ積み
増し」のみ対象となります。その他、アイカサービスの一部終了など詳しくは、北陸鉄道のＨＰをご覧になるか、北陸鉄道テレホンサービスセンター
（TEL 076-237-5115）へお問い合せください。

当センター利用補助券の対象である北鉄バス回数券が、6月30日で販売終了となるため、７月１日以降は、「アイカ新規カード購入」及び「アイカ積み
増し」のみ対象となります。その他、アイカサービスの一部終了など詳しくは、北陸鉄道のＨＰをご覧になるか、北陸鉄道テレホンサービスセンター
（TEL 076-237-5115）へお問い合せください。

「北鉄バス」回数券の販売終了等について

※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）

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）

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

石川県
ウオーキング協会定 例 会

第194回 健康ウオーク 第195回 健康ウオーク 第196回 健康ウオーク

8 22

金沢のユニーク狛犬を
訪ねて②

日

受付 ９:00～

［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

［集合・解散］イオンもりの里店前
　　　　　（北國銀行側）

七ヶ用水を巡る

9 18 土

金沢のおとこ川と
おんな川を巡る
10㎞程度 7 25 日

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

▶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。

076-245-6588TEL・FAX
iwa-ishikawa@nsknet.or.jpE-mail 
http://www.iwa-ishikawa.jpURL

※新型コロナウイルスの感染状況によっては直前でも中止する場合があります。中止の場合は石川県ウオーキング協会のホームページでお知らせしますので、当日会場へ来る前に必ずご確認ください。

詳細はお問い合せください

北陸排水管サービス

0120-099-965
〒920-0342 金沢市畝田西2-92-2

お家にある汚水マスの点検お済みですか？

無料点検
年3回の点検清掃が推奨を初めて聞いた。

台所・お風呂の排水時ポコポコ音がする。

ご自身で掃除したが配管は掃除してない。

ご希望の方には無料で、
【お掃除マニュアル進呈】　【殺菌消臭剤の散布】

まずは、
お電話どうぞ

働く仲間が集まった“連合石川”は、組合づくりの
お手伝いや働く上での困りごとなどのご相談を
受け付けています。

ジェンダー・
性差別
解雇・雇止め

休業補償

ひとりで悩まず、お気軽に相談ください！

連合なんでも労働相談ダイヤル

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
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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

石川県
ウオーキング協会定 例 会

第194回 健康ウオーク 第195回 健康ウオーク 第196回 健康ウオーク

8 22

金沢のユニーク狛犬を
訪ねて②

日

受付 ９:00～

［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

［集合・解散］イオンもりの里店前
　　　　　（北國銀行側）

七ヶ用水を巡る

9 18 土

金沢のおとこ川と
おんな川を巡る
10㎞程度 7 25 日

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

▶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。

076-245-6588TEL・FAX
iwa-ishikawa@nsknet.or.jpE-mail 
http://www.iwa-ishikawa.jpURL

※新型コロナウイルスの感染状況によっては直前でも中止する場合があります。中止の場合は石川県ウオーキング協会のホームページでお知らせしますので、当日会場へ来る前に必ずご確認ください。

詳細はお問い合せください

北陸排水管サービス

0120-099-965
〒920-0342 金沢市畝田西2-92-2

お家にある汚水マスの点検お済みですか？

無料点検
年3回の点検清掃が推奨を初めて聞いた。

台所・お風呂の排水時ポコポコ音がする。

ご自身で掃除したが配管は掃除してない。

ご希望の方には無料で、
【お掃除マニュアル進呈】　【殺菌消臭剤の散布】

まずは、
お電話どうぞ

働く仲間が集まった“連合石川”は、組合づくりの
お手伝いや働く上での困りごとなどのご相談を
受け付けています。

ジェンダー・
性差別
解雇・雇止め

休業補償

ひとりで悩まず、お気軽に相談ください！

連合なんでも労働相談ダイヤル

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
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事業所数
令和3年６月１日現在

会員数
名事業所 11,414 （前回比+178）869 （前回比－４）

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2021
Vol.92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

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://souzoku-ishikawa.jp

定価 550円（税込）

広告

北陸労働金庫
詳しくはこちらから

～おかげさまで20年、これからも
“あなた”のいちばんそばに～

ろうきんって
どんな人が利用できるの？の巻

広告

令和３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」

パート・アルバイトなど
非正規ではたらく方

映画上映会については諸般の事情により
掲載することができません。

詳しくは、各事業所配布の会報をご確認の
うえ、ご応募ください。

応募〆切
令和３年７月29日（木）必着

※新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止となる場合
があります。その際は、センターHPにてご案内いたします。


