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事業所数
令和４年3月１日現在

会員数
名事業所 10,799 （前回比－161）854 （前回比－11）
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「ガイドブック」＆
「く～ぽんBOOK」を
発行しました！

「ガイドブック」＆
「く～ぽんBOOK」を
発行しました！

来年3月まで
1年間、ぜひ有効にご活用ください。

注意 「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。

令和４年度版

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」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
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提携店が増えました
新たに以下の店舗・施設がご利用いただけるようになりました。

指定旅行代理店 金沢アドベンチャーズ� 金沢市

指定宿泊施設 金沢�彩の庭ホテル� 金沢市

スポーツスクール
フィットネスクラブ　
エイムクアハウスN9� 能美市

グルメ指定店

料亭旅館　金城樓� 金沢市

料亭金城樓姉妹店　天麩羅専門店�天金� 金沢市

地酒バル　能加万菜�くし家金澤� 金沢市

おばんざい割烹　能加万菜�郷� 金沢市

しゃぶしゃぶ専門店　能加万菜�万庭� 金沢市

地酒バル　能加万菜 市 
� クロスゲート金沢店  金沢市
中国料理　招龍亭 グランシェフズキッチン
� イオンモール白山店  白山市

※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。

サービス内容拡充について
以下の項目を改定しました。詳細はガイドブックをご確認の
うえ、ご利用ください。

●オートキャンプ場（ガイドブックP11）
令和３年度まで 令和４年度から

助成対象施設 県内４施設 全国の
オートキャンプ場

利用限度 会員・登録家族
それぞれ年度２泊

会員・登録家族
それぞれ年度３泊

●福祉・家事援助サービス（ガイドブックP21）
令和３年度まで 令和４年度から

利用限度 会員と登録家族
合わせて年度２ヶ月

会員と登録家族
合わせて年度３ヶ月

期間限定！1,000円引の「テイクアウト補助券」が
２枚印刷されています。P3をチェック！
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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  ☎076-282-9723試合日程等のお問い合せ

ツエーゲン金沢 石川ミリオンスターズ
会員価格 会員価格

販売期間

1ゲームチケット 大人 700円（通常前売 1,200円）

４月1日㈮から
レギュラーシーズン終了まで

※日本海オセアン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が、2試合
共に観戦をご希望の方は本チケットが2枚必要となります。
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チケットです。

ホームページ 〉〉〉 https://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

バック席 大　　人  1,200円（通常前売 2,000円）
 小・中・高      900円（　　〃　 1,500円） 
ホーム席 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

日本海
オセアンリーグ

お食事に「テイクアウト補助券」をご利用ください！

利用限度 会員１名につき２枚 対象メニュー
裏面（次ページ）記載の「対象店舗」をご確認のうえ、ご利用ください。

 テイクアウト用メニュー全品

テイクアウト補助券
● 2,000円以上の注文で、１枚使用できます
● 4,000円以上の注文で、２枚使用できます

有効期間：令和４年４月１日（金）～６月30日（木）

発行：公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター
TEL 076-234-7871

1,000円引１枚につき、

本券の利用資格・利用方法
利用資格

利用方法

対象店舗

留意事項

会員・登録家族
・点線に沿って補助券を切り取り、対象店舗へお
持ちください。
・お支払い時に補助券をご提出ください。
 上記記載のとおり割引されます。
裏面に記載。
・会員間の譲渡不可。
・複写・複製不可。
・紛失された場合、再発行不可。

※上記に記入無きもの使用不可。

会員番号

会員氏名

利用者名
（会員・登録家族のみ）

記
入
欄

テイクアウト補助券
● 2,000円以上の注文で、１枚使用できます
● 4,000円以上の注文で、２枚使用できます

有効期間：令和４年４月１日（金）～６月30日（木）

発行：公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター
TEL 076-234-7871

1,000円引１枚につき、
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利用資格
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・お支払い時に補助券をご提出ください。
 上記記載のとおり割引されます。
裏面に記載。
・会員間の譲渡不可。
・複写・複製不可。
・紛失された場合、再発行不可。

※上記に記入無きもの使用不可。

会員番号

会員氏名

利用者名
（会員・登録家族のみ）

記
入
欄

 期間限定！

✂ 点線に沿って切り取り、 店舗にお持ちください ✂

イベント情報

ハーバリウム教室
今年はボールペン＆ミニボ

トル。

自分色のオリジナルハーバ
リウムを作りましょう♪

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

DATA

日5 22
10:00～11:30
/

センターへ電話

先着順

4月８日㈮10：00～受付開始

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉

氏名･会員番号等をお申し出
ください。

各１本で計２本♪

昨年も大好評

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3,600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 19
10:00～12:00
/

センターへ電話

先着順4月13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

〈〈〈〈 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！

参加者全員に
エンディング
ノート

プレゼント！
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「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、取り扱いを行う場合は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、取り扱いを行う場合はＨＰに
てご案内いたします。

観覧券プレゼント
金沢21世紀美術館 特別展

ムン・キョンウォン＆
チョン・ジュンホ
会　　期５/３（火・祝）

　～９/４（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］

ムン・キョンウォン & チョン・ジュンホ 《世界の終わり》2012
金沢21世紀美術館蔵
© MOON Kyungwon and JEON Joonho   

先着

限定
160枚

広告

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

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！

相続・遺言
無料相談
●全国で74,922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3年5月１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

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

お花見ウオーク 手取川七ヶ用水を
巡る

高岡城下の
北国街道を歩く

▶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。）

▶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

第203回 健康ウオーク 第204回 健康ウオーク 第205回 健康ウオーク

5 15 日 日日 11㎞

受付 ８：３０～

［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
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［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

［集合・解散］白山郷体育館 ［集合・解散］あいの風とやま鉄道
 高岡駅

10㎞4 3
受付 ８：００～ 受付 8：４５～

　※新型コロナウイルスの感染状況によっては直前での中止も想定されます。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、事前にご確認をお願いします。

［集合・解散］金沢南運動公園
 バラ園横

１0㎞
4㎞

「利用補助券」が使えない映画館では
「シネマチケット」・「優待券」をご利用ください！

「イオンシネマチケット」販売中！ 「コロナシネマ厚生優待券」配布中！
「イオンシネマ金沢フォーラス・白山・新小松」で鑑賞希望の方は、
「イオンシネマチケット」をご購入のうえ、ご利用ください。
詳細はガイドブックP7をご確認ください。

会員と登録家族合わせて年度8枚
※「映画鑑賞利用補助券」のほかに、8枚ご購入いただけます。

「金沢コロナシネマワールド」で鑑賞希望の方は、優待券をご利用ください。

サービスセンター窓口にて、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。在庫状況につきましてはお問い合せください。

受取方法

受取限度

優
待
券

利用資格
対象施設

鑑賞料金

有効期間 配布から4月末まで　または　10月末まで

一　　     般 ： 1,300円（通常1,900円）
3歳～高校生 ： 900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

全国のコロナシネマワールド

会員・登録家族

会員・登録家族
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。
※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。

利用資格
購入方法

購入限度

会員料金 1枚 1,100円
※チケットには有効期限があります。

〈〈〈〈 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２枚までとさせていただきます。

センターへ電話

４月６日㈬ １０：００～受付開始

対 象 店 舗

※メニュー、商品の事前予約および他割引との併用等については、
　各店舗へご確認ください。

エリア

金沢

金沢

金沢

金沢

金沢

金沢

金沢

金沢

金沢

金沢

金沢

野々市

野々市

内灘

津幡

白山

能美

ジャンル

寿司

寿司

寿司

割烹

居酒屋

フランス料理

焼肉

ホテル

ホテル

ホテル

ホテル

居酒屋

スペイン料理

和食

和食

ホテル

焼肉

 店　名

金澤玉寿司　総本店

金澤玉寿司　せせらぎ通り店

金沢まいもん寿司　魚匠庵

一十百

とことん居酒屋　呑べ

西洋膳所　鏑木

寅亭　長田店

ANAクラウンプラザホテル金沢

金沢ニューグランドホテル

金沢東急ホテル

金沢国際ホテル

とことん居酒屋　のんべ

ラ・モーラ

和乃食　はねや

勝崎館

グランドホテル白山

寅亭　寺井本店

電話番号

076-221-2644

076-254-1355

076-231-1144

076-221-8057

076-291-0036

076-233-2002

076-262-7130

076-224-9802

076-233-1311

076-231-3912

076-296-1901

076-204-9500

076-246-3505

076-239-0007

076-289-2161

076-274-0001

0761-57-3201

対 象 店 舗

※メニュー、商品の事前予約および他割引との併用等については、
　各店舗へご確認ください。
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076-296-1901

076-204-9500
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「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、取り扱いを行う場合は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、取り扱いを行う場合はＨＰに
てご案内いたします。
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金沢21世紀美術館 特別展
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休 場 日 月曜日（祝日の場合、翌平日）
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●全国に47ヶ所の相談室が
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「イオンシネマチケット」をご購入のうえ、ご利用ください。
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事業所数
令和４年3月１日現在

会員数
名事業所 10,799 （前回比－161）854 （前回比－11）

令和４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」

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2022
Vol.95

「ガイドブック」＆
「く～ぽんBOOK」を
発行しました！

「ガイドブック」＆
「く～ぽんBOOK」を
発行しました！

来年3月まで
1年間、ぜひ有効にご活用ください。

注意 「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。

令和４年度版

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」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


