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相続・遺言
無料相談
●全国で77,691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4年3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）

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2022
Vol.96

申込方法

対象商品

「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今回の上映会では、アップグレードシート・コンフォートシート
での鑑賞はできません。予めご了承ください。
③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。

７月27日 必着水

往信面

920-0022

（白紙） •郵便番号
•住所
•会員氏名

返信面

切手

往信

切手

返信

郵便料金は 63円 です！

上 映 会

会　場

応募資格

日　時
および
募集定員

❶ 8/24（水） or  ❷ 8/26（金）
いずれかを記入。（重複応募不可）

①会員番号
②会員氏名
③住所
④電話番号
⑤ご希望の
　上映日

広告広告

©2022 映画「TANG」製作委員会

～記憶をなくしたロボットと
人生に迷う大人の大冒険が今、始まる！～

〈２回開催〉

①８月24日水
19：15開演（ペア60組120名）

②８月26日金
19：15開演（ペア60組120名）

イオンシネマ白山
会員（会員本人以外の応募不可）

抽選でペア120組

計240名様 ご招待！

（公財）金沢勤労者福祉
サービスセンター

「映画上映会」係

金沢市北安江3-2-20
※日本郵便は現在、一般郵便の翌日配達・土日の配達を行っており
ません。ご応募の際は、余裕をもってお早めに投函してください。

詳細・お問い合わせは

いつでも、どこでもスマホ・パソコン
からお申込みできます。

ろうきん
Webローン（無担保）

詳細・お申込みは
こちらから☟■対象商品

• Ｗｅｂ自動車ローン
•Ｗｅｂフリーローン
•Ｗｅｂ教育ローン
•Ｗｅｂリフォームローン＋α
•Ｗｅｂマイプラン（カードローン）

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
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
(イオンシネマチケット、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

事業所数
令和４年6月１日現在

会員数
名事業所 10,849 （前回比＋50）842 （前回比－12）

令和４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」
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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 21
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8日㈮
10：00～

受付開始

心と体を元気にする！
「笑顔のチカラ」セミナー

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▶30名（先着順）
講　　師▶Office YOKOTA　フリーアナウンサー 横田 幸子 氏

DATA

日9 11
10:00～12:00
/

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!
好評につき 今年は２回開催‼

●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29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▶各回とも50名（多数時抽選）

DATA

日8 28
10:00～13:00
/

日9 4
10:00～13:00
/

「夏休み親子地引き網体験」の開催中止について
「権現森海水浴場 大日荘」の営業が終了したため、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。

〈２回開催〉

「イベント名」欄に参加希望日
（① 8/28 or ② 9/4）を必ず
ご記入ください。（重複応募不可）

お願い

新型コロナウイルス感染症は、大切な人たちと「笑顔」で生活できる尊さを、改めて見つめ直す契機ともなりました。
「笑顔」には、心と体をととのえるパワーがあります。心が変われば行動が変わり、結果も大きく変化します！その好循環を生み出すポイントを、「笑顔」のトレーニングを通じて分かりやすく解説！講師は、札幌テレビ放送で10年、テレビ金沢で21年アナウンサーを務め、現在、フリーでご活躍の横田 幸子 氏です。

会員以外の方も参加ＯＫ！

センターへ電話

先着順7月13日㈬
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 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。
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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 21
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8日㈮
10：00～

受付開始

心と体を元気にする！
「笑顔のチカラ」セミナー

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▶30名（先着順）
講　　師▶Office YOKOTA　フリーアナウンサー 横田 幸子 氏

DATA

日9 11
10:00～12:00
/

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!
好評につき 今年は２回開催‼

●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29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▶各回とも50名（多数時抽選）

DATA

日8 28
10:00～13:00
/

日9 4
10:00～13:00
/

「夏休み親子地引き網体験」の開催中止について
「権現森海水浴場 大日荘」の営業が終了したため、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。

〈２回開催〉

「イベント名」欄に参加希望日
（① 8/28 or ② 9/4）を必ず
ご記入ください。（重複応募不可）

お願い

新型コロナウイルス感染症は、大切な人たちと「笑顔」で生活できる尊さを、改めて見つめ直す契機ともなりました。
「笑顔」には、心と体をととのえるパワーがあります。心が変われば行動が変わり、結果も大きく変化します！その好循環を生み出すポイントを、「笑顔」のトレーニングを通じて分かりやすく解説！講師は、札幌テレビ放送で10年、テレビ金沢で21年アナウンサーを務め、現在、フリーでご活躍の横田 幸子 氏です。

会員以外の方も参加ＯＫ！

センターへ電話

先着順7月13日㈬
10：00～

受付開始

〈〈〈〈 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。
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７月12日㈫ １０：００～受付開始

「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

時を超える
イヴ・クラインの想像力
－不確かさと非物質的なるもの
会　　期 10/1（土）

　～２０２３年 ３/５（日）
開場時間 10：00～18：00

（金･土曜日は20：00まで）

休 場 日 月曜日（ただし10/10、10/31、1/2、1/3は開場）、
10/11(火)、11/1(火)、12/29(木)～1/1(日)、1/4(水)

主 　 催 金沢21世紀美術館
［公益財団法人金沢芸術創造財団］

イヴ・クライン《人体測定(ANT66)》1960年 水性メディウム、紙、カンヴァス 157 × 311㎝
いわき市立美術館蔵

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

金沢のレトロ建築めぐり 金沢のユニーク狛犬
を訪ねて②

金沢の奥座敷
湯涌温泉を訪ねて

▶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 
https://www.iwa-ishikawa.jpURL

第206回 健康ウオーク 第207回 健康ウオーク 第208回 健康ウオーク

8 21 日 日日 10㎞10㎞

受付 ７：３０～

［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

9 11

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

［集合・解散］金沢駅もてなしドーム
 地下

［集合・解散］金沢湯涌みどりの里

7 24 10㎞

受付 ７：３０～ 受付 8：３０～

　※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］金沢駅もてなしドーム
 地下

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

※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）

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

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）

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

仕事で悩む
あなたを

サ
ポ
ー
ト応援 します！！

賃金未払い
セクハラ・パワハラ

働く仲間が集まった“連合石川”は、労働組合づく
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

※第31回いしかわスポーツ・レクリエーション
　交流大会の協賛行事です。

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。

先着

限定
160枚

販売期間 シーズン終了まで
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７月12日㈫ １０：００～受付開始

「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

時を超える
イヴ・クラインの想像力
－不確かさと非物質的なるもの
会　　期 10/1（土）

　～２０２３年 ３/５（日）
開場時間 10：00～18：00

（金･土曜日は20：00まで）

休 場 日 月曜日（ただし10/10、10/31、1/2、1/3は開場）、
10/11(火)、11/1(火)、12/29(木)～1/1(日)、1/4(水)

主 　 催 金沢21世紀美術館
［公益財団法人金沢芸術創造財団］

イヴ・クライン《人体測定(ANT66)》1960年 水性メディウム、紙、カンヴァス 157 × 311㎝
いわき市立美術館蔵

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

金沢のレトロ建築めぐり 金沢のユニーク狛犬
を訪ねて②

金沢の奥座敷
湯涌温泉を訪ねて

▶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 
https://www.iwa-ishikawa.jpURL

第206回 健康ウオーク 第207回 健康ウオーク 第208回 健康ウオーク

8 21 日 日日 10㎞10㎞

受付 ７：３０～

［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

9 11

［参加費］ 会員・家族100円　一般500円

［集合・解散］金沢駅もてなしドーム
 地下

［集合・解散］金沢湯涌みどりの里

7 24 10㎞

受付 ７：３０～ 受付 8：３０～

　※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］金沢駅もてなしドーム
 地下

〈〈〈〈 申込方法 〉〉〉〉
センターへ電話

※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）

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

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）

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

仕事で悩む
あなたを

サ
ポ
ー
ト応援 します！！

賃金未払い
セクハラ・パワハラ

働く仲間が集まった“連合石川”は、労働組合づく
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

※第31回いしかわスポーツ・レクリエーション
　交流大会の協賛行事です。

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。

先着

限定
160枚

販売期間 シーズン終了まで
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相続・遺言
無料相談
●全国で77,691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4年3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）

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2022
Vol.96

申込方法

対象商品

「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今回の上映会では、アップグレードシート・コンフォートシート
での鑑賞はできません。予めご了承ください。
③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。

７月27日 必着水

往信面

920-0022

（白紙） •郵便番号
•住所
•会員氏名

返信面

切手

往信

切手

返信

郵便料金は 63円 です！

上 映 会

会　場

応募資格

日　時
および
募集定員

❶ 8/24（水） or  ❷ 8/26（金）
いずれかを記入。（重複応募不可）

①会員番号
②会員氏名
③住所
④電話番号
⑤ご希望の
　上映日

広告広告

©2022 映画「TANG」製作委員会

～記憶をなくしたロボットと
人生に迷う大人の大冒険が今、始まる！～

〈２回開催〉

①８月24日水
19：15開演（ペア60組120名）

②８月26日金
19：15開演（ペア60組120名）

イオンシネマ白山
会員（会員本人以外の応募不可）

抽選でペア120組

計240名様 ご招待！

（公財）金沢勤労者福祉
サービスセンター

「映画上映会」係

金沢市北安江3-2-20
※日本郵便は現在、一般郵便の翌日配達・土日の配達を行っており
ません。ご応募の際は、余裕をもってお早めに投函してください。

詳細・お問い合わせは

いつでも、どこでもスマホ・パソコン
からお申込みできます。

ろうきん
Webローン（無担保）

詳細・お申込みは
こちらから☟■対象商品

• Ｗｅｂ自動車ローン
•Ｗｅｂフリーローン
•Ｗｅｂ教育ローン
•Ｗｅｂリフォームローン＋α
•Ｗｅｂマイプラン（カードローン）

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
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
(イオンシネマチケット、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

事業所数
令和４年6月１日現在

会員数
名事業所 10,849 （前回比＋50）842 （前回比－12）

令和４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」




