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飾飾
飾区中小企業勤労者福利共済会2021年

１月発行（199号）
会員数 3,048人 事業所数 1,354所

（令和3年1月1日現在）

〒125-0062
（テクノプラザかつしか）

TEL（3838）5552　FAX（3838）5551
ホ ー ム ペ ー ジ　　https://hot-time.net
メ ー ル ア ド レ ス　　kyousai@hot-time.netチケット購入場所：近畿日本ツーリスト　TEL（5670）3861
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　八方尾根スキー場

　栂池高原スキー場

　岩岳スノーフィールド

　鹿島槍スキー場

　竜王スキーパーク

　菅平高原スノーリゾート

　川場スキー場

長野県 白馬エリア 長野県 北志賀・菅平エリア

群馬県・岐阜県エリア

（雪山イメージ）

　めいほうスキー場【岐阜県】

雪山に行こう！雪山に行こう！ SKI　&　SNOWBOARDSKI　&　SNOWBOARD

今シーズンから下記の各スキー場の優待が「Webサイト」にて、ご利用いただけます。
優待の内容は「日本スキー場開発企業優待ページ」にて、ご確認ください。

「ご利用方法」を参照の上、お申込みください。
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　　 木更津
き  さ  ら  づ  し
木更津市

え がわ かい がんえ がわ かい がん

き  さ  ら  づ  し

木更津市

ご 利 用 期 間 		 3月28日(日)〜7月11日(日)まで

場 　 　 所 	 千葉県木更津市江川海岸潮干狩場　ー無料駐車場完備ー
	 混雑時の迂回路として袖ヶ浦I.C.のご利用をお奨めします。

お問い合わせ 	 江川漁業協同組合	 電話：0438-41-2234
	 潮干狩場（営業時間のみ）	 電話：0438-41-1960

券　　種 あっせん料金 一般料金 あっせん枚数
大人（中学生以上）２㎏まで 1,200円 1,800円 80枚
小人（４歳以上小学生まで）１㎏まで 500円 900円 80枚

※超過採貝料金は、１㎏につき900円です。
※貸熊手は、１丁50円です。（葛飾区共済会会員と告げてください。）
※潮干狩ができない日があります。必ずご確認の上、お出かけください。

チケット	購入方法チケット	購入方法
３月２日(火)より、近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーにて、会員証を提示してお買い求めください。
１会員５枚まで。無くなり次第終了となります。

無
料

有
料

更衣室・
砂抜き海水
あり

休憩所・
コインロッカー
あり

	「全福ネット防災シリーズ」	 申請締切日：３月31日	（2020年度受付分）
全福ネット防災シリーズをお申し込みいただいた方は、「補助券申請書」を提出していただくと、
購入金額の合計により指定の補助券	（クオカード	または	クオカードペイ）	が受け取れます。
補助券は、年度内１回限りの申請で	最高10,000円	までです。

　　　		詳しくは、「ほっと・たいむ葛飾」ホームページトップ画面右側にある「防災シリーズ」バナーで	
ご案内しています。〔ログイン	ID：kt	/	パスワード：zenpuku（半角小文字）〕

　　　また、「ほっと・たいむ葛飾」バックナンバー196号（2020年7月発行）からもご覧いただけます。

☆	非常食　「アルファ米」　※賞味期間５年　〔業界トップの尾西食品㈱製品〕
☆	非常食長期保存　「携帯用おにぎり」　※賞味期間５年
☆	水のいらない泡なしシャンプー　ウエット手袋　※５年保存
☆	非常用トイレ　マイレット	mini10　※10回分×３箱（１人約３日分）
☆	スマホ用発電機　AQUA	Charge

除菌・洗浄剤
☆	モアウォーター

購入金額の合計 補助券
5,000円以上 2,000円分
10,000円以上 5,000円分
20,000円以上 10,000円分

近ツリ
販売
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アドレス：kyousai@hot-time.net

人間 ドックキャンペーン人間 ドックキャンペーン　こころとからだの元氣プラザ　こころとからだの元氣プラザ

受診期間  １月６日（水）～３月31日（水）

ご利用対象者 	 40歳以上の会員本人

検査内容
	 日帰り人間ドック	

	 血液検査・心電図・眼科・肺機能・胃部X線検査・腹部超音波・甲状腺検査等、	

	 詳細は、施設に直接お問い合わせください。	

	 検査は男女別エリアでの実施になります。

所在地 	 こころとからだの元氣プラザは 神保町 に移転しました。	
	 千代田区神田神保町一丁目105番地　神保町三井ビルディング２階

お申し込みはこちら 	 電話　03－5210－6622　　●	月～金（祝祭日を除く）		8：30～17：00（土曜日	8：30～12：00）

人間ドック
ご利用方法

「葛飾区中小企業勤労者福利共済会」の会員であることを告げ、予約をしてください。	
その後、事務局までご連絡をください。利用承認書を、ご自宅に郵送いたします。	
予約当日は、会員証と利用承認書を受付に提出し料金をお支払いください。
予約が取りづらい場合がございます。早めのご予約をお願いいたします。

検査コース 会員（補助利用時） 会員以外の
一般料金

日帰りドック
特別料金 通常料金

30,000円 39,500円 55,000円
期間中に受診すると9,500円もお得です。（料金は税込です。）

インフルエンザ予防接種費用補助金交付申請 ▶接種対象日　2021年3月31日（水）まで

対 象 者 会員本人（年度内１回のみ）

補助金額 1,500円	（上限額）　※1,500円未満の場合は、実費額となります。

請求方法 指定の請求申請書及び証明書類（コピー可）を添えて事務局でお手続き、	
または郵送でご請求ください。
証明書類：医療機関発行の領収書　「個人名」と「インフルエンザ予防接種代」
の明記が必要です。
※「インフルエンザ予防接種費用補助金交付兼請求申請書」は、共済会HPよりダウンロードしてください。
※事業所で接種され、事業所から一括請求をご希望の場合は、事務局までお問い合わせください。

AmazonAmazonギフト券ギフト券10001000円分
詳細はこちら

受診可能施設
池袋ロイヤルクリニック
東京都豊島区東池袋1-21-11オーク池袋ビル 8.9.10階
TEL:03-3989-1112(代表)
こころとからだの元氣プラザ
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105
神保町三井ビルディング 2階 TEL:03-5210-6622

こちらのQRコードか
ら会員登録

キャンペーンコード
「katsushika2020」を入力‼

Amazonギフト券
プレゼント‼

血液検査で簡単に脳梗塞・心筋梗塞の要因となる
動脈硬化へのなりやすさを評価します。

自身の血管の状態を知り、生活習慣の改善に役立てて頂くための検査です。
※当検査は疾患の有無を確定するためのものではございません。

※LOX-index単体での受診は受け付けておりません。※予約・検査料金につきましては医療機関にご確認ください。

※キャンペーンについてのお問い合わせはNKメディコ株式会社(03-5776-1105)まで‼
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大阪粉もんの代名詞、お好み焼きとたこ焼きの２つが楽しめるギフトセット
レンジで温めるだけ！特製ソースが絶妙にマッチして手軽に本場大阪の味が楽しめます。

【セット内容】　　 クール便【冷凍】

■豚玉(200g)×２枚
■イカ豚ミックス(200g)×２枚
■豚モダン(220g)×２枚
■たこ焼き(8個)×２セット
(千房ソース・ホワイトソース・あおさのり・かつお節・各8袋)
【賞味期限】製造日より冷凍-18℃以下で365日
【アレルゲン】
小麦、卵、乳成分、大豆、山芋、りんご、いか、豚肉

あっせん料金 	 １セット　4,100円		（参考価格	5,400円）　※送料・税込

調理方法	他 	 	包装フイルムを破り、フイルムから取り出してお皿に移します。	
ラップをかけずに（お好み焼き・たこ焼き）電子レンジ500wで約５分。	
付属のソース他をお好みでかけて出来上がり！

麺・スープ・具材・すべてが入ったセットでお届けします。（簡易包装、簡易箱）
リンガーハットの野菜・小麦粉は国産１００％です。

【内 容】	 野菜たっぷりちゃんぽん６パック　　 クール便【冷凍】

【内 容 量】	 		395g(麺150g/具212g/	
スープ23g/ドレッシング10ml)×６食

【賞味期限】	 冷凍-18度以下で保存。製造日より366日
【アレルギー表示(27品目中)】
	 小麦、乳成分、えび、いか、大豆、鶏肉、豚肉、ごま

あっせん料金 	 １セット　3,600円		（参考価格	5,300円）　※送料・税込

調理方法	他 	 	お鍋に水300ccを入れ沸騰したら、スープ、具材、麺の順にいれます。麺をほぐしながら、
強火で約２分程度、再沸騰させます。どんぶりに盛り付けて完成！

「専門店の味をご家庭で！」　商品のご案内

	 あっせん枚数 　各商品1セット	 申込方法 　①・②	12ページをご覧ください。
	 ＊お申し込み住所へのお届けとなります。	
	 ＊通常はがきでお申し込みください。

	 申込締切日　１月29日（金）必着

＊お申込みいただいた皆様に販売します。
＊全商品、クール便でのお届けになります。　
＊各商品セットは、締切日以降ご指定のご住所に順次発送予定です。
＊締切日以降、お申し込みいただいた方の登録住所あてに、振込みのご案内を郵送いたします。
　期日までに振込み手続きをお願いいたします。
＊アレルギーのある方は、ご注意ください。	
＊個人情報は、商品の発送に関する業者に限定して提供いたしますのでご了承ください。	

❷	リンガーハット　野菜たっぷりちゃんぽん　６食お試しセット　❷	リンガーハット　野菜たっぷりちゃんぽん　６食お試しセット　

❶		千房　ギフトセット	（お好み焼き・たこ焼き）❶		千房　ギフトセット	（お好み焼き・たこ焼き）

写真はイメージです。

写真はイメージです。

クール便

〔スポットイベント〕
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アドレス：kyousai@hot-time.net

※スーパー・コンビニ等では販売しておりません。
「おとうふ」新時代到来！

森永

は「常温保存可能」なおとうふです。

森永乳業では、パック牛乳の技術を活かし、実は「おとうふ」も作っています。
日持ち長持ちで安心してお使いいただけます。
開けた時が作りたて！大豆の豊かな香りとなめらかな食感をお楽しみ下さい。

絹とうふ（１丁250g）	／	絹とうふしっかり（１丁253g）　2種類からお選びいただけます。

あっせん料金  1,800円【１ケース12丁入り	税込】　700円以上	お得！送料無料!!
 ▶通常料金	 2,594円
	 ▶内訳	 1,879円（各種とうふ１ケース、税込）＋715円（関東近郊、税込）　※東京都外は送料が変わります。

お支払い方法   ①代引き〔代引手数料330円（税込）がかかります。〕　＊代引きとは、商品代金をお荷物の受け取り時に支払う方法です。	
②	銀行振込　※入金確認できたお客様より順次発送いたします。	
下記、代理店指定口座にお振込みください。（振込手数料はお客様ご負担にてお願いします。）	
金融機関名：三井住友銀行　支店名：小岩支店　預金種別：普通	
口座番号：6513105　口座名義：カ）シモン

申込方法  直接代理店に電話またはFAX、メールからお申込みください。

申込期限  １月18日（月）～２月19日（金）まで

▶このページ１枚でFAXしてください　　　FAX：03-3657-5316 葛飾区中小企業勤労者福利共済会
　　森永とうふ　ご注文書 お申込日　　　　　年　　　月　　　日

ご住所　〒

お名前
様

会員番号 お電話番号

ご希望の商品に ✓をつけてください。

□ 森永絹とうふ ケース □ 森永絹とうふ　しっかり ケース

●お問い合わせ・ご注文は、下記代理店まで

電話番号：0120-369-510
株式会社シモン
江戸川区西小岩4-4-5
アドレス：  morinaga@shimontakuhai.com 

⃝ 電話またはメールにてご注文時に、 
葛飾区中小企業勤労福利共済会の 
会員であることを伝えて（記入）ください。

◀「 	お申込み・お問合せより」お申込みください。

長期常温保存可能　森永絹とうふ　森永絹とうふ

◎	常温保存
◎	保存料不使用
◎			贈り物として

▲
⃝商品の詳細はこちらから	
⃝お申込みは下記代理店から

50ケース
限定

会員お一人につき
合わせて２ケースまで

※先着順
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情報満載の全福センターホームページはこちらから！	 https;//www.zenpuku.or.jp/	

	 ID	kt	／	パスワード	zenpuku（半角小文字）

⃝ルネサンス	クーポンコード：A1433nz6　詳細は、共済会HP「新着情報」から確認できます。

全福センターからのご案内

QR 
コード 

ニトリの感染症対策

ニトリの商品が、更に「お、ねだん以上。」でご購入いただけるチャンスです。
店頭にはない、会員限定特別企画。是非、ご利用ください。

ニトリの大型家具が

会員特別価格でご購入できます！

ニトリが配送センターより定めた「大型家具」
ニトリ公式通販サイト「ニトリネット」では が目印
※対象商品の確認法

(店頭）注文カードに「ニトリ設置品」と記載のある商品
（Web）ニトリ公式通販サイト「ニトリネット」にて納品方法が「配達員設置」の商品

対象商品

ご利用方法 １．お近くのニトリ店舗またはWEB（ニトリネット）から商品選択
２．対象商品であることを確認
３．全福センターHPにアクセス後、会員ログインし、ニトリ掲載ページより

「特別注文用紙」をプリントアウト
４．必要事項をご記入の上、メールまたはFAXで注文
５．在庫確認後、納期等のお知らせ
６．お支払い（銀行または郵便振込）
７．納品

全福センターHP

「お、ねだん以上。」
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アドレス：kyousai@hot-time.net

申込方法 	 	「往復はがき」に「巨人戦」と記入し、観戦日、席種	（ビームシート	又は	B指定席）を記入後、12ページを
参照し③～⑥を記入してお申込みください。はがきは１人１枚です。

	 チケット情報は、２月19日（金）更新のホームページでご案内します。
	 ご案内可能なチケットがある場合、２月22日（月）AM8：30より電話で先着順に受付します！

あっせん枚数 	 １会員「ビームシート」又は「B指定席」のいずれか１セット

12月23日現在決定している情報でご案内しております。今後、内容に変更が生じる場合がございます。
（試合日程、座席位置の変更 など）　ご承知のうえ、お申し込みください。

変更等が発生した場合は、共済会ホームページからご案内する予定です。

★入場制限が解除されている場合は、年間契約のビームシートとなります。	 １階	１塁側	A10ブロック	26列	301番・302番	
★入場制限が行われている場合は、密を避けるためビームシートが変更となります。	 １階	１塁側	B11ブロック	37列	281番・282番

ビームシート　（2席1セット） 新料金
あっせん料金
8,500円

●東京ドームグループ利用券（500円）２枚付！
●年間契約シートの為、一般販売のチケット料金とは異なります。

B指定席　（2席1セット） 新料金
あっせん料金
6,500円

●東京ドームグループ利用券（500円）２枚付！
●原則、１塁側のお席ですが試合日により異なることもございます。

東京ドーム 
グループ利用券

「東京ドームグループ利用券」は、東京ドームシティをはじめとする東京ドームグループ
全施設で利用可能な商品券です。

対戦チーム／開催日 	 ＊	特別な企画が予定されている試合日は、料金に変更があります。

DeNA ３/26（金）、27（土）、28（日）

ヤクルト 4/２（金）、３（土）、4（日）

中日 4/13（火）、14（水）、15（木）、30（金）

阪神 4/20（火）、21（水）、22（木）

広島 4/23（金）、24（土）、25（日）

＊試合開始時刻は、ホームページで確認をお願いいたします。

プロ野球	巨人戦	東京ドームプロ野球	巨人戦	東京ドーム 締切日： 2月5日（金）必着

ビームシート
1 階 1 塁側 A10 ブロック
26 列 301・302 番

東京ドーム座席表イメージ

近ツリ
販売　 「東京ドームビール券」 あっせんのご案内　野球観戦のおともに！

東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販売でご利用いただける「東京ドームビール券」を、
近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーにて販売いたします。
チケットをお買い求めにいらしたときに、一緒にご購入されてはいかがでしょうか！
東京ドームビール券は、巨人戦チケット当選者のみお買い求めいただけます。
１試合に付き２枚までとなります。
　※本券１枚につき生ビール１杯と引換可。　※おつりは出ません。
　※チケットには有効期限がございます。

通常価格 　１枚	800円　▶　あっせん料金　１枚  500円

新規事
業
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共済会があっせんするすべての、観劇・コンサート等には補助金を付与しています。

申込締切日　１月28日（木）必着　譲渡・転売禁止

掲載内容に変更が生じる場合がございますので、ご来場前には各公演公式HPより最新情報をご確認ください。
感染予防対策の都合上、一定の距離を保つために座席が離れる（座席の間隔をあける）場合、状況により座席位置の変更をお願いする場合もございます。ご理解
のうえ、お申込みください。また、12月以降の規制緩和方針決定後、座席の見直しを行い残りのお席を追加販売する可能性もございます。詳細は事務局にお
問い合わせください。

観劇・コンサート ①～⑤観劇・コンサート ①～⑤  

「ホール・ニューワールド（新しい世界へ） 
“自由” を求め、大いなる “希望” を胸に、“未来” へと向かうアラジンの物語

●公 演 日 時 3月21日（日）　13：00開演 
 3月28日（日）　13：00開演

●劇 場 大同生命ミュージカルシアター　電通四季劇場　〔海〕

●あっせん料金／枚数 S席 9,800円 （一般料金 12,100円）　20枚　各日10枚ずつ　1会員2枚まで
 ※公演当日3歳以上有料（膝上観劇不可）／2歳以下の入場不可
 ※ 新型コロナウイルス感染症防止対策により、ご観覧の席の間隔が変動する場合が 

ございます。ご了承ください。

① 『アラジン』

② よみがえる明治座東京喜劇
ーニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」全力応援!!－ ③ JOKER LIVE IN CONCERT
第一部／こちとら大奥様だぜぃ！
第二部／ラジオビバリー昼ズ寄席

大スクリーンでの全編上映×フル・オーケストラによるライブ演
奏　迫力の劇場体験

●日 時 2月10日（水）　16：30開演 ●日 時 2月20日（土）　19：00開演
日付選択 2月13日（土）　　　〃 日付選択 2月21日（日）　13：00開演

●会 場 明治座 ●会 場 東京国際フォーラム ホールA
●料 金 S席　9,800円 ●料 金 S席　8,000円
　枚 数 （一般料金 12,500円）　各日8枚 　枚 数 （一般料金 9,800円）　両日6枚

● 出演・ゲスト 出演　田中美佐子 他
【ゲスト】2/10 神田伯山、2/13　爆笑問題 ●出 演 ホアキン・フェニックス 他

※6歳以上有料。5歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください。
※R15 + 指定 ：15歳未満のお客様のご来場はご遠慮ください。
※英語上映、日本語字幕付き
※本公演のチケットは主催者の同意ない有償譲渡が禁止されています。

④ 五木ひろし　演歌っていいね！　スペシャル ⑤ ミュージカル『ゴヤ  －ＧＯＹＡ－』
五木ひろし　50th Anniversary presents
若手から後輩までの歌をカヴァーする挑戦作で、演歌界の未来を
担う若手たちの曲を「五木節」で歌い上げます。お楽しみに！

私は描く、一瞬を永遠に一
スペイン最大の画家・ゴヤのスキャンダラスな半生を音楽で紡ぐ

●日 時 3月2日（火）　16：00開演 ●日 時 4月17日（土）　13：00開演
●会 場 LINE	CUBE	SHIBUYA	（渋谷公会堂） ●会 場 日生劇場
●料 金 指定席　4,500円 ●料 金 S席　9,500円
　枚 数 （一般料金 10,000円）　10枚 　枚 数 （一般料金 13,500円）　10枚
●出 演
　（五十音順）

市川由紀乃、丘みどり、
川野夏美、北川大介、
鳥羽一郎、三山ひろし

●出 演 今井 翼

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

日付選択

〔観劇・コンサート〕

＊お申込み方法は、12Pをご覧ください。
＊あっせん枚数は各公演4枚まで（指定あるときは除く）
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アドレス：kyousai@hot-time.net

あっせん枚数 　１会員4枚まで　　 申込方法 　12ページをご覧ください。　　 締切日 　１月28日（木）必着

モ 	モーツァルトホール　　リ 	かめありリリオホール
※座席間確保のため複数枚お求めの際に連番でご用意できない場合がございます。また、公演日当日に座席の移動をお願いする場合がございます。

モ 	①Char Live2021 リ 	②かめあり亭 第55弾！白鳥＆白酒 ホワイトデー vol.３
世界に誇る唯一無二のロックギターリスト葛飾再上陸!!
往年のファンからギターキッズまで世代を超えたギターフリークが集結し 
熱いライブがとにかく待ち遠しい。卓越したギタースキルとクールなパフォ
ーマンスは何度見てもノックダウンさせられるのは間違いない。

新作も古典もお楽しみいただける対極の二人会！
つぼみもほころぶ春風に誘われて、
ホワイトデーはお好きな人と笑ってお過ごしください。

日 時 2月27日（土）　17：00開演 日 時 3月14日（日）　14：00開演
料 金 指定席 6,500円

（一般料金 7,800円） 料 金 指定席  2,600円
（一般料金 3,600円）

枚 数 10枚 枚 数 10枚
※4歳以上チケット必要、3歳以下膝上鑑賞可。
　ただし、座席が必要な場合はチケット必要。

〔出演者〕　三遊亭白鳥、桃月庵白酒　他
※未就学児入場不可

♪	①	かつしかシンフォニーヒルズ	／		②かめありリリオホール	♪♪	①	かつしかシンフォニーヒルズ	／		②かめありリリオホール	♪
〔観劇・コンサート〕

ホールなどの改修工事によるかつしかシンフォニーヒルズ（本館）休館のお知らせ【休館期間	2021年３月～９月（予定）】

　　　
〔スポットイベント〕

　●　●　● プレゼント ●　●　●　●　●　●　●　　締切日：2月12日（金）必着 　●　●

❶ GIANTS オープン戦 （東京ドーム） チケットプレゼント 4名様（２枚１セット） 
観戦日時、対戦相手などホームページ等で確認をお願いいたします。（オープンが行われる場合。）

❷ オリジナル図書カード 非売品（JERA セ・リーグ優勝記念） １名様

希望商品番号を記入し（オープン戦は希望日を記入。日程等を確認出来ない方は事務局にお電話ください。）、	
12ページの③～⑥を記入してお申込みください。
会員１人につき各申込みは、はがき１枚です。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

通常特典 

引越 
基本 
料金 
を 2 5 %OFF 

ダンボール最大50枚
ガムテープ３個 

さらにお得な特典！ 

お見積・お問合せ・ 
お申込みは℡まで!     

※引越基本料金とは 「人件費」＋「車輛費」です。 
※同時期に実施するキャンペーンとの重複利用はできません。 
※3/15～4/10の引越は割引除外期間となります。 

0120-0123-05 
受付時間／9：00～18：00 
毎週日曜・12/30～1/3は定休日となります。 

エアコン・冷蔵庫・洗濯機等の 
家電製品がアート特別価格 

よりさらに・・・ 3 %OFF 
期間限定 

※お見積り時にお渡しするART shoppingの中よりお選び下さい。 
※12/1～2/28の期間にお見積りのお客様限定特典です。 

全福センターからのご案内

～キャンペーン～
2021年2月15日(月)
までに訪問見積りを
依頼された方には

「アートオリジナル 
マスクケース」を

プレゼントします！

▼

▶
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1929年にベルギーで生まれたオードリー・へプバーン。
ハリウッドデビュー前から、ファッション・アイコンとして輝き続けた女優時
代、ユニセフ親善大使まで、信念を通した彼女の飾らない生き方を約130点の
写真で展観します。

◆会 期	 ２月16日(火）	～	３月7日(日）　　＜20日間>
◆会 場	 日本橋三越本店	本館7階	催物会場

◆営 業 時 間	 	10：00～18：30（19：00閉場）	
※最終日は17：30まで（18：00閉場）

◆あっせん料金	 	一般　400円（一般料金	1,000円）　30枚
	 ※中学生以下は無料。

※	入場は事前予約制となります。	
詳しくは「三越伊勢丹アプリ」の「イベント【予約】をご覧ください。
※	入場予約には、三越伊勢丹アプリのダウンロード・会員登録と、	
Yahoo!	JAPAN	IDの両方が必要となります。
※	詳しくは三越伊勢丹アプリ		写真展「オードリー・スタイル　飾らない生き方」で	
ご確認ください。（１月13日予定）

❶	❶							写真展	「オードリー・スタイル　飾らない生き方」写真展	「オードリー・スタイル　飾らない生き方」

❷写真家ドアノー／音楽／パリ❷写真家ドアノー／音楽／パリ

展覧会
チケット

展覧会
チケット

パリを愛し、パリに愛された写真家　ロベール・ドアノー 
音楽をテーマにした約200点を紹介！

◆会 期	 ２月５日(金）～３月31日(水）　※会期中無休
◆会 場	 Bunkamura	ザ・ミュージアム

◆開 館 時 間	 	10：00～18：00　　※入館は17：30まで	
毎週金・土曜日は21：00まで	（変更になる可能性あり）　※入館は20：30まで

◆あっせん料金	 	一般　850円（前売一般料金	1,300円）　30枚

※土日祝日に限り、オンラインによる入場日時予約が必要となります。
　詳細は、Bunkamura	ホームページよりご確認ください。
※		障がい者手帳の提示で本人とお付き添いの方１名様は、	
当日券料金より半額（一般750円、大高350円、中小200円）となります。
　当日窓口にてご購入ください。
　〔お問い合わせ〕　050-5541-8600	（ハローダイヤル）

ハリウッド近くのホテルにて1953
ⒸBob	Willoughby	/	mptvimages.com

◀三越伊勢丹アプリの
ダウンロードはこちら

ロベール・ドアノー《流しのピエレット・ドリオン》　1953年
ゼラチン・シルバー・プリント©Atelier	Robert	Doisneau/Contact

展覧会チケット	①、②	購入方法
各チケットは、１月25日（月）から、近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーで会員証を提示してからお買い求めください。
各チケットは１人２枚まで。あっせん枚数に達した時点で終了となります。
会場での検温、マスクの着用にご協力いただくとともに、館内混雑の際にはご入場をお待ちいただく場合がございます。
お出掛けになる前には、必ず最新の公式ホームページをご確認ください。また、割引を受ける際には必ず証明できるものをご
持参くだだい。

近ツリ
販売

近ツリ
販売
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アドレス：kyousai@hot-time.net

事務局からのお知らせ
葛飾区中小企業勤労者福利共済会給付規程の一部改正について

令和３年4月１日から、共済会給付規程が一部改正されます。改正の内容は下記のとおりです。
改正前 改正後

第15条	（給付金の支給）
この規程に基づく給付金の支給は、規約第8条により会員としての
資格が発生した日（以下「加入した日」という。）
以降に発生する事由からとする。ただし、第２条から第６条の給付
事由については、加入した日から３か月を経過した日以降のものと
する。

第15条	（給付金の支給）
この規程に基づく給付金の支給は、規約第8条により会員としての
資格が発生した日から３か月を経過した日以降のものとする。
付則　この規程は、令和３年4月１日から施行し、施行した日以降
に発生した事由に起因する給付金の支給等について適用する。

2021年度	「お祝い金」対象の方をお知らせいたします。

2021年
「お祝い金」対象の方

給付事由 対象者 金額

就学(小学校) 2014年(平成26年)4月2日～
2015年(平成27年)4月1日生まれの方 10,000円

就学(中学校) 2008年(平成20年)4月2日～
2009年(平成21年)4月1日生まれの方 10,000円

成人(会員本人) 2001年(平成13年)に誕生日の方 10,000円
成人(会員の子) 2001年(平成13年)に誕生日の方 5,000円

銀婚 1996年(平成8年)に婚姻の方 20,000円
金婚 1971年(昭和46年)に婚姻の方 35,000円
古希 1951年(昭和26年)に誕生日の方 10,000円

共済会の事業は、会員が増えることによって事業の内容をより充実させ、
安定したサービスを提供することができます。
皆様のお近くで、未入会のお取引先や商店、お知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。

★特典①　新規入会者１名につき「図書カード（1,000 円）」を１枚プレゼント！

★特典②　会員から入会を促進された事業所（２名以上）が入会されると、

　　　　　ご紹介者にも「図書カード」をプレゼント！
入会できる方　事業所会員　区内の 300 人以下の事業所で働く従業員と事業主の方

　　　　　個 人 会 員　区内にお住まいで、従業員が 300 人以下の事業所で働く方

小さな負担で大きな福利！ 1人につき
入会金

200円

会　費
月　額

500円

　　　　　1／ 1（金）～２／28（日）までに入会された方対象期間

※事業主の方が負担した分につ
いては、税法上、損金または
必要経費として処理できます。

会員拡大キャンペーンを実施中！

会費月額

ワ ン コ イ ン ！

会員の皆さまへ
●年度途中（1 月）から、新規入会の方にお渡しする「施設利用補助券、コーポレートプログラム利用券」は
4 月にお渡ししている枚数の半分とさせていただきます。ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

●2021年度「施設利用補助券・コーポレートプログラム利用券」を 3 月号に同封します。
会費に未納があると同封出来ません。必ず、会費の入金・振込みをお願いいたします。

小学校、中学校に入学予定のお子様がいる方は、学校から通知書が届きましたら、必ずコピーをとって保管して
ください。お祝金の請求は、4 月 1 日 ( 木 ) を過ぎてから、事務局まで必要書類を郵送または
持参してください。

就学祝金の請求方法について ※2020年12月31日以前に入会された方が対象です。

給付金の請求漏れはございませんか? 事業案内またはホームページからご確認ください。
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※次回2021年３月号は、３月18日頃のお届け予定です。

●「FUJIYAMA　CLUB」は、富士急グループ
施設を　“特別優待価格”　でご利用いただ
けます。

ご案内はこちらから　↓
https://www.fujikyu-concierge.com/club/

ID 　hottime

PASS 　2295

ワンデイスキップ
一般レンタル料の17％～最大55％割引
	 （※24時間料金比較）
　●	ご利用の２時間前までご予約可能！
　●	クーポンレスでそのまま直接ご来店！
　●	クレジットカードで安心のネット決済！

https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/

ID 　7411
PASS 　38115

各種はがき　お申込み方法

ホームページからのお申込み方法

指定のはがきに①希望イベント名	・希望日時	②枚数	③会員番号	④会員氏名	⑤住所	⑥電話番号（日中の連絡先）をご記入の上、
共済会事務局までお申込みください。１枚のはがきにつき１イベントまでです。
締切日以降、当選・落選のお知らせは、メールも含み必ずご連絡しております。
お知らせが届かない方は、事務局までお問い合わせください。（チケットは、郵送のお取扱いも可能です。）
【あっせん枚数】	 １イベントにつき会員１人4枚まで　（枚数指定のあるものは除く。また、お席の指定は出来ません。）
【申込締切日】	 	各イベントごとに記載してあります。応募者多数の場合は、各イベントごとに抽選を行い、２月９日（火）

までに、当選・落選のお知らせを返信はがき、またはメールでご連絡いたします。
【申 込 先】	 〒125－0062　葛飾区青戸7－２－１　テクノプラザかつしか　葛飾区中小企業勤労者福利共済会あて

https://hot-time.net 又は ほっとたいむ葛飾
左側の「会員専用ページ」→ 申込みフォーム①～⑤よりお申込みください。

近ツリ
販売

	
近ツリ
販売中

●近畿日本ツーリスト区役所内旅行コーナーで
販売または、販売中です。	

		
●往復はがき、通常はがき	など指定のはがきで
お申込みください。	

●メールのお申込みフォーム（①～⑤）よりお
申込みください。

		
●メールまたは、往復はがきでお申込みください。

ページ チケット 申込方法 締切日

２

江川漁業	潮干狩り 近ツリ
販売 7/９

【全福ネット	防災シリーズ】
共済会ホームページトップ画面のロゴをクリック。
全福センターホームページより直接お申込みいただくか、
共済会ホームページより「申込用紙」をダウンロードして郵送または
ＦＡＸでお申し込みください。

4
専門店の味をご家庭で！
①千房　②リンガーハット  １/29

５
森永とうふ
●電話	・	FAX	・	メール	で、代理店に直接お申し込み。

２/19

7 巨人戦  ２/５

8 観劇	・コンサート（一般）  １/28

9

シンフォニーヒルズ  １/28

プレゼント　①、②  ２/12

10

展覧会
①		写真展		「	オードリー・スタイル	

飾らない生き方」
②写真家ドアノー／音楽／パリ

近ツリ
販売

無くなり
次第終了

ご案内している各興行について状況により変更がある場合もございます。ご理解のうえお申込みください。


