
　年の初めの運試し！！ ということで考えました。

クイズの正解者の中から　　　　　　　の方にお年玉をプレゼント！どんどん応募してくださいね？
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一般財団法人 くれ勤労者福祉サービスセンター

発行：一般財団法人 くれ勤労者福祉サービスセンター
　　　〒737−0029 広島県呉市宝町１番10号 呉駅西共同ビル７階
　　　TEL25-3691  FAX25-3687
　　　http://www.kurekinn.net/

サービスセンター
ニュース

迎 春 新年あけましておめでとうございます
会員事業所の益々のご発展と会員の皆さまのご多幸をお祈り申し上げます。
これからも皆さまに親しまれるセンターの運営に努めてまいりますので，一層のご支援と
ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　　　2018年 元旦

　一般財団法人 くれ勤労者福祉サービスセンター  職員一同

●今年度のチケット販売は３月15日までです！お早めに！

●助成金申請・チケット販売について
　�今年度の助成金申請とチケット販売についてご案内を掲載しました。
　詳しくはニュース裏表紙をご覧ください。
●平成30年４月からのサービス変更について
　詳しくはニュース裏表紙をご覧ください。

～耳寄り情報～

ディナーパーティーお待ちかね！呉の人気店「おうちレストランNISHIMAKI」
でディナーパーティーですよ！！
落ち着いた店内で，美味しいフレンチに舌鼓(ﾉ≧ڡ≦)

<イベント名  ディナーパーティー>☆日　　時　　2月16日㈮　18時30分から（受付は19時まで）
☆会　　場　　おうちレストラン NISHIMAKI（呉市中通1-3-20-2F・24-8373）
☆参加資格　　サービスセンター会員のみ
☆参 加 費　　3,000円（フリードリンク料込み）　一般料金：6,500円
☆定　　員　　 30名（抽選） 

最少催行人員　20名（20名に満たない場合は中止することがあります。）
☆申込方法　　 イベント名，事業所会員番号，会員氏名をご記入の上，ファックス，郵送，

センター窓口へ持参，お電話のいずれかでお申し込みください。同席を
希望される場合は，ご一緒にお申し込みください。

☆受付期間　　 １月4日㈭から18日㈭まで
　　　　　　　（※18日必着　消印有効ではありませんのでお気をつけください。）

抽選日：１月19日㈮
当選者には１月23日㈫に案内と振
込用紙を発送します。
落選者に連絡はいたしません。
当落のお問い合わせは１月22日㈪
以降にお願いします。
当日のお席はセンターで決めさせ
ていただきます。ご了承ください。

【 問 題 】
2017 年９月
ご婚約が内定した皇族
｢秋篠宮眞子｣ 様ですが
婚約者のお名前は？
右のページの〇に入る
漢字一文字は何？

お年玉プレゼントクイズ！！ お年玉は？
１等　商品券 5,000 円分　１本
２等　商品券 3,000 円分　５本
３等　商品券 1,000 円分� 20 本

応募資格　会員限定（会員一人１回のみ応募可能）
応募方法　 記入要領を参照して，必ずハガキで応募してください。

＊記入漏れがあった場合は無効になります。
応募期間　平成30年１月４日㈭～１月22日㈪必着
抽 選 日　平成30年１月23日㈫
当選発表　  お年玉の発送を以って当選の通知といたします。

発送は自宅宛に限ります。
　　　　　   １月中に賞品が届かない場合は残念ながら落選と

なりますのでご了承ください。

抽選で
26名

①お年玉クイズ

②答え

③�事業所番号－会員番号

④�会員氏名

【記入要領】
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☆年末年始の休業について
　平成29年12月29日㈮～平成30年１月３日㈬の期間，センターの業務を休業いたします。
☆平成30年度(4月より)サービス内容変更について
＊  助成金については３月19日㈪必着を過ぎますと，来年度分として助成額が減額になるものがありますのでご注

意ください。

センターからの
　  お知らせ

☆1月22日㈪は会費の口座振替日です
　１月～３月までの会費を所定口座から振替えさせていただきますので，口座に早めのご入金をお願いいたしま
す。なお，振替不能となった場合，入金が確認できるまでの間，センターの各種サービスを受けられない場合も
ありますので，ご注意ください。

　なお，１月１日入会の方につきましては，入会金（１人 500 円）も合わせて振替えさせていただきます。　
振替額＝1,000円×1月1日の会員数×３カ月

☆今年度のチケット販売は３月15日受付け分までです
　今年度のチケット販売は３月15日㈭受付分をもって終了します。
　年度内の販売制限枚数のあるチケットはお早めにご注文ください。
　新年度のチケット販売は4月4日㈬からです。チケットご購入の際には，在庫管理の関係上，日数に余裕をもってご
注文いただきますようご協力をお願いします。会員の皆さまにはご不便をおかけしますが，何卒ご了承ください。

☆助成金の申請について
　助成金の申請はそれぞれの申請期間内にお忘れなく申請してください。
　今年度（平成29年度）の助成金申請の締め切りは3月19日㈪です。（必着）
　締切日以降は平成30年度分として取り扱いますので,ご了承ください。

　　＊助成回数はいずれも年度内1回のみです。（4月から翌年3月まで）
　　＊助成事由の発生した日が会員在籍期間内のものに限ります。

助成金種別 申請期間 添付書類 助成金額 対象者

宿泊助成金 宿泊日から
90日以内

申請書と 
領収書の 
コピー　

3,000円 会員本人

健康診断受診助成金 受診料支払い日から
90日以内

領収金額3,000円～10,000円未満

3,000円
会員本人

領収金額10,000円以上

5,000円
カルチャーセンター受講

助成金(文化系) 3月19日まで 2,000円 会員本人

カルチャーセンター受講
助成金(スポーツ系) 3月19日まで 2,000円 会員本人

インフルエンザ
予防接種助成金

領収日から
90日以内 1,000円 会員本人

事業種類 変更内容

健康診断助成金

領収書合計金額 助成額
3,000 円以上   7,000 円未満 2,000 円
7,000 円以上 10,000 円未満 3,000 円

　10,000 円以上 5,000 円

インフルエンザ
予防接種助成金

領収書金額 助成額
1,000 円以下 助成なし
1,001 円以上 1,000 円

ゴルフ場割引利用券 　　　　　　会員１人年間５枚まで
ジェフグルメカード割引販売 　　　　　　会員１人年間 10 組まで

サンフレッチェ広島
チケット販売

席区分 会員料金
指定席・ＳＳ席 3,300 円
指定席・ＳＡ席 2,100 円

バックスタンド自由席・大人 1,500 円
バックスタンド自由席・小中高 700 円



　　 お薦めツアー
☆参加資格   サービスセンター会員と同居家族
＜利用方法＞
① 旅行社へ勤労者福祉サービスセンターの会員である旨を告げて，センターニュース122号に掲載してある旅行と言って申込んでください。
② 旅行代金の振込用紙，旅行の詳細等は旅行社より送付されます。（振込手数料が必要となりますので，ご了承ください。旅行社の窓

口でのお支払いも可能です）
＜注意事項＞
①取消料（一般料金を基準）や実施等の条件は主催旅行社の約款によります。②行程は交通機関等の事情により，変更になることが
あります。予めご了承ください。③旅行社が定める最少催行人数に達しない場合は，中止になることがあります。④参加はいずれか
１回に限ります。
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申込先　新広島トラベル㈱
呉市宝町2−23−3　TEL：25−8139

��　3 日帰りバスツアー�日御碕と荒ぶる日本海�寒ブリ絶品ツアー
☆最少催行人員　30名
☆出 発 日　2018年2月25日㈰
☆会員旅行代金    貸切バス代・高速道路代・昼食１回・観光料金・駐車場代 

乗務員経費・旅行保険含む

会　員 8,000円（10,000円）
同居家族 9,000円（10,000円）

日帰り

同居家族
割引あり

行程表

各地区−−−（呉 IC・小谷 SA・道の駅たたらば壱番地・出雲 IC）−−−日
13：00

御碕（昼食
14：00

）
−−−出

14：20

雲大社
15：20

−−−（出雲 IC・道の駅たかの・小谷 SA・呉 IC）−−−各地区

申込先　瀬戸内海汽船トラベルサービス 呉営業所
呉市宝町4−45（呉港旅客ターミナル内）　TEL：21−5112

��　1 道後温泉別館「飛鳥乃湯泉」オープン記念企画�『道後舘ランチ』と『飛鳥乃湯泉』
日帰り

同居家族
割引あり

☆募集人員　20名程度（先着）
☆設定期間　2018年１月8日（月・祝）～ 3月31日㈯
☆会員旅行代金（往復フェリー代･昼食代・飛鳥之湯泉１階入浴券・税金含む）

会　員 同居家族大人 同居家族小学生
7,000 円

（9,000 円）
8,000 円

（9,000 円）
3,500 円

（4,500 円）

行程表
呉
9：00

港～
フェリー

～～松
10：55/11：00

山観光港＝
タクシー

＝＝道
11：30

後温泉
（昼食・道後舘入浴・飛鳥乃湯泉入浴）

…
徒歩

道
15：56

後温泉駅＝
リムジンバス

＝＝＝松
16：35/16：50

山観光港～
フェリー

～～呉
18：45

港

※（　）内は一般料金
※詳細は旅行社にお問い合わせください。

申込先　ひろでん中国新聞旅行㈱ちゅーピープラザ
〒720-0021広島市中区胡町3-19中国ビル５階　TEL：082−543−2022 担当：山田・三原

  　えびの町・山口県秋穂へ�車えび食べ飲み放題&いちご食べ放題�《高級食材をいただく最強のバイキング》2

日帰り
同居家族
割引あり

☆最少催行人員　30名
☆出 発 日　1月20日㈯・1月27日㈯・2月17日㈯・2月24日㈯
☆会員旅行代金　おひとり　昼食１回付　添乗員：広島駅より同行

会　員 13,500 円（15,500 円）
同居家族大人(中学生以上) 14,500 円（15,500 円）
同居家族子供(小学生以上) 11,500 円（12,500 円）
同居家族幼児(3才以上) 8,500 円    （9,500 円）  

（　）内は一般料金
※詳細は旅行社にお問い合わせください。

行程表

呉
7：56発

駅□■□■広
8：27着

島駅……広島駅新幹線口
8：50発

＝＝＝（広島高速～五日市IC～宮
9：30発

島SA～山
口南IC）＝＝＝秋

11：30～13：30

穂「民宿しらい」/車エビ食べ放題！飲み放題！たっぷり2時間

＝＝＝山
14：10～14：50

口市内又は小野田市/いちご狩り食べ放題＝＝＝

（防府東IC～宮
17：00頃

島SA～五日市IC～広島高速）＝＝広
17：40頃

島駅新幹線口…広
18：00発

島駅□■□■呉
18：33着

駅

食べ放題　～お品書き～
●車えび（おどり・塩焼き・フライ）●さざえ●カニ
●貝柱●活魚船盛●季節鉢盛●生野菜●ご飯
●赤だし●フルーツ

飲み放題　～お品書き～
・生ビール　・日本酒　・ウィスキー
・焼酎　・チューハイ　・ウーロン茶
・ジュース

●ミネラル＆ビタミン C が豊富で，大粒で甘く有機肥料でお子様も安心のイチゴ

※詳細は旅行社にお問い合わせください。
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＜応募方法＞
ハガキかFAXに次の事項をご記入のうえ，センターまでお送りください。
※ハガキは必ず郵送してください。
①ナンバープレイス　②解答（模様つきのマスの数字の合計）
③事業所番号－会員番号　④会員氏名　⑤センターへのご意見，ご要望など

＜受付期間＞ 2月1日㈭まで　（当日消印有効）
　なお，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。当選された方の自宅宛
てに商品をお送りいたします。（2月中旬の予定です。）
　たくさんのご応募お待ちしています♪
　前回の「頭の体操！？ナンバープレイス！！」は71名のご応募をいただきありがとうござい
ました。当選した方には，お菓子の工房Karanの焼き菓子ギフトBOXをお送りしました(^^♪

頭の体操！？ナンバープレイス！！

11 月号の解答：32

①ナンバープレイス

②解答（マスの合計）

③�事業所番号－会員番号

④�会員氏名

⑤ご意見，ご要望

【記入例】
模様つきのマスの数字の合計は??　正解者の中から抽選で20名様にプレゼント
が当たります！！ご家族で一緒に考えてくださいね！

ルール	１．�タテ９列，ヨコ９列それぞれの列に１～９の数字が必ず入ります。
� ２．�太い線で囲まれた３×３マスのブロック内にも１～９の数字が必ず入ります。
� ３．�同じタテ列・ヨコ列，３×３のブロック内に同じ数字は入りません。

チケット販売
センターにご連絡ください。
折り返しセンターからチケット
と振込納付書を送付します。

お申込みについて
チケットのお申込み方法は各
チケット情報の申込方法をご
覧ください。

「受付期間」「受付時間」の記載
がないものは平日８時 30 分か
らの受付です。

　お申し込みいただいた各種チケットは，センターでのお受け取り，または事業所かご自宅へ
の郵送（合計金額が 20,000 円以上の場合はセンターでのお受け取りをお願いします）となります。
チケットの配達は原則として行っておりません。チケットの当日分の発送は 16 時 30 分受付分
まで，以降は翌日（金曜日の場合は翌週）の発送となりますので，ご了承ください。

チケットの発送について

申込方法　電話，FAX，窓口でお申し込みください。
　会員1人3枚までとさせていただきます。

開館35周年記念

呉市立美術館のあゆみ展
平成30年１月６日㈯～２月12日㈪まで
開館時間，休館日は美術館にお問合わせください。

呉市立美術館 呉市幸町入船山公園内

会員料金 一般料金
一　　般 400円 800円

申込方法　電話，FAX，窓口でお申し込みください。
　会員1人3枚までとさせていただきます。

遊べる浮世絵展
平成30年１月5日㈮～２月12日㈪まで
開館時間，休館日は美術館にお問合わせください。

広島県立美術館 広島市中区上幟町2-22

会員料金 一般料金
一　　般 600円 1,200円
高・大生 400円 800円
小・中生 250円 500円

次回の予定…第64回日本伝統工芸展
　　　　　平成30年２月23日㈮～３月11日㈰
　　　　　＊詳細は１月中旬以降センターにお問い合わせください。
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歌川広重の世界
平成30年１月3日㈬～２月12日㈪まで
開館時間，休館日は美術館にお問合わせください。

ひろしま美術館 広島市中区基町3-2

申込方法　電話，FAX，窓口でお申し込みください。
　会員1人3枚までとさせていただきます。

会員料金 一般料金
一　　般 650円 1,300円
高・大生 500円 1,000円
小・中生 300円 600円

次回の予定…ミュシャ展
　　　　　　平成30年２月24日㈯～４月８日㈰
　　　　　　＊詳細は１月中旬以降センターにお問い合わせください。


