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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

●カープ公式戦入場券の取り扱い方法について！
　２ページ～３ページを必ずご確認ください！！
●各種利用券についてのお知らせ
　詳しくは裏表紙「センターからのお知らせ」をご覧ください。

●助成金・慶弔給付保険金についてのお知らせ
　詳しくは裏表紙「センターからのお知らせ」をご覧ください。
●年度末決算に伴う棚卸し期間について
　今年度のチケット販売は３月15日㈭までです。
　詳しくは裏表紙「センターからのお知らせ」をご覧ください。

～耳寄り情報～

4月5日㈭午前９時から受付を開始します

<イベント名  フラワーアレンジメント>
母の日・アレンジメント教室

5 月 13 日は母の日です！日頃の感謝の気持ちを込めて、素敵なアレンジメントを贈りませんか？初めての方でも素敵な作品が出来ますよ♪

☆日　　時　5月11日㈮18時30分から約２時間　　☆会　　場　ビューポートくれ
☆参加資格　サービスセンター会員と同居家族及び会員関係者
　　　　　　 会員１名につき同居家族及び関係者合わせて２名まで参加可能
　　　　　　［同居家族のみ（２名まで）のご参加も可能です。］
☆講　　師　槙坪　一誠 先生（東京フラワースタイル“Kure”主宰）
☆参 加 費　会　　　員　1,500円　　同居家族　2,000円
　　　　　　会員関係者　2,500円      （花材費を含みます）
　　　　　　なお，出来上がった作品はお持ち帰りいただきます。
☆定　　員　50名（先着順）
☆申込方法　 イベント参加申込書でファックス，郵送または持参，電話でも受付致します。

<作品例>

《講師紹介》

槙坪 一誠 先生
（東京フラワースタイル“Kure”主宰）

呉のフラワーデザインの第一人者。1967年フラワーデザ
イン教室開設以来，51年間にわたり講習会等を各地で開
催し，これまでに3500名以上を指導するなど活躍中。

お申込みに際してのお願い
　フラワーアレンジメント教室には，毎年多くの
会員の皆さまからお申込みをいただいておりま
す。花材のみの持ち帰りを希望される方のお申込
みは，ご遠慮いただきますようお願いします。

席 区 分 会員料金 一般料金 取扱枚数
指定席･SS席 3,300 円 5,900 円 10 枚※
指定席･SA席 2,100 円 4,300 円 10 枚※

バックスタンド
自由シート(大人) 1,500 円 3,200 円 20 枚　
バックスタンド
自由シート(小中高)    700 円 1,500 円 20 枚　

※ SS席，SA席につきましては，ホームまたはアウェイ側のご希望を承りますが， 
チケットが完売の場合は，ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

スタジアムで熱い声援をおくりましょう!!!

サンフレッチェ広島入場券の販売
試 合 日 対戦カード キックオフ チケット発売日 申込受付期間

4月 4 日㈬※ 浦和レッズ 19：00
3月3日㈯ 3月5日㈪～ 8日㈭4月11日㈬　 横浜 F・マリノス 19：00

4月21日㈯　 サガン鳥栖 14：00
5月 2 日㈬ 清水エスパルス 19：30

4月7日㈯ 4月9日㈪～ 12日㈭5月 6 日㈰　 ヴィッセル神戸 17：00
5月 9 日㈬※ ガンバ大阪 19：00
5月20日㈰　 セレッソ大阪 16：00

※YBCルヴァンカップ
・ お申込みは，一試合につき会員１人指定席は２枚まで，自由シートは４枚までとさせていただきます。
・ 受付期間終了後のキャンセル・変更は一切できません。
・入場券の発送はチケット発売日以降になります。

お　願　い

会場【エディオンスタジアム広島（広島広域公園陸上競技場）】

（Ⓒ1992  S.FC）
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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＞ 4月2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。（4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74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、
ROYCEのポテトチップチョコレートをお送りしました(^^♪

頭の体操！？
ナンバープレイス！！

正月号の解答：35

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。8 5

4 9
2 1 3

9 3 6
6 4 7

6 8 1
5 9 7
1 2

6 3
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　昨今の広島カープの成績好調を受け，
センターでの抽選受付作業の効率化と経費削減のため
受付方法を変更いたしました。
抽選申込みは「ハガキ」か「封書」の郵送分のみとさせていただ
きます。
　●ハガキの場合…  1枚の申し込みで1試合会員1人分のみ受

付けます。
　●封書の場合　…  1枚の申し込みに1試合会員1人分記入

のうえ，複数の申込書を封入することが
可能です。

なお，お申込には「申込専用用紙」をコピーしてご利用くだ
さい。
また，転売目的でのお申し込みは固くお断りいたします。
節度あるご利用をお願いいたします。

　　　　　
　●すべての日程で「抽選」とします。
　●  購入はシーズン中，会員1名につき内野外野合わせて

20枚までです。
　●    各日程の受付期間内にハガキか封書でお申込くださ

い。電話，窓口・FAXでは受付いたしませんのでご注
意ください。

　　　1枚の申し込みで1試合会員1人分のみ受付けます。
　　　  会員１名につき申し込みは内野２枚又は外野４枚まで

です。
　　　  同一カードで複数の日程にお申し込みは可能です

が，１枚の申込用紙で複数の日程や複数の会員分を
申し込まれたものは無効となりますのでご注意くだ
さい。

　●  切手料金が不足している場合はお受け取りいたしませ
んのでご注意ください！

　●  直接センターの郵便受けに投函されたと思われる消印
のない封書，ハガキは受付しません。

　●  チケットの発送を以って当選の通知といたします。
　　　  当落の確認は受付期間終了の10日後午後１時以降に

電話でお問い合わせください。
　●申し込み後のキャンセル・変更はできません。
　●内野外野とも席位置はセンターにお任せいただきます。
　● 配券の都合上，お席が並びにならないこともあります。ご

了承ください。
　●チケットの発送は試合日の７～10日前となります。

席 区 分 会員料金 一般料金 取扱枚数
内野指定席 3,000 円 3,600 円 20枚
外野指定席 1,800 円 2,100 円 20枚

試 合 日 対  戦 試合開始時間 申込受付期間
3月30日㈮ 中　日 １８：００

3/7㈬～
3/12㈪

3月31日㈯ 中　日 １４：００
4月 1 日㈰ 中　日 １３：３０
4月 6 日㈮ DeNA １８：００
4月 7 日㈯ DeNA １４：００
4月 8 日㈰ DeNA １３：３０
4月18日㈬ ヤクルト １８：００ 4/2㈪～

4/5㈭4月19日㈭ ヤクルト １８：００
4月28日㈯ 阪　神 １３：３０

4/9㈪～
4/12㈭

4月29日㈷ 阪　神 １３：３０
4月30日㉁ 阪　神 １３：３０
5月 1 日㈫ 巨　人 １８：００
5月 2 日㈬ 巨　人 １８：００
5月 3 日㈷ 巨　人 １３：３０
5月 8 日㈫ DeNA １８：００
5月 9 日㈬ DeNA １８：００
5月11日㈮ 阪　神 １８：００
5月12日㈯ 阪　神 １４：００
5月13日㈰ 阪　神 １３：３０
5月18日㈮ ヤクルト １８：００

4/23㈪～
4/26㈭5月19日㈯ ヤクルト １４：００

5月20日㈰ ヤクルト １３：３０
5月25日㈮ 中　日 １８：００

5/7㈪～
5/10㈭

5月26日㈯ 中　日 １４：００
5月27日㈰ 中　日 １３：３０
5月30日㈬ 西　武 １８：００
5月31日㈭ 西　武 １８：００

日程・受付期間

カープ公式戦観戦チケット 抽  選 !
ハガキ・封書の

郵送分のみを受付

取扱方法



 ＊封書でお申し込みの場合
・  この用紙をコピーし、下の様式にすべてご記入のうえ、必ず切り取り線で切り取って封入して下さい。

封書には複数の申込書を同封することが可能です。必要な切手を貼り郵送してください。消印のな
いものは無効です。

 ＊ハガキでお申し込みの場合
・  この用紙をコピーし、下の様式にすべてご記入のうえ、必ず切り取り線で切り取ってハガキに貼り、

郵送してください。消印のないものは無効です。
期間内必着です。消印有効ではありません。

　  当落の確認は受付期間終了の 10 日後の午後１時以降
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カープ公式戦チケット抽選
申込専用用紙

保存版

コピーしてご利用ください。

カープチケット

事業所―会員番号　　　　　―　 　　　　　

会員氏名　　　　　　　 　　　　　　　　

試 合 日　　　 　月　　　　日 (　　）曜日

対戦チーム　　　　 　　　　　　　　

座　　席　　　内野　　・　　外野　 　
（どちらかを〇で囲む）

枚　　数　　　　　 　　　　　枚

送 付 先　　　　　　自宅　　　　　　事業所
（どちらかを〇で囲む）

カープチケット

事業所―会員番号　　　　　―　 　　　　　

会員氏名　　　　　　　 　　　　　　　　

試 合 日　　　 　月　　　　日 (　　）曜日

対戦チーム　　　　 　　　　　　　　

座　　席　　　内野　　・　　外野　 　
（どちらかを〇で囲む）

枚　　数　　　　　 　　　　　枚

送 付 先　　　　　　自宅　　　　　　事業所
（どちらかを〇で囲む）

ご注意 !!
		申込期間外に届いたもの、記入漏れ、記入間違いや	
1 枚の申込用紙に複数の日程、複数の会員分を記入さ
れたもの、消印のないものは抽選対象外です。その他、
センターニュースの注意事項を必ずご確認ください。

〒 737-0029
呉市宝町１番 10 号
　　呉駅西共同ビル７階
一般財団法人
くれ勤労者福祉サービスセンター
　　　カープチケット係

切り取り



4

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。

パリジェンヌ展
4月11日㈬～6月10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 700円 1,400円
高・大生 450円 900円
小・中生 300円 600円

ねこがいっぱい　ねこアート展
４月21日㈯～6月24日㈰
＊金額はお申込の際、センターにお問い合わせください。
　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。

呉市文化ホール 呉市中央3丁目10-1

呉市文化ホール開館30周年記念
めざましクラシックスin呉
４月15日㈰開演：15時00分（開場：14時30分）
出演：  松本　蘭（ヴァイオリニスト），軽部真一（フジテレビアナウンサー）ほか
　　　[スペシャルゲスト]ＮＡＯＴＯ（ヴァイオリニスト）
　　　[ヴォーカルゲスト]藤澤ノリマサ　〔特別出演〕棚田徹，古沢知子（テレビ新広島アナウンサー）

“笑いのプロフェッショナル”吉本新喜劇と
“音楽のプロフェッショナル”日本センチュリ
ー交響楽団の異色コラボが実現！
<第一部>日本センチュリー交響楽団による
名曲コンサート
弦楽器主体で構成されたオーケストラが、誰
もが知っているクラシックの名曲を演奏
合間にはその日の指揮者と吉本芸人でわかり
やすく楽器の紹介コーナーを設け、オーケス
トラをもっと身近に楽しんでいただけます。
<第二部>オーケストラ新喜劇
吉本新喜劇おなじみのメンバーが、日本セン
チュリー交響楽団のメンバーと共に、今までに
ないオーケストラと融合した吉本新喜劇を披
露！　新喜劇のおなじみのギャグがオーケスト
ラの音ともにてんこ盛りです！

申込方法　  受付期間中に「電話」か「FAX」でお申し込みください。
　　　　　郵送・窓口では受付しません。
　　　　　会員１人2枚までとさせていただきます。
　　　　　１回の申込で会員一人分を受付けます。
　　　　　  ①チケット名―「めざましクラシックス」②「事業所－会員番号」 

③「会員氏名」　④希望枚数　⑤「送付先」(自宅か事業所)をお知らせください。

会員料金 一般料金
S 席 4,100円 5,500円

受付期間   ３月８日㈭午前９時～１５日㈭午後５時まで  
当落のお問い合わせは３月19日㈪13時より
チケットの発送は4月上旬になります。

受付期間   ４月９日㈪午前９時～13日㈮午後５時まで  
当落のお問い合わせは4月18日㈬13時より
チケットの発送は4月下旬になります。

抽　選
S席限定25枚

申込みは
電話・FAXで

抽　選
S席限定各公演25枚

申込みは
葉書・FAXで

呉市文化ホール開館30周年記念
吉本新喜劇×日本センチュリー交響楽団「オーケストラ新喜劇」
5月27日㈰ ①開演：12時30分（開場：12時00分）
　　　　　　②開演：16時00分（開場：15時30分）
出演：吉本新喜劇　
　　　日本センチュリー交響楽団

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。

歌川広重 二つの東海道五拾三次
4月７日㈯～5月20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 500円 1,000円

４月４日から販売

４月４日から販売

４月４日から販売

会員料金 一般料金
S席 4,100円 5,500円

申込方法　  受付期間中に「葉書」か「FAX」でお申し込みください。
　　　　　電話・窓口では受付しません。
　　　　　会員１人2枚までとさせていただきます。
　　　　　１回の申込で会員一人分を受付けます。
　　　　　  ①チケット名―「オーケストラ新喜劇」②「事業所－会員番号」　③「会員氏名」

④希望時間  ①か②　⑤希望枚数　⑥「送付先」(自宅か事業所)をお知らせください。



　　 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123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　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 宿毛リゾート椰子の湯で食す絶品！漁師懐石料理 最後の秘境・柏島大堂海岸ウォーク ２日間
宿泊

会員のみ
割引

☆募集人員　20名程度（先着）
☆出 発 日　3月23日㈮
☆会員旅行代金　●朝食１回　昼食２回　夕食１回含む　●添乗員同行
　（大人お１人）

２～４名１室 １名１室
29,800 円

（32,800 円）
34,800 円

（37,800 円）

行程表
呉
9：00

中央桟橋～（フェリー）～松
10：55/11：00

山観光港＝＝大
12：10/14：00

洲（現地ガイドと歩く小京都の町並み散策
と昼食）＝＝道

15：15/15：30

の駅みしょうMIC＝＝石
15：45/16：30

垣の里外泊（「美しい日本の歴史的風土100選」
にも選ばれた集落をガイドと散策）＝＝宿

17：20

毛市（泊） 〈宿泊〉宿毛リゾート椰子の湯

ホ
8：00

テル＝＝バス乗換＝＝大堂山展望台・・お
9：10/10：40

猿公園・・観音岩＝＝バス乗換＝＝柏
10：50/11：10

島橋散策
＝＝ベ

11：30/12：20

ルリーフ大月（昼食）＝＝さ
14：00/14：30

きいや広場（お買い物）＝＝松
16：30/16：50

山観光港～（フェリー）～
呉
18：45

中央桟橋※（　）内は一般料金

申込先　ひろでん中国新聞旅行㈱商品企画部
〒730-0021広島市中区胡町3-19中国ビル５階　TEL：082−543−2022 担当：山田

  　南国土佐の一本釣りのかつお料理 藁焼きの鰹たたきと希少部位ハランボ 《地元名店でいただく初鰹》2

日帰り 同居家族
割引あり

☆最少催行人員　30名
☆出 発 日　3/25㈰・4/1㈰・4/8㈰・4/15㈰・5/12㈯・5/19㈯
☆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 10,800 円（12,800 円）
同居家族大人(中学生以上) 11,800 円（12,800 円）
同居家族子供(小学生) 9,800 円（10,800 円）
同居家族幼児(3才以上) 8,800 円    （9,800 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
7：06発

駅□■□■広
7：48着

島駅……広
8：00発

島駅新幹線口＝＝＝（広島東 IC ～福
9：00発

山 SA ～《瀬戸大橋》～高知 IC）
＝＝＝創

12：00～13：00

業百年の老舗「司本店」でいただく“初鰹御膳”＝＝＝

＝＝＝ 3・4 月出発 300 年以上の歴史を誇る高知日曜市
最大 420 のお店がおよそ 1300m に渡って並ぶ日本一長い街路市

13：20～14：30

＝＝＝

＝＝＝ 5 月出発 リニューアルオープンの高知県立坂本龍馬記念館
龍馬の肉筆展示など企画展開催！

14：10～14：50

＝＝＝

（高知又は南国 IC ～福
17：30頃

山 SA ～広島東 IC）＝＝＝広
18：30頃

島駅新幹線口……広
19：00発

島駅□■□■呉
19：32着

駅

申込先　新広島トラベル㈱
呉市宝町2−23−3　TEL：25−8139

  　3 広島空港発チャーター便で行く東北の旅　添乗員同行 みちのく周遊北東北ベストハイライト3日間

行程表
　5/1  広島空港→大館能代空港･･･角館など観光･･･田沢湖高原温泉(泊)　

＜駒ヶ岳グランドホテル＞
　5/2  田沢湖、奥入瀬渓流など観光･･･三沢(泊)　 ＜星野リゾート青森屋＞
　5/3  弘前公園など観光･･･青森空港→広島空港

宿泊
会員のみ

割引
☆最少催行人員　30名
☆出 発 日　5月1日㈫
☆会員旅行代金 　（大人お１人）  

２名１室 ３名１室 ４名１室
126,000 円
（129,000 円）

124,000 円
（127,000 円）

122,000 円
（125,000 円）

（　）内は一般料金　※詳細は旅行社にお問い合わせください。

※詳細は旅行社にお問い合わせください。
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◆新規割引利用施設のご案内
次の施設が平成30年４月より割引料金でご利用いただけるようになりましたのでお知らせします。

◆割引施設契約解除のお知らせ
以下の施設との割引契約が３月31日で解除になりますのでお知らせいたします。

　●㈱東映ゴルフ倶楽部(東広島市八本松町吉川5562-23)

◆今年度のチケット販売について
今年度のチケット販売は３月15日㈭受付分までです。
年度末決算業務のため，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。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。

◆今年度（平成29年度）の助成金申請について
今年度の助成金申請の締切日は３月20日㈫（必着）です。お忘れなく書類を提出してください。なお，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。また，４月から受講されるカルチャーセンターの受講料助成は平成30年度分として，
４月以降に申請してください。

◆入学祝金の申請について
この春，小・中学校に入学されるお子さんのいらっしゃる会員様には，４月中旬頃，事業所に所定の用紙を送付します。添付書類

（入学通知書の写し）をご準備の上ご案内の到着をお待ちください。ご案内・申請書が届き次第、必要事項を記入のうえ，入学通知書
の写しを添えてセンターまでお送りください。また，入会の際に同居家族を登録されていない方，変更がある場合はお知らせください。
入学通知書の写しが手元にない場合はセンターまでご連絡ください。

◆次年度のゴルフ場割引利用券について
平成30年度分のゴルフ場割引利用券をご希望の方は，３月22日㈭以降にセンターまでご連絡をお願いします。発送は３月末の予

定です。（ご利用は４月１日からです）なお，利用券を紛失されても再発行はできませんので，未使用の券は大切に保管してください。
前号ニュースでお知らせのとおり、平成30年度より、利用券は年間５枚となりますのでご了承ください。

◆美術館割引利用券について
センターでは会員１人年間８枚まで「呉市立美術館所蔵品展」・「蘭島閣美術館常設展」・「広島市現代美術館常設展」の割引利用券

を発行しております。
上記の利用券を蘭島文化振興財団の管理施設でご利用される場合，「蘭島閣美術館」以外の施設（松濤園，白雪楼，蘭島閣美術館別館，

昆虫の家（頑愚庵），春蘭荘・松籟亭・煎茶室，三之瀬御本陣芸術文化館）ではご利用いただけません。ご理解のほどお願いいたします。

◆映画館特別利用券について
呉ポポロシアターが大人1,000円でご利用いただける映画館特別利用券について、次年度の利用期限が入った特別利用券を発行い

たします。平成30年度分の映画館特別利用券をご希望の方は，３月22日㈭以降にセンターまでご連絡をお願いします。発送は３月
末の予定です。（ご利用は４月１日からです）なお，利用券を紛失されても再発行はできませんので，未使用の券は大切に保管してく
ださい。

◆会員異動の手続きはお早めに！
退職者の退会届は，会員証を添えてお早めにセンターまで提出してください。
３月中の退会の場合は，３月30日㈮必着でお願いします。提出が遅れますと４月分の会費を頂くことになりますのでご注意くださ

い。また，会員事業所で入会されていない方のご入会につきましてもよろしくお願いいたします。

◆会費納入についてのご案内
センターでは会員１人につき月額1,000円の会費をいただいて

おります。会費は入会時にお届けいただいた事業所の所定口座から 
右記のとおり，振替させていただいております。
１回に振替させていただく会費は振替月（４月，７月，10月，１月）
の１日現在の会員数をもとに，３カ月分を計算しております。

☆４月20日㈮は会費の口座振替日です☆
４月～６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，所定口座に早めのご入金をお願いいたします。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，４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×４月１日の会員数×３ヶ月

新規加入事業所紹介　（12～1月入会　敬称略）　　ご入会ありがとうございました。

㈲電化シティー呉

納　期 会　費 振 替 日
第１期 ４ ・ ５ ・ ６月分 ４月 20 日
第２期 ７ ・ ８ ・ ９月分 ７月 20 日
第３期 10・11・12 月分 10 月 20 日
第４期 １ ・ ２ ・ ３月分 １月 20 日

※振替日が金融機関の休業日にあたるときは，翌営業日となります。

センターからの
　  お知らせ

施設名 対象商品 割引内容 ご利用方法等

かんぽの宿　竹原
広島県竹原市西野町 442-2

TEL：0846-29-0141

日帰り入浴
一般料金
大人（12歳以上）600円
＊消費税・入湯税込み

左記の一般料金より
100 円引き
＊消費税込み

＊会員と同伴者３名まで
　子どもは割引対象外
＊会員証提示




