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～ 取扱中チケット ～先着 定数に達した時点で終了

会員1,518人

（2021年10月1日現在）

随時受付、事前に申込お願いします。

チケットの返金はしません慎重にお申込みください。
事

業

名

有効期間

料金・情報

東京・ミュージアム ぐるっとパス2021

2022/3/31

1冊1,300円

よみうりランドワンデーパス

2022/3/31

1枚3,300円 残りわずか！

ムーミンバレーパーク入園チケット

2022/3/31

おとな1,500円 こども800円（こども残りわずか）

スパリゾートハワイアンズ法人券

2022/3/31

1枚500円

多摩六都科学館チケット

2022/5/31

大人500円 子供200円（展示室+プラネタリウムまたは大型映像）

昭島温泉 湯楽の里 1人2セット限定

2023/3/31

1セット10枚 4,400円

手指用アルコール

詳しくは 共済会だよりNo252をご覧ください。

残りわずか！

1本1,000円 1会員1本限定

＜P2・P3・P4・P5・P6＞よくお読みください。
※申込用紙を同封しています。足りない場合は、コピーをしてお使いください。
受付期間… 11月1日から11月19日 まで

＜先着順＞

受付前のお申込みは無効です。

※直接窓口に来所されても事前申込をしていない方は、購入できません。
申込方法… FAX、メールにて、①事業所名 ②会員氏名 ③連絡先④希望数⑤FAX番号（FAXでお申込みの方）を記入し
お申込みください。受付完了連絡を必ずしますので、受信できるようにしておいてください。
お渡し日をお知らせいたします（窓口の混雑を防ぐため）
～お願い～
～注 意～

お取り寄せの代金は、振込でお願いします。
購入後のキャンセル、返金はできません。購入は慎重にお願いします

ホームページ
QR

メール
QR

他人への譲渡、及びオークション出店等は禁止しましす。
譲渡したことが判明した場合は、補助した代金を請求します。
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おうちでゆっくりくつろぎながら 旅行気分でお取り寄せ や ご贈答にいかがですか♪
①・②「昭島観光まちづくり協会」セレクトセットは、こでしか購入できないオリジナルです。
③・④「さかな屋の豪華特選ギフト」は、“さかなの街”焼津で創業35年の焼津さかなセンターが厳選しました。
⑤

「聘珍樓」は、内容はもちろん味も満足できるものです。

申込方法は、P6をご覧ください。 電話受付及び窓口での入金は致しません。

① 昭島甘～いものセット ②友好都市岩泉町応援セット

※限定50個（先着順）

あっ旋数 1会員 ①・② 各2個まで
申込方法 同封の申込用紙に必要事項を記載し11月19日までにＦＡＸ、メールでお申込みください。お申込み後入金をお願いします。
（申込用紙はコピーをしてお使いください。）
発送時期 12月中旬～下旬を予定しています。
※この企画の取り扱いは「昭島観光まちづくり協会」が行います。

① 昭島甘～いものセット

1,980円【通常3,300円税・送料込】

郷地町で採れたはちみつと武蔵野にある東京チョコレイトファームのチョコレート3種類をお届けします。
内 容：昭島はちみつ120ｇ、アーモンドビター、ピーカンナッツキャラメル、割チョコミックス 各1個

②

友好都市岩泉町応援セット

2,800円【一般価格4,700円税・送料込】

昭島観光案内所で毎年3月に開催している岩泉町応援月間の人気商品を詰合せにしました。
内 容：濃厚チーズかりんとう、贅沢牛乳かりんとう、ふのり、素焼き岩のり、とろろ昆布、すき昆布 各1個
年末のご挨拶、クリスマスプレゼントとしてもご利用ください。 ご贈答用に発送を承ることもできます。

※写真はイメージです。

③本まぐろ食べ比べとねぎとろセット ④海の幸スペシャルセット ※限定50個（先着順）
あっ旋数 1会員 ③・④ 各2個まで
申込方法 同封の申込用紙に必要事項を記載し11月19日までにＦＡＸ、メールでお申込みください。お申込み後入金をお願いします。
（申込用紙はコピーをしてお使いください。）
発送時期 入金確認後 発注します。10日前後でお届け予定です。
※この企画の取り扱いは「㈱大洋観光サービス」が行います。

③

焼津本まぐろ食べ比べとねぎとろセット＜冷凍＞

6,000円【通常10,000円税・送料込】

まぐろ屋による、まぐろ好きのためのまぐろセット 本まぐろの上品な旨みと上質な油をご堪能ください。
内 容：本マグロ中トロブロック約300ｇ、本マグロ赤身ブロック 約300g 、バチまぐろねぎとろセット150ｇ✕3
賞味期限：冷凍約７日、解凍後即日（商品によって差があります）
保存方法：要冷凍（-18℃以下）

④

海の幸スペシャルセット＜冷凍＞ 3,000円【一般価格5,000円税・送料込】
～焼津で人気の商品をお得に詰合わせ～

※写真はイメージです。

内 容：帆立150g、オランダ産アジの干物２枚、赤海老8尾 金目鯛の干物１枚 鯖の干物１枚 厚切り鮭４切れ
賞味期限：冷凍約１０日
保存方法：要冷凍（-18℃以下）

⑤聘珍樓 バラエティーセット

※限定30個（先着順）

あっ旋数 1会員 2個まで
申込方法 同封の申込用紙に必要事項を記載し11月19日までにＦＡＸ、メールでお申込みください。お申込み後入金をお願いします。
（申込用紙はコピーをしてお使いください。）
発送時期 入金確認後 発注します。10日前後でお届け予定です。
※この企画の取り扱いは「聘珍樓」が行います。

⑤バラエティーセット＜冷凍＞

5,000円【通常10,800円税・送料込】

味・内容・ボリューム満点！温めるだけで本格中華が食べられます。
内 容：肉まん 3個、えび蒸し餃子・ふかひれ入り餃子・小籠包 各4個、春巻5本、
焼売8個、焼餃子10個、麻婆豆腐・黒酢すぶた・海老のチリソース各150ｇ１袋、
チャーシュー麺、マンゴープリン・杏仁プリン各1個
※写真はイメージです。

※振込先は、P6【お取り寄せ申込方法】に記載しています。窓口で、入金受付はしません（振込手数料分を考慮し補助しているため）
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※お申込み方法は、 P1・P6に掲載しています。
ヒルトン東京お台場「シースケープ テラス・ダイニング」食事券（ビュッフェ）

＜写真はイメージです。＞

■ 有効期間

2022年3月31日（除外日：12/18～25・12/30～1/4）

◆ 斡旋枚数

各20枚（1会員ランチ券・ディナー券各4枚まで）

◆ 申込方法

P1・P6 をご確認ください。

◆ チケットのお渡し期間 12/1からですが窓口の混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

♪必ず、事前に予約をお願いします。
ランチ 会員料金（一般料金） ディナー 会員料金（一般料金）
レストラン総合案内【03-5500-5580】受付時間10：00～20：00
♪ビュッフェの提供ができない場合、セットメニュー等をご案内する場合があります。
11：00～14：15
18：30～22：00
♪営業時間は時短営業の要請に伴い、変更する場合があります。
♪お飲み物及びお子様料金については、現地にてご精算いただきます（未就学児は無料） 平 日 2,300円（4,950円） 平 日 3,100円（6,885円）
♪満席等によりご予約いただけない場合があります。
土日祝 2,800円（6,200円） 土日祝 3,400円（7,450円）
♪状況により提供方法及び内容が変更になる場合があります。

日本料理加賀屋 銀座店 ＜お昼の小会席＞

■ 有効期限

2022年3月31日

◆ 斡旋枚数 20枚 1人4枚まで
◆ 斡旋料金 4,300円（一般料金8,000円）
◆ 申込方法 P1・P6 をご確認ください。

【内容】旬の食材を使用した
お任せ料理をご提供。
先付け・前菜・お椀・お造り
・強肴・煮物・お食事・水物
・お店お任せドリンク1杯付

◆ チケットのお渡し期間 12/1からですが窓口の混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

【ランチ】11：00～15：30（L.O14：30）
※営業時間は変更になる可能性があります。
必ず、事前に予約をお願いします。 【03-3289-6500】

＜写真は、イメージです。＞

銀座「サバティーニ・ディ・フィレンツェ東京」

■ 有効期限

2022年3月31日

◆ 斡旋枚数 20枚 1人4枚まで
◆ 斡旋料金 3,900円（一般料金7,400円）
◆ 申込方法 P1・P6 をご確認ください。
＜写真は、イメージです。＞

【内容】
・前菜 ・パスタ ・メイン料理（お魚又はお肉）
・デザート ・コーヒー又は紅茶
*デザートはケーキワゴンの約8種類から2つチョイス
*お好きなドリンク1杯付

◆ チケットのお渡し期間 12/1からですが窓口の混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。
【ランチ】11：30～15：00（L.O 14：00）
※営業時間は変更になる可能性があります
必ず、事前に予約をお願いします。

フォレスト・イン昭和館 食事券
～注意～ お釣りは出ません。

■ 有効期限

2022年3月31日

【03-6263-9390】

フォレスト・イン昭和館の下記の4店舗でご利用できます。
必ず、事前に予約をしてください。
レストランセントロ
042-542-6767
中国料理 花 林
042-542-7300
ラウンジ ダ コ タ
042-542-8787
日本料理 車 屋
042-542-3333

◆ 会員料金 1枚 3,000円（1会員2枚まで、既に今年度購入している方は対象外です）
◆ 斡旋枚数 100枚 申込多数の場合、抽選です。当選者には、11月30日にお知らせします。
◆ 申込方法 P1・P6「チケットあっせん」をよくお読みください
◆ チケットのお渡し期間 当選のお知らせの時に、お伝えします。（窓口の混雑を防ぐため）

全国共通お食事券 ジェフグルメカード【有効期限なし】
有効期限がなく全国約35,000店舗、1,000ブランド以上でご利用いただけるお食事券です。
来月はクリスマス、忘新年会、年末年始とイベントが控えている時期。引き続きのコロナ禍ではありますが外食を避けるの
ではなく、「おうち時間」を充実させるべく、お気に入りの加盟飲食店の味を持ち帰って「イエナカ外食」で是非イベントを楽
しんでみてはいかがでしょうか？！
■ 会員料金 1セット3,000円（500円券×10枚＝5,000円分） ＜取り扱い店舗、一部抜粋＞
【ファミリーレストラン】デニーズ・ガスト・ビックボーイ・ジョナサンなど
【ファストフード】サーティワン・吉野家・モスバーガー・ケンタッキーなど
◆ 申込方法 P1・P6「チケットあっせん」をよくお読みください 【日本料理・寿司ほか】天丼てんや・大戸屋・とんかついなば和幸・しゃぶ葉・がってん寿
司・味の民芸・そじ坊・CoCo壱番屋・日高屋・リンガーハット・バーミヤン・むさしの森珈
◆ チケットのお渡し期間 12/1からですが窓口の混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。琲・ドミノ・ピザ ほか ※詳細は「ジェフグルメカード」ホームページをご覧ください。

◆ 斡旋枚数 75セット（※1会員2セット20枚まで）

4

共済会だより No.256

※P1、P6のお申込み方法をよくお読みください。

■日

ミュージカル

『ストーリー・オブ・
マイ・ライフ』

■会

時
場

12月17日(金) 13：30開演
よみうり大手町ホール

■ 会員料金

4,800円（一般料金9,000円）

■ 斡旋枚数

6枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

事前申込
未就学児入場不可

劇団四季『オペラ座の怪人』

やむを得ない事情により、出演者並びにスケージュールが変更になる可能性があります。
公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

■日 時
■会

事前申込

12/3～10

場

12月18日(土) 13：00開演
清水建設ミュージカルシアター. JR東日本四季劇場［秋］（浜松町）

■ 会員料金

7,000円（一般料金12,100円）

■ 斡旋枚数

6枚 申込多数の場合、抽選です。当選者には、12/1にお知らせします。

◆ チケット引渡し期間 当選のお知らせの時に、お伝えします。
2歳以下入場不可。
3歳以上有料（膝上観劇不可）

※あっせん(会員)価格には共済会補助金が充てられております。
団体チケットのため、払い戻し等の手続きはできませんので予めご了承ください。

■日 時

クリスマス/アヴェ・マリア
サンクトペテルブルグ室内合奏団

■会

豊かな弦のハーモニーと幻想的な
ハープの響き、透き通ったソプラノ
の歌声が聖夜を彩る。バロックの傑
作をはじめとした名曲の数々を、心
をこめてお届けします。

東京オペラシティ コンサートホール

■ 会員料金

2,500円（一般料金4,800円）

■ 斡旋枚数

4枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

事前申込 未就学児入場不可

『劇団四季のアンドリュー・
前川清＆川中美幸
ロイド＝ウェバーコンサート
二人爆笑コンサート2021
～アンマスクド～』

場

12月25日(土) 15：00開演

12/3～10

出演者・曲目が変更になる場合があります。

■ 日 時 12月25日(土) 13：00開演
■会

場 KAAT神奈川芸術劇場＜ホール＞（みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩5分

■ 会員料金 7,000円（一般料金12,100円）
■ 斡旋枚数 6枚 申込多数の場合、抽選です。当選者には、12/1にお知らせします。

事前申込
2歳以下入場不可。
3歳以上有料（膝上観劇不可）
未就学児入場不可

ものまねワンダーランド
テレビ、ライブ等で活躍中の、もの
まねスター達がここに集結！夢の競
演が実現しました。おもしろネタを
満載で贈る「ものまねワンダーラン
ド！！」お楽しみに！

事前申込
3歳未満入場不可。3歳以上有料

劇団四季ファミリーミュージカル

「はじまりの樹の神話」
前川清＆川中美幸
二人爆笑コンサート2021
～こそあどの森の物語～

※あっせん(会員)価格には共済会補助金が充てられております。
団体チケットのため、払い戻し等の手続きはできませんので予めご了承ください。

■日 時
■会

【出演者】
神無月
松村邦洋
古賀シュウ
ほいけんた
みかん
アイデンティティ
小出真保
むらせ

12月26日(日) 13：00／16：00
場

福生市民会館

■ 会員料金

1,800円（一般料金4,000円）

■ 斡旋枚数

各6枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

12/3～10

都合により出演者が一部変更になる場合があります。

■日 時
■会

2022年 1月7日(金)

17：30開演

場 KOTORIホール

■ 会員料金 2,700円（一般料金5,000円）
3才～小学生 こども 1,600円（一般料金3,000円）
■ 斡旋枚数 10枚（先着順）

事前申込
２才以下保護者膝上鑑賞無料

～ご注意～

◆チケットのお渡し期間 当選のお知らせの時に、お伝えします。

◆チケットのお渡し期間

12/3～10

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

各種チケット・特別利用券等を他人に譲渡、転売、オークション等は禁止です。
譲渡したことが判明した場合、補助した代金を請求します。
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お申し込み方法は、P1・P6をご覧ください。

■ 日 時 2022年 1月13日(木) 12：00／16：00

島津亜矢
前川清＆川中美幸

■会

歌怪獣襲来ツアー2022
二人爆笑コンサート2021

事前申込

場

府中の森芸術劇場

■ 会員料金

3,600円（一般料金6,800円）

■ 斡旋枚数

各6枚（先着順）

◆チケットのお渡し期間
未就学児入場不可

どりーむホール

12/3～10

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

■ 日 時 2022年 1月15日(土) 16：00開演

宇崎竜童
前川清＆川中美幸
弾き語り LIVE 2022

■会

二人爆笑コンサート2021

事前申込

場

八王子市芸術文化会館いちょうホール 大ホール

■ 会員料金

3,100円（一般料金5,800円）

■ 斡旋枚数

6枚（先着順）

◆チケットのお渡し期間
未就学児入場不可

12/3～10

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

■ 日 時 2022年 1月15日(土) 13：00開演

劇団四季

『ロボット・イン・
ザ・ガーデン』
抽選申込
2歳以下入場不可。
3歳以上有料（膝上観劇不可）

第７１回昭島寄席

■会

場 自由劇場（浜松町）

■ 会員料金 7,000円（一般料金12,100円）
■ 斡旋枚数

6枚 申込多数の場合、抽選です。当選者には、12/1にお知らせします。

◆チケット引渡し期間

当選のお知らせの時に、お伝えします。

※あっせん(会員)価格には共済会補助金が充てられております。
団体チケットのため、払い戻し等の手続きはできませんので予めご了承ください。

■ 日 時 2022年 1月23日(日) 14：00開演

「新春初笑い」
前川清＆川中美幸

■会

二人爆笑コンサート2021

■ 会員料金

1,900円（一般料金3,500円）

■ 斡旋枚数

10枚（先着順）

事前申込

場

KOTORIホール

◆チケットのお渡し期間
未就学児入場不可

40th Anniversary

前川清＆川中美幸
稲垣潤一コンサート2022
二人爆笑コンサート2021

事前申込

■日 時
■会

2022年 1月29日(土)
場

ミュージカル

18：00開演

J：COMホール八王子

■ 会員料金

3,600円（一般料金6,800円）

■ 斡旋枚数

6枚（先着順）

◆チケットのお渡し期間
未就学児入場不可

12/3～10

やむを得ない事情により、出演者並びにスケージュールが変更になる可能性があります。
公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

12/3～10

公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

■ 日 時 2022年 1月30日(日) 12：30開演

『SINGIN’IN THE
前川清＆川中美幸
RAIN〜雨に唄えば〜』

■会

二人爆笑コンサート2021

■ 会員料金

8,000円（一般料金15,000円）

■ 斡旋枚数

6枚（先着順）

事前申込

場

東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11F）

◆チケットのお渡し期間
未就学児入場不可

～ご注意～

12/3～10

やむを得ない事情により、出演者並びにスケージュールが変更になる可能性があります。
公演中止の場合を除き、払い戻しはできません。ご了承のうえお申込みください。

各種チケット・特別利用券等を他人に譲渡、転売、オークション等は禁止です。
譲渡したことが判明した場合、補助した代金を請求します。
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お申し込み方法は、P1・P6をご覧ください
お得なパスポート（入場＋フリーアトラクション）
※事前の来場予約が必要です。詳しくはサンリオピューロランド公式ホームページを
ご確認いただくか同封のチラシをご覧ください。
おとな（18才～64才）
平日3,600円 休日3,900円
こども（3才～高校生・65才～）
平日2,500円 休日2,800円

大・小人・シニア共通

円

有 効 期 間 12月18日（土）～2月28日（月）
※休館日：1/12･13･19･20･2/2･3

申 込 方 法 P1・P6をご覧ください。
※売り切れ次第終了。
※ご購入後のキャンセルは出来ません。

© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1310011

本券を譲渡することを禁止します。
（転売、オークションなどを含む）

■ 有効期限 2022年6月30日

都内共通入浴券 ＜ 銭 湯 ＞

■ 会員料金 1冊（10枚綴）2,700円 (一般料金4,700円)

東京都浴場組合に加盟する銭湯約510軒で使用
できる、入浴券です。

５枚 1,500円 (一般料金2,350円)
１枚
300円 (一般料金470円)

営業時間や定休日などはホームページでご確認
ください。
＜参考＞

■ 斡旋枚数 20冊（200枚）先着順 1人2冊（20枚）まで
～1枚でも購入可～

昭島市：富士見湯、昭和湯、三光湯

■ 申込方法 P1・P6をご覧ください。

立川市：梅の湯、松見湯、美保湯、高砂湯

◆ チケットのお渡し

宇宙ミュージアムTeNQ入館券 ＋
東京ドームシティ アトラクションズ2回券
見る、触れる、想像する、9つの宇宙体感！
「宇宙ミュージアムTeNQ」
入園無料の都心の遊園地
「東京ドームシティ アトラクションズ」

■ 有効期限

申込の際、お伝えします

「スパ ラクーア
平日限定エステ＆リラクゼーション付きチケット」
スパ ラクーア入館料と館内のエステ＆リラクゼーショ
ン店舗の施術（複数メニューから1つ選択可）がセッ
トになった“大変お得な平日限定チケット”全11店舗
のおすすめメニューからお選びいただけます。

詳細は
こちら

2022年5月31日

■ 会員料金 おとな 1,300 円 (一般料金最大4,200円)
4歳～中学生･シニア

900円 (一般料金最大3,600円)

■ 有効期間

2022年2月28日

■ 会員料金 4,000円（一般料金最大10,500円）

■ 斡旋枚数 30枚（先着順） 1人5枚まで

■ 斡旋数

■ チケットのお渡し お申込みの際、お伝えします。

■ チケットお渡し お申込みの際、お伝えします。

30枚（先着順）1人5枚まで

【事業・チケット申込方法】

【お取り寄せ申込方法】

FAX、メールでお申込みください

FAX、メールでお申込みください

※電話受付はしません

詳細は
こちら

※電話受付はしません

①事業所名

①事業所名

②会員氏名

②会員氏名

③連絡先、④FAX番号（FAXでお申込みの方）

③事業名及び参加人数、チケット名及び希望枚数

⑤送付先住所及び連絡先（間違いのないように記載をお願

④連絡先

いします。）

⑤FAX番号（FAXでお申込みの方）

◎必ず、受付完了の連絡をします。受信をできるようにし

◎必ず、受付完了の連絡をします。受信をできるようにし

ておいてください。

ておいてください。

※申込用紙、同封しています。

※可能な限り、申込書を使用してお申込みください。

◎入金確認できた時点で申込の完了です。振込は、申込者

※メールの場合は、件名に事業名もしくはチケット名、本

の名前でお願いします。窓口での入金は行っていません。

文に上記の①～④まで記載し送信してください。必ず返信

振込先：中央労働金庫 立川支店 普通口座 1313071

いたします。

口座名：昭島市勤労市民共済会

7

共済会だより No.256
給付金申請時の注意点

必ずお読みください。

■給付金の申請期間は３年以内です。
給付金事項が発生しましたら、お早目に申請してください。
■給付金申請に必要な書類
給付金の制度に伴い以下の事由で申請をされる方はよくご確認の上、申請をお願いします。
申請事由と給付金請求証明添付書類
会員本人の死亡弔慰金

（1）死亡診断書または死体検案書等死因及び死亡日の確認できるもの（写し可）
（2） 全部事項証明 （戸籍謄本）
（3）その他全労済協会が必要とする書類

疾病死亡/交通事故/不慮の事故
自然死（老衰）・自殺は対象外

傷病見舞金

（1）傷病休業保険金請求書（全労済協会指定用紙）
（2）「診断書」または病院等の「領収書」で、傷病期間が確認できる書類
（3）「出勤簿」（タイムカード）の写し等で休業期間が確認できる書類

結婚/銀婚/珊瑚婚/金婚 （再婚は1回）

「戸籍謄本等」で夫婦の氏名と結婚届年月日を確認できる書類

成 人
保険証、免許証等で生年月日が確認できる書類
還暦
出 生
・会員または配偶者が出産したとき

出生証明書、健康保険証、戸籍謄本、住民票等で子の出産が確認できる書類

小学校入学 または 中学校入学

「入学通知書」「在学証明書」「生徒手帳」等の写しで子の就学が確認できる書類

配偶者、子、親の死亡

(1) 死亡診断書または死体検案書
(2) 全部事項(戸籍謄本)などで対象者との関係が確認できる書類
(3) 「変更届」 家族登録している場合

補助金申請時の注意点

必ずお読みください。

■補助金の申請期間は1年以内です。
補助金事由発生後は、速やかに申請をしてください。申請する時点で、退会されていますと補助金申請できません.
■補助金申請に必要な書類
補助金申請に伴い、添付書類が必要になります。以下の事由で申請をされる方はよくご確認の上、申請をお願いします。
申請事由

添付書類
・宿泊施設の領収書【会員氏名（フルネーム）】

宿 泊

主な注意点
書類がみたされていない場合は補助が受けられません。

・旅行会社（ツアー）の領収書【会員氏名（フルネーム）】 社員旅行等、団体で宿泊される場合、宿泊証明書を添付す
と事前案内書などの旅行行程のわかるもの。
るかそれに代わるものを添付してください。
・宿泊証明書【会員氏名（フルネーム）】と領収書

年度内
申請限度

2泊まで

（例：保険申込など氏名のわかるもの）

宿泊申請は、現金またはクレジットでの支払いが補助の対象です。クーポンやポイントでに支払いは対象外です。飲食の料金は対
象外です。基本をお守りください。
健康診断

医療機関または主催者発行の領収書
【会員氏名（フルネーム）】と受診者名簿

◎健康診断の領収書に（人間ドック差額代として）と記載さ
れている場合の申請は「人間ドック」ではなく健康診断の補

人間ドック

助となります。基本、健康診断であるため(医療機関確認済)

会員1人1回

医療機関発行の領収書 【会員氏名 （フルネーム）】
脳 ドック

注
意

◎ＰＥＴ検診は、健康診断として補助。

会員本人死亡弔慰金と傷病見舞金は、全労済協会指定用紙にも記入していただきます。
必ず 印 鑑 (シャチハタ不可)をお持ちください。※給付申請には事業所印が必要となります。

注 宿泊証明書が 領収書の氏名が会員氏名ではないとき（事業所名、団体旅行の場合）
宿泊証明書と領収書を添付してください。宿泊証明書は事務局窓口に置いてあります。ホームページで
意 必要な場合
もダウンロードできます。
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再募集‼

実施日 12月4日(土)～5日(日)
参加費

昭島駅南口午前5時30分頃
２名1室 1人 40,000円（一般料金69，200円）

再募集人数10名

詳細は、共済会だよりNo255をご覧ください。
～参加費に含まれるもの～
USJフリーパスチケット、大阪城入館料、海遊館入館料、往復新幹線、送迎バス、
現地バス、旅行保険、ホテル宿泊費、12/5朝食・昼食代

お申し込み期間は、会報到着後から11月5日まで事業所名、会員氏名、参加者名、をご記入のう
え、メールまたは、FAXでお申し込みください。先着順です。定数に達した時点で受付終了。

～事務局からのお知らせ～
● 会員や事業所の登録情報が変更になった場合は、「変更届」が必要です。
会員の結婚、登録家族の変更、転居や事務所の移転等があり、入会時に登録した情報に変更が生じ た場合は、早急に
「変更届」をご提出ください。変更届は窓口またはホームページ（http://www.akishima-ksk.jp)でご用意しております。
● 給付金・補助金の申請時は、必ず印鑑（シャチハタ不可）をお持ちください。
給付金申請の場合、事業所の印鑑（角印等）も必要です。
給付金・補助金の申請には、添付書類が必要です。詳しくは、事務局までお問い合わせいただくか、
ホームページ（http://www.akishima-ksk.jp)をご覧ください。
印漏れ、添付書類不足がありますと受付できませんので、ご注意ください。
● 「第3回理事会」は、会員の入退会承認及び福利厚生事業等について書面決議で実施しました。
事業主の皆様へ
共済会は、市内事業所で働く方のための福利厚生事業を行うことを主な目的としています。
よって、就労の確認ができない場合は、会員の資格は喪失されます。このため、事業所所在地及び就労の確認をさせていた
だいておりますので、よろしくお願いいたします。
＜あっ旋ツアーのお知らせ＞
人気のコース「まぐろ10種類食べ比べ膳とみかん狩り」ツアーのチラシを同封しました。このツアーは、共済会主催では、ありません。
一般の方も参加します。お申込みの際は、 「昭島市勤労市民共済会の会員」と伝えてください。（補助の対象は、会員と登録家族です。）
会員・登録家族以外の方が、会員料金で参加したことが判明した場合は、補助した金額を請求します。
不明点や質問などは、直接、旅行会社へお問い合わせください。

～会員の方からのお便り～

日本料理加賀谷 銀座店＜お昼の小会席＞

加賀屋さんに行ってきました。
すごく良かったです！！ ありがとうございます！！ 2名で予約しましたが個室に案内していただけました。
入口でお香が焚いてあり素敵でした。食前酒の冷たい甘酒の炭酸割がとても美味しくてお土産に買ってきました！
加賀野菜や鴨の治部煮もとても美味しかったです。ナフキン代わりの手ぬぐいは季節によって絵柄が変わるそうなのでまた行きたいです。
この食事券は、3月号（No.252）で取り扱いました。

たくさんの写真とコメント
ありがとうございます。

新規！事業所入会募集中！
会員の加入促進を行っております。お知り合いの事業所をご紹介ください。会員が増えるとスケールメリットにより、
さらに充実した事業が展開できます。入会は、事業所単位です。
入会金及び会費は原則して、事業主負担になります。なお、事業主が負担した会費・入会金は、
事業所の福利厚生費として、税法上の損金または必要経費として処理することができます。

