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～ 取扱中チケットです～先着 定数に達した時点で終了 必ず事前に申込みください。
窓口の混雑を防ぐため お渡し日、時間帯をお伝えします。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

府中市郷土の森博物館

9/30

おとな500円【プラネタリウム観覧付き入場券】

西武園ゆうえんち

9/30

おとな2,800円 こども2,000円 ※3歳以上チケット必要

浅草ビューホテル 食事券

9/30

ランチ【平日2,800円／土日祝3,500円】ディナー【平日3,500円／土日祝4,100円】

東京ヒルトンお台場

9/30

ランチ【平日2,500円／土日祝2,900円】ディナー【平日3,200円／土日祝3,700円】

ケンちゃん餃子「餃子引換券」

10/31

700円 ※1人5枚まで

羽村市動物公園

12/31

おとな200円

京王あそびの森HUGHUG

12/29

おとな500円 こども700円 詳細は会報No258をご覧ください。

東京・ミュージアムぐるっとパス

2023/3/31 1,400円

よみうりランドワンデーパス

2023/3/31 3,500円

ムーミンバレーパーク1デーパス

2023/3/31 おとな1,700円

多摩六都科学館チケット

2023/3/31 大人500円

※1人5枚まで
こども900円

子供200円（展示室+プラネタリウムまたは大型映像）

会報掲載できなかったチケット等やお得な情報をアップしています。HPに掲載していますのでご覧ください♪

もくじ
Ｐ２＜お取り寄せ・スポーツ・ハイキング＞ 1.叉焼麺 点心詰合せ
Ｐ３＜食事券＞ 5.新宿プリンスホテル

6.ヒルトン東京お台場

2.バラエティーセット 3.ゴルフ

7.銀座カフェーパウリスタ

4.高尾山ハイキング

8.東京ドームホテル

Ｐ４＜コンサート＞9～14
Ｐ５＜チケット＞15.大相撲一月場所

16.サンリオピューロランド

17.TeNQ入館券＋ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ2回券付

18.都内共通入浴券

Ｐ６＜チケット・お知らせ＞19.てもみん・浅草ビューホテル「特別謝恩プラン」・メガロス「ﾜﾝｺｲﾝ施設体験」・申込方法・振込先
Ｐ７・Ｐ８給付金・補助金申請治の注意点 添付書類等、共済会からのお知らせ

＜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 …9月1日 午前9時から9月19日 ＜先着順＞
※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
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。
受付完了の連絡をしますので、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
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。

ホームページ
QR

メール
QR
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※お申込み方法は、 P1・P6に掲載しています。

お取り寄せ企画

「聘珍樓 2022年度ギフト」

※限定30個（先着順）1会員各2個まで

あっ旋数 1会員 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、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、約10日前後でお手元に届く予定です。
※この企画の取り扱いは「聘珍樓」が行います。
種 類

料金（税・送料込）
2,700 円

1．叉焼麺・点心詰合せ

(通常価格4,860円）
4,700円

2．バラエティーセット

内

容

チャーシュー麺2食、肉まん(小)3個、焼売8個、

※写真はイメージです。

焼き餃子10個、ワンタン10個
肉まん(中)3個、焼売8個、えび蒸し餃子・小籠包各4個、
焼餃子10個、麻婆豆腐・黒酢すぶた・海老のチリソース

（通常価格8,640円）

各150ｇ1袋、マンゴープリン・杏仁プリン各1個

※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）

３．「親睦ゴルフ」参加者募集！ 抽 選 ※申込は会報到着後から受付します。
実

施

日

9月28日（水） 7：54 OUT･ＩＮ同時スタート 申込期間：会報到着後から9/8まで
10月13日（木） 8：24 OUT･ＩＮ同時スタート 申込期間：会報到着後から9/15まで

場
募

集

参
申

人
加

込

方

所

昭和の森ゴルフコース

数

19/28 20名15組（会員のみ）
【当選連絡は、9月9日です。】
10/13 40名10組（会員及び登録家族）【当選連絡は、9月16日です】

費

会員10,000円（一般料金15,800円）昼食代、参加賞含

法

同封の申込用紙に必要事項を記載し、ＦＡＸ、メールでお申込みください。
※組み合わせ、スタートの順番は事務局で決めさせていただきます。
※４人１組でお申込みの場合は、メンバー確定後にお申込みください。
※参加者同士でのメンバー変更やスタート時間の変更はしないでください。
※メンバー変更が生じた場合、必ず事務局まで連絡をお願いします。
※当日、受付窓口で混乱が生じますのでよろしくお願いします。
共済会開催のゴルフ大会です。ルールをお守りください。
※ 後日、詳細は郵送します。
※表彰式はありません。

同封の申込書に記入し、ＦＡＸ（042―545―2305）又はmail（info@akishima-ksk.jp）をしてください。

4．高尾山ハイキング・薬王院で精進料理と護摩焚き
日帰りハイキング・ウォーキング！！
自然のパワーをい～ぱい吸収して、ストレスを発散させよう( ◠‿◠ ) ♪
※山登りに適した服装でご参加ください。

実 施 日

10月1日（土） ケーブルカー「清滝駅」8時45分集合

募 集 人 数

10名（会員及び登録家族）先着順

参

1人2,500円（通常料金4,300円）※コーヒー付
参加費は、9月20日までに納入ください。

加

費

申 込 方 法

P2またはP6をご覧ください。

※詳細は、後日郵送します。
※参加キャンセルについて、9月26日、27日 800円
28日以降は全額(4,300円)です。

＜写真はイメージです。＞

【 ツアーのポイント 】
「高尾山」
ガイドと一緒に歩きます。感染拡大防止のため、1班10名まででイヤ
ホンガイド又は、1班5名までの少人数ガイドでの実施となります。
普段気づかない高尾山の魅力が発見できるかも。
「薬王院」
御護摩修行。煩悩を焼き清めるという御護摩焚き。精進料理の昼食・
旬の食材を盛りこんだお料理。
599ミュージアム：下山した後にちょっと休憩。多摩素材のテーブル
とイスで、本格的なサイフォンコーヒーをどうぞ♪

【 コース 】①ケーブルｏｒリフト乗車（料金は自己負担）→2号路（霞台ループコース）→4号路（吊り橋コース）
→高尾山山頂→薬王院（お護摩修行(12:30～)・精進料理）解散(食後流れ解散)
②6号路（びわ滝コース）高尾山山頂→薬王院（お護摩修行(12:30～)・精進料理）解散(食後流れ解散)
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5

新宿プリンスホテル 食事券 和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）
和風ダイニング

■ 有効期間

アフタヌーンティーセット

2023年3月21日（除外日:12/23～25・1/1～1/5）

◆ 斡旋枚数

100枚 （1会員4枚まで）

◆ 斡旋料金

区分、料金をご確認ください。

◆ 申込方法

P1・P6「チケットあっせん」をよくお読みください。

◆ 10月1日に必要な方は、振込をしてください。指定住所に郵送します。

GOZENランチ（ｺｰﾋｰ付） 11：30～14：30（L.O.14：00）

◆ チケットのお渡し期間

アフタヌーンティーセット 15：00～17：00（L.O.16：30）
◆ 斡旋料金

2,200円（通常料金4,620円）

◆ 斡旋料金

＜写真は、イメージです。＞

3,000円（通常料金5,500円）

◆ チケットのお渡し期間

受付完了時にお伝えします。

受付完了時にお伝えします。

6．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
※必ず、事前に予約をお願いします。 レストラン総合案内【03-5500-5580】受付時間10：00～20：00
※お子様料金については、事前にお問い合わせください。
※満席等によりご予約いただけない場合があります。
※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。
＜写真はイメージです。＞

■ 有効期間 2023年3月31日 ≪ 除外日：12/17～12/25、12/30～1/4及びホテルが指定する特定日≫
◆ 斡旋枚数

各30枚（1会員ランチ券・ディナー券各4枚まで）

食事券（ランチビュッフェ）
1部 11：30～13：00
2部 13：30～15：00

食事券（ディナービュッフェ）
1部 17：30～19：00
2部 19：30～21：00

◆ 斡旋料金

◆ 斡旋料金

平日
3,500円（通常料金6,800円）
土日祝 3,900円（通常料金7,500円）
◆ チケットのお渡し期間 受付完了時にお伝えします。

平日
2,800円（通常料金5,500円）
土日祝 3,100円（通常料金6,000円）
◆ チケットのお渡し期間 受付完了時にお伝えします。

7 ．老舗カフェ「カフェーパウリスタ銀座本店」
著名人がこよなく愛した老舗カフェ「銀座カフェーパウリスタ」コーヒー通な著名人のお客様が多く、芥川龍之介、森茉莉、井上ひさし、菊池
寛、谷崎潤一郎、与謝野晶子、高村幸太郎、森鴎外、アインシュタイン等多くの方が常連さんでした。ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ夫妻は三
日三晩ご来店されパウリスタの珈琲を楽しまれました。

■ 有効期間

セットメニュー（2名以上で利用可）

2023年3月31日 (休業日：12/31、1/1）

・アメリカンクラブサンド
・ミニサラダ（エビorチキン）
・珈琲/お代わり付
・お好きなケーキ1品チョイス

◆ 斡旋枚数 50枚 （1会員4枚まで）
◆ 斡旋料金 2,000円（通常料金3,350円）
◆ 申込方法 P1・P6 をご確認ください。
◆ チケットのお渡し期間

受付完了時にお伝えします。

住所：中央区銀座8-9 長崎センタービル
電話：03-3572-6160
営業時間 平日・土曜日：9：00～20：00 日祭日：11：30～19：00

＜写真はイメージです。＞

8．東京ドームホテル レストランランチ券（3店舗共通）
アーティス カフェ
パノラマランチ

後楽園飯店セット

リラッサ

2023年3月31日

◆ 斡旋枚数

60枚 （1会員4枚まで）

◆ 斡旋料金

2,400円（通常料金4,200円～4,600円相当）

◆ 申込方法

P1・P6 をご確認ください。

◆ チケットのお渡し期間 受付完了時にお伝えします。

※写真はイメージです。

※必ず、事前に予約をお願いします

■ 有効期間

※お子様が「リラッサ」及び「アーティストカフェ」ご利用の場合、現地支払いがお得です。

店舗

内容

スーパーダイニング「リラッサ」（ホテル3F）

洋・中・和・スイーツブッフェ

スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」（ホテル43F） パノラマランチコース
中国料理「後楽園飯店」（後楽園ホールビル2F）

中華 セットメニュー

予約

詳細はこちら

03-5805-2237
03-3817-6134

注意：会員以外の方が会員の名前を借り、申し込みをした場合、補助した代金を請求します。
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■日 時

9．前進座爽秋公演
『雨あがる』

■会

事前申込

10月8日（土）14：30開演
場

たましんRISURUホール 大ホール

■ 会員料金

4,400円（通常料金8,500円）

■ 斡旋枚数

6枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

未就学児入場不可

10月3日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

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 10月29日（土）16：00開演

10．石川さゆり
50周年記念リサイタル

■会

～心おもむくままに～

宮﨑駿 不朽の名作を世界初の舞台化
全世界に贈る一大プロジェクト
事前申込

場

NHKホール

■ 会員料金

4,900円（通常料金9,000円）

■ 斡旋枚数

6枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

未就学児入場不可
公演後、アフタートークライブ予定

10月3日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

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。

11．第16回

申込期間：会報到着後から9月15日正午まで

「徹子の部屋」コンサート

■ 日 時 11月23日（土）18：00開演

【出演者】
司会：黒柳徹子
ゲスト：太田裕美/ゴダイゴ
坂本冬美/三人娘
中村雅俊/南こうせつ

事前申込 未就学児入場不可

■会

場

東京国際フォーラム ホールA

■ 会員料金

6,800円（通常料金12,000円）

■ 斡旋枚数

4枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

12．でんじろう先生の学べる科楽
劇場サンスで遊ぼう！学ぼう！

事前申込
3歳未満は保護者1名につき
1名まで膝上可
座席が必要な場合は有料

13 ．「NAOTOアコースティック
コンサートｗｉｔｈ野津永恒
スペシャルゲスト宮本笑里」

事前申込

■日 時
■会

11月6日（日）13：00／15：30 開演
場

KOTORIホール

■ 会員料金

1,800円（通常料金3,000円）

■ 斡旋枚数

10枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

未就学児入場不可

『ハリー・ポッターと呪いの子』

10月3日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

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 12月10日（土）15：30開演
■会

場

KOTORIホール

■ 会員料金

2,400円（通常料金4,000円）

■ 斡旋枚数

10枚（先着順）

◆ チケット引渡し期間

14． フジコ・ヘミング
舞台
ピアノソロコンサート

10月3日～ですが混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

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。

10月17日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

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 12月24日（土）15：00開演
■会

場 J：COMホール八王子

■ 会員料金 5,000円（通常料金9,800円）
■ 斡旋枚数 10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

～ご注意～

10月3日～ですが、混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

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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15．大相撲一月場所
日

程

2023年1月13日（金）・15日（日）

会

場

両国国技館

あっ旋料金

マスC席 1枚5,500円（通常料金9,500円）

あっ旋枚数

20枚（先着順）※2枚でお申込みください
※チケットのお渡しは12月中旬頃です。

（C）公益財団日本相撲協会

＜相撲協会より＞確認後お申込みください。
※興行が開催される限りは、払い戻しやキャンセルをお受けする予定はございません。
今後、新型コロナウィルスの感染状況に変化があった場合や、緊急事態宣言が発令された場合でも、お客様のご都合での払い戻しやキャンセ
ルはお受けできかねますことを、ご理解のうえ、お申込みください。

■お得なデイパスポート（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
ジをご覧ください。
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■ 有効期限
通常料金

2023年3月31日

※休館日：不定休

おとな（18才～64才）
3,600円～4,900円

■ 会員料金
のところ

こども（3才～17才・高校生）
2,500円 ～3,800円
シニア（65才以上）
2,500円 ～3,800円

おとな 2,200円
こども 1,500円
シニア 1,600円

■ 斡旋枚数

100枚（先着順）
1人5枚まで
■ チケットのお渡し期間 窓口の混雑を防ぐため
受付完了時にお伝えします。

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）
© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1408032 S/D・G

告知：今年も冬季（11月～1月）キャンペーンチケット実施します。

17．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」

■ 有効期限

2023年1月31日

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」
■ 会員料金 おとな
4歳～中学生･シニア

ＴｅＮＱ

アトラク
ションズ

1,500 円 (通常料金3,500円相当)
1,100円 (通常料金2,900円相当)

■ 斡旋枚数 30枚（先着順） 1人5枚まで
■ チケットのお渡し お申込みの際、お伝えします。
※最新営業状況は公式サイトをご確認ください。

18．都内共通入浴券＜ 銭 湯 ＞
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。
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。

■ 有効期限 2023年6月30日
■ 会員料金 1冊（10枚）2,800円 (通常料金5,000円)
■ 斡旋枚数 70冊（700枚）先着順
1人3冊（30枚）まで
◆ チケットのお渡し

＜参考＞
昭島市：富士見湯、昭和湯、三光湯
立川市：梅の湯、松見湯、美保湯、高砂湯

～ご注意～ 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。

申込の際、お伝えします
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＜店 舗＞ てもみんグランデュオ立川店、TEMOMIN SUITE セレオ八王子店、

19.

てもみん吉祥寺駅北口店、てもみんアトレ吉祥寺店、てもみん三鷹駅南口店 他
10分からご利用いただけるカジュアルリラクゼーション部分から

■ 有効期限

2023年4月30日

全身ケアまでコース、時間をお選びいただけます。
てもみんグループ全店・グローバル治療院でご利用いただけます。
★チケット1枚で約10分間の施術（「タイムてもみん」の場合）

■ 会員料金 1セット5枚綴り 2,500 円 (通常料金5,500円)
■ 斡旋枚数 50セット（先着順） 1人5セットまで
◆ チケットのお渡し

申込の際、お伝えします

浅草ビューホテル 3市限定【昭島市・八王子市・日野市】会員限定宿泊プラン
特別謝恩プラン！
取り扱い期間 8月17日～12月20日

QRコード予約限定
電話での予約はでき
ません。

プラン特典
● お食事26階レストラン「武藏」ブッフェスタイル
● 駐車場22時間無料（※土日祝日除く）
● プール無料（10月3日～7日は休業）

詳しくはこちら➞
1泊 夕食付

1泊 2食付

スポーツクラブ メガロス 「ワンコイン施設体験」のご案内
詳しくはコチラ 1
共済会専用HP↓

P2～P6

申 込 方 法～よくお読みください。

注意：受付開始日前の申し込みは、無効です。 会員以外の方の申し込みは固くお断りいたします。
共済会は昭島市からの補助金と会員の会費で運営しています、会員と家族のための福利厚生です。
趣旨をよくご理解のうえお申し込みをお願いします。
● チケット郵送希望の方は、申込時にお知らせください。

【事業・チケット申込方法】
FAX、メールでお申込みください
※電話受付はしません
①事業所名
②会員氏名
③事業名及び参加人数、チケット名及び希望枚数
④連絡先
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。
※メールの場合は、件名に事業名もしくはチケット名、
本文に上記の①～④まで記載し送信してください。必ず
返信いたします。

【お取り寄せ申込方法】
FAX、メールでお申込みください
※電話受付はしません
①事業所名
②会員氏名
③連絡先、④FAX番号（FAXでお申込みの方）
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いします。）
◎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。
※申込用紙、同封しています。
◎入金確認できた時点で申込の完了です。振込は、申込者
の名前でお願いします。窓口での入金は行っていません。
振込先：中央労働金庫 立川支店
普通口座 1313071
口座名義 昭島市勤労市民共済会

※必ず折り返し受付完了のお知らせをいたします。申込が土日祝の場合の返信は、休み明けになります。
2～3日経過しても連絡がない場合は、事務局までご連絡ください。
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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）

疾病死亡/交通事故/不慮の事故

（2） 全部事項証明 （戸籍謄本）

自然死（老衰）・自殺は対象外

（3）その他全労済協会が必要とする書類
（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

傷病見舞金

（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

二十歳の祝金
保険証、免許証等で生年月日が確認できる書類
還 暦（満60歳）
出 生

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

・会員または配偶者が出産したとき
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
(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

配偶者、子、親の死亡

(3) 「変更届」 家族登録している場合

注
意

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です。

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

主な注意点

年度内申請限度

医療機関または主催者発行の領収書
健康診断

【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助となります。基本、健

人間ドック
脳 ドック

医療機関発行の領収書
【会員氏名 （フルネーム）】

◎ＰＥＴ検診は、健康診断として補助。

《契約保養施設のご案内》
トラベル予約センター（営業時間：月～金曜10：00～17：00／土・日・祝・年末年始は定休）
https://www.my489.com/akishima/

会員1人1回

康診断であるため(医療機関確認済)

電 話：０３－５２０７－２８１４

※ 予約センターにお申込の無い場合は、
補助の対象外となります。
●年度内会員１人１回：４０００円補助

１．お問合せ

「ご利用者」 → 「トラベル予約センター」にお問合せ（ホームページのメールフォーム or ＴＥＬ）

２．空室状況の回答

「トラベル予約センター」 → 「ご利用者」に空室状況のご回答（メールor ＴＥＬ）

３．予約の確定

「ご利用者」予約を正式に申込む（メールor ＴＥＬ） → 「トラベル予約センター」にて予約確定

４．利用許可書の申請

「ご利用者」 →「勤労市民共済会窓口」に補助の申請
（申請書フォームは共済会又は当予約サイトﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから印刷）→利用許可証発行

５．利用許可証をホテルに提出 「ご利用者」 → 施設フロントに利用許可証を提出 → 補助額を差引いて精算

詳しくはコチラ
共済会専用HP↓
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～事務局からのお知らせ～
● 7月7日「第2回理事会」が開催され、会員の入退会承認他協議されました。
＜マイカーで行く 日本一のブドウ産地 勝沼のシャインマスカット狩りプラン＞のお知らせ
詳細、お申し込み用紙は、共済会HP新着情報に掲載しています。
山梨のシャインマスカット園内30分食べ放題 、ワインボトル詰めとオリジナルラベル作りが体験ができる
■実施期間：9月中旬から10月中旬迄のご希望日にお出掛けいただけます。（ご希望のお日にちにより満席の場合があります。）
Aコース／信玄鶏のグリル又は真鯛のムニエル おとな ７，2００円 ・こども5，400円
Bコース／国産牛サーロインの薄切りおとな ８，1００円・こども ６，3００円
＊お申し込みは、直接、旅行会社へお問い合わせください。
＜あっ旋ツアーのお知らせ＞
「綾小路きみまろライブと築地場外市場」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。（参加は、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。
ＨＰ用ＱＲ

● 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、

メール用ＱＲ

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。
＜添付書類の戸籍謄本は、取得してから3か月以内のものに限ります。＞

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。
～会員の方からのお便り～
東京ドーム 巨人戦チケット (6月4日）
今日は大画面に大きく写していただきましたよ😃💕

No.258で取り扱いました。

ディズニー・オン・クラシック(6月18日）
永峰大輔さんの指揮、日本人ボーカリスト、日本語歌詞でのディズ

8回表終了後、何故かカメラマンが前に構えていました???

ニー・オン・クラシックは初めて観ました。

👇の自筆の似顔絵を持った娘と度アップでした。

ボーカリストの皆さんは現役オペラ歌手という豪華なキャスティン

テレビに映ったかな⁉️

グで迫力ある歌声で圧巻の舞台でした。菅原洋平さんの演じる
ジーニーのフレンド・ライク・ミーは最高に楽しかったです。

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。

