
第28回親睦ゴルフ大会 申込書
事業所番号

事業所名

会 員 名

事業所FAX番号

会 員 連 絡 先
会 員 番 号

本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　）・同伴者

本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　）・同伴者

本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　）・同伴者

本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　）・同伴者

参加者氏名 会員との続柄年齢

FAX：38-1166

続柄を必ずご記入ください。

続柄を必ずご記入ください。

続柄を必ずご記入ください。

続柄を必ずご記入ください。

注）開催日に会員であることが条件となります。

Friendship Golf Tou
rna
me
nt

 Friendship Golf Tou
rna
me
nt

 親睦ゴルフ大会
第28回

参 加 料
日 時

場 所

参加資格
募集人員
競技方法
表　　彰
申込方法
申込期間

2019年6月23日（日）
9：00スタート　集合8：30（受付開始8：15）
米子ゴルフ場
米子市両三柳3192-2／TEL29-4444
会員・家族（配偶者・子・親）・同伴者
40名（10組）
18ホールストロークプレイ　ダブルペリア方式
1位～3位、飛賞、ドラコン、ニアピン、参加賞有り
申込書によりお申し込みください。
2019年5月15日（水）12：00～5月31日（金） ※参加料にはプレー代、昼食代、賞品代が含まれます。

会　員
会員で65歳以上
会員で70歳以上
家族（配偶者・子・親）

同伴者

7,000円
6,000円
5,000円
8,700円
9,700円

6,500円
5,500円
4,500円
8,200円
9,200円

5,500円
4,500円
3,500円
7,200円
8,200円

ゴルフ場
友の会会員

ゴルフ場
ゴールド会員

※写真はイメージです

（一財）米子市勤労者福祉サービスセンター　〒683-0822 米子市中町20番地　TEL（0859）38-1122 FAX（0859）38-1166　URL:http://www.yonago-sc.com/
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（2）JOY SUPPORT NEWS 受付開始は、5月15日（水）12：00～

日帰りツアー申込書
〈旅行会社に直接FAX〉

事業所番号
事業所名

会 員 名

事業所FAX番号

会 員 連 絡 先
会 員 番 号

※ご希望のコースにチェックを入れてください

□丹後の味彩会席の昼食 久美浜メロン狩り体験と食べ放題の旅 □隠岐の島
□新緑の嵐山トロッコ列車 美しい竹林と人気の精進料理 □キリンビアパーク岡山 和気ヤクルト工場

日本交通旅行社
FAX 22-2500

1 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

2 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

3 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

参加者氏名No 会員との続柄年齢 連絡先電話番号 ツアー参加日

ツアー案内書送付先
〒

続柄を必ずご記入ください

続柄を必ずご記入ください

続柄を必ずご記入ください

※取消料は、一般料金に対して係り全額本人負担となります。

日帰りツアー ※参加者が少ない場合は、ツアーを中止することがあります。 ※旅行条件は、旅行代理店の旅行業約款によります。
※ツアーの詳しい内容等、お問い合わせは旅行代理店まで。 ※取消料は、一般料金に係り全額本人負担となります。

「ツアー申込書」に必要事項を記入し、旅行代理店に直接FAXしツアーを申し込み、代金を支払う。申込
方法

株式会社 日本交通旅行社　米子市目久美町55　9：00～17：00(日・祝・第2.4土曜日休)
ＴＥＬ22-2103　ＦＡＸ22-2500　(担当：田中)お申し込み・お問い合せ先 ※募集広告ではありません。

■出 発 日　2019年6月30日（日）・7月7日（日）
■スケジュール

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日本交通旅行社まで
■申込期限　出発日の11日前まで

家族料金会員料金
9,500円 10,500円

旅行代金
11,500円

■補助対象人員　合計10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

※小人500円引き※バスガイドは乗車しません。添乗員が同行します。

久美浜メロン狩り体験と食べ放題の旅

大人の
工場見学

新緑の嵐山トロッコ列車

隠岐の島

米子6：15－メロン狩り体験(お土産用1玉箱付）－久美浜温
泉・湯元館（会席料理とメロン食べ放題30分間）－ かにはん
（ショッピング）－如意寺（約30分の花説法）－米子19：45頃

－
昼
－

■出 発 日　2019年6月4日（火）
■スケジュール

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日本交通旅行社まで
■申込期限　出発日の11日前まで

家族料金会員料金
10,500円 11,500円

旅行代金
12,500円

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

※小人2,000円引き※バスガイドは乗車しません。添乗員が同行します。

－
昼
－

■出 発 日　2019年5月31日（金）・6月11日（火）
■スケジュール

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日本交通旅行社まで
■申込期限　出発日の11日前まで

家族料金会員料金
11,800円 12,800円

旅行代金
13,800円

■補助対象人員　合計10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

※小人2,000円引き※バスガイドは乗車しません。添乗員が同行します。

米子8：00－七類港～～隠岐汽船（フェリーくにが）～～別府
港－海遊園（昼食/ホテル鶴丸）～～国賀海岸めぐり～～別府
港～～隠岐汽船（フェリーおき）～七類港－米子19：00頃

－
昼
－

日帰り
旅行

■出 発 日　2019年6月1日（土）
■スケジュール

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日本交通旅行社まで
■申込期限　出発日の11日前まで

家族料金会員料金
6,900円 7,900円

旅行代金
8,900円

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

※小人1,900円引き※バスガイドは乗車しません。添乗員が同行します。

米子7：40－高速－キリンビール岡山（工場見学・出来たてビール3杯までOK）
－おさふねサービスエリア（昼食/食べ放題でソフトドリンク飲み放題）－日本一
のだがし売場（縁日屋敷・もったいない広場/備前焼・新鮮野菜直販）－和気ヤク
ルト工場（平成27年に稼働開始/生産工場見学）－高速－米子18：50頃

－
昼
－

美しい竹林と人気の精進料理

和気ヤクルト工場

キリンビアパーク岡
山

米子7：00－高速－地蔵院庭園（美しい竹林で通称「竹の寺」）－天龍寺
庭園・天龍寺直営の精進料理「篩月（しげつ）」（ミシュランガイド2019
でビブグルマン掲載）－竹林の道［竹林の小径］（人気の竹林エリアに感
動）一トロッコ嵐山　　トロッコ亀岡－高速－米子19：00頃



JOY SUPPORT NEWS（3）受付開始は、5月15日（水）12：00～

① あらびきポークウインナー【214g】
② ブラートヴルスト【180g】
③ モルタデッラ【75g】
④ パストラミビーフ【45g】
⑤ 生ハム（ロース）【40g】
⑥ 熟成乾塩ベーコン【200g】
⑦ 熟成糸巻ロースハム【320g】
⑧ こんがり焼豚【105g】

■対　　象 会員1人2箱まで
■取　扱　店 大山ハム株式会社
■斡旋箱数 100箱（先着順）
■送　　料 1カ所につき800円
 ※同一箇所へ商品代1万円以上発送の場合は、送料無料
　　　　　　※商品代1万円以下の方で5月28日（火）・
 　5月30日（木）にサービスセンター事務局まで
 　取りに来られる方は、送料無料といたします。
■お届け期間 2019年5月24日（金）～5月31日（金）
 ※発送は、代金支払い7日後
■申込方法 専用申込書に記入の上、代金添えてジョイサポートよなごまで
　　　　　　※専用申込書は、ジョイサポートよなごHP➡
　　　　　　　新着情報からダウンロードできます。FAXもいたします。
■申込期限 2019年5月24日（金）12：00
■そ　の　他 包装、のしはできません。

■対　　象 会員1人2箱まで
■取　扱　店 大山ハム株式会社
■斡旋箱数 100箱（先着順）
■送　　料 1カ所につき800円
 ※同一箇所へ商品代1万円以上発送の場合は、送料無料
　　　　　　※商品代1万円以下の方で5月28日（火）・
 　5月30日（木）にサービスセンター事務局まで
 　取りに来られる方は、送料無料といたします。
■お届け期間 2019年5月24日（金）～5月31日（金）
 ※発送は、代金支払い7日後
■申込方法 専用申込書に記入の上、代金添えてジョイサポートよなごまで
　　　　　　※専用申込書は、ジョイサポートよなごHP➡
　　　　　　　新着情報からダウンロードできます。FAXもいたします。
■申込期限 2019年5月24日（金）12：00
■そ　の　他 包装、のしはできません。

会員料金 2,700円
通常価格5,400円（税込）のところ
キャンペーン特別価格3,240円（税込）

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻ ❼ ❽

大山ハム
　の斡旋

■価　　格

 ※消費税・送料込み
■対　　象 会員1人1セット
■取 扱 店 江木蒲鉾店
■斡旋セット数 50セット（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■申込期限 2019年5月31日（金）
■お届け方法 商品は、販売元より事業所に
 直送させていただきます。
■お届け時期 6月中旬

■価　　格

 ※消費税・送料込み
■対　　象 会員1人1セット
■取 扱 店 江木蒲鉾店
■斡旋セット数 50セット（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■申込期限 2019年5月31日（金）
■お届け方法 商品は、販売元より事業所に
 直送させていただきます。
■お届け時期 6月中旬

会員料金 通常価格
4,621円3,000円

『秘密のケンミンショー』で紹介さ
れました！！お隣の地産地消：島根県西部編

ピリ
辛赤てん

（5枚×6袋の30枚箱入り）

新緑のおでかけセット

◎弱火で炙ると、表面はさくっと中はモチモチに

◎日本のソウルフード、チーズやマヨネーズとの
相性が抜群♪ビールに最高♪

◎サンドイッチ具材や
　おにぎらずなど、
　様々なアレンジも
　お楽しみください

浜田名物ピリ辛さつま揚げ、魚のすり身に赤唐辛子を練りこんだ
さつま揚げ風てんぷら

消費期限
製造日を
含む8日

保存方法
10℃以下

セットの斡旋



（4）JOY SUPPORT NEWS 先着順のチケットについては、申込期限内で
あっても斡旋枚数になり次第終了いたします。受付開始は、3月8日（木）12：00～ ※一部を除く受付開始は、5月15日（水）12：00～

チケットの斡旋

ⓒKiyonori Hasegawa

※3歳以上有料、
　3歳未満入場不可

Ⓒ宝塚歌劇団　※写真は公演内容とは異なります。

東京バレエ団
子どものためのバレエ

■日　　時 2019年8月10日（土）
 開場12：45/開演13：30
■会　　場 米子市公会堂　大ホール
■料　　金 

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  各20枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2019年5月31日（金）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

会員料金
5,000円
2,500円

一般料金
6,000円
3,000円

全席指定
一　般

4歳～高校生

■会　　場 とりぎん文化会館　梨花ホール
■料　　金 全席指定S席7,300円（定価斡旋）
■対　　象 会員1人2枚まで

■日　　時 2019年9月5日（木）
 ［昼の部］ 開場13：30/開演14：00
 ［夜の部］ 開場17：30/開演18：00

■斡旋枚数  各6枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2019年5月21日（火）12：00

■そ　の　他 チケットの準備ができ次第
 連絡いたします。

主演
真風 涼帆、星風 まどか 

真風 涼帆 星風 まどか

ミュージカル・ロマン
『追憶のバルセロナ』
作・演出／正塚 晴彦

ショー・アトラクト
『NICE GUY!!』
－その男、Sによる法則－
作・演出／藤井 大介

■日　　時 2019年7月20日（土）
 ［1部］ 開場11：00/開演11：30
 ［2部］ 開場14：30/開演15：00
■会　　場 くにびきメッセ　大展示場
■料　　金 

■対　　象 会員1人1セット（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2019年5月30日（木）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

■斡旋セット数  各5セット

会員料金
6,500円

前売料金
7,992円

全席指定
2枚1セット

■日　　時 2019年11月18日（月）
 開場18：15/開演19：00
■会　　場 安来市総合文化ホール アルテピア
■料　　金 全席指定S席6,800円（定価斡旋） 
■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  10枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2019年5月30日（木）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

DRUM TAO 2019



JOY SUPPORT NEWS（5）先着順のチケットについては、申込期限内で
あっても斡旋枚数になり次第終了いたします。受付開始は、5月15日（水）12：00～

■料金・取扱枚数
■申込方法

■その他

申込書によりお申し込みください。
※試合日に会員であることが条件となります。
※申込受付期限後のキャンセルは、一切できません。
当選者の方のみ、締切後3日以内に事務局よりご連絡いたします。

※日程表の●印の試合日に限り外野指定席もあります。

6,000円
一般料金

7,200円内野指定席A一塁側
（2枚1セット）

取扱枚数

各日5セット
方法

抽選
3,500円 4,200円外野指定席ライト

（2枚1セット） 各日3セット

会員料金

広島東洋カープ公式戦入場券

※お申し込みは、同一カード会員1人1セットとさせていただきます。
※年間購入可能枚数の購入制限を1人2セットとさせていただきます。
※座席位置については、ご希望に添えませんので予めご了承ください。

抽選
です！

マツダスタジアムで開催される公式戦です

小
倉
遊
亀
と

院
展
の

画
家
た
ち
展

滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
所
蔵
作
品
に
よ
る

キャシー中島

キルトの
世界

■会　　期 2019年6月8日（土）～7月15日（月・祝）
 ※休館日：毎週月曜日。ただし7月15日は開館
■会　　場 鳥取市歴史博物館やまびこ館
■時　　間 9：00～17：00（入館は16：30まで）
■料　　金 

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  一般・大学生50枚、小・中・高校生20枚（各先着順）
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2019年6月7日（金）

会員料金
500円
300円

前売料金
800円
400円

一般・大学生
小・中・高校生

■会　　期 2019年6月28日（金）～8月26日（月）
 ※会期中展示替があります
 ※休館日：火曜日。ただし8月13日は開館
■会　　場 島根県立美術館
■時　　間 10：00～日没後30分（展示室への入場は日没時刻まで）
■料　　金 

■対　　象 会員1人2枚まで
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2019年8月23日（金）

■斡旋枚数  50枚（先着順）

会員料金
600円

前売料金
900円企画展・コレクション展セット

■利用可能劇場 全国のMOVIX劇場、新宿・丸の内ピカデリー
 神戸国際松竹、東劇、全国のイオンシネマ

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  200枚（申込多数の場合、抽選）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2019年5月31日（金）
■そ　の　他 当選者の方のみ、6月7日（金）までに
 連絡いたします。

会員料金 一般料金
1,800円1,000円

※2019年9月末まで鑑賞可能 

シ ネ マ チケット
■料　　金

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  50枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■申込期限 2019年8月30日（金）

会員料金 前売料金
1,400円1,000円

■料　　金
東宝共通前売券

名探偵コナン　紺青の拳
映画クレヨンしんちゃん
新婚旅行ハリケーン
～失われたひろし～

キングダム
名探偵ピカチュウ
コンフィデンスマンJP

フィスト

ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ
きみと、波にのれたら
ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
天気の子
アルキメデスの大戦
ドラゴンクエスト　ユア・ストーリー
劇場版 おっさんずラブ（仮）

かぐや様は告らせたい
～天才たちの恋愛頭脳戦～

記憶にございません！
HELLO WORLD
蜂蜜と遠雷
空の青さを知る人よ
マチネの終わりに

下記の映画をご覧いただける前売券です。
MOVIX日吉津他、全国の東宝の映画館でご覧いただけます。

試合日 対　戦 試合開始時間 申込受付期限
9月 7日（土） 阪神 14：00

8月 7日（水）
12：00

9月 8日（日） 阪神 13：30
9月 15日（日） ヤクルト 18：00
9月16日（月・祝） ヤクルト 14：00
9月 22日（日） 中日 18：00
9月23日（月・祝） 中日 14：00

試合日 対　戦 試合開始時間 申込受付期限
7月 20日（土） 巨人 18：00

6月 20日（木）
12：00

7月 21日（日） 巨人 18：00
8月 3日（土） 阪神 18：00
8月 4日（日） 阪神 18：00

● 8月12日（月・休） 巨人 18：00
8月 31日（土） DeNA 18：00
9月 1日（日） DeNA 18：00
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■申込方法  申込書によりお申し込みください。
■申込期限  2019年5月31日（金）

■利用期間  2019年6月15日（土）～7月31日（水）
■対　　象  会員1人1枚まで
■斡旋枚数  各50枚（申込多数の場合、抽選）
■そ の 他  当選者の方のみ、6月10日（月）までに補助券を発送いたします。

■場　　所  米子市彦名町4123-3
■電　　話  （0859）24-0043
■営業時間  11：00～15：30
■定 休 日  1月1日～3日

■場　　所  西伯郡伯耆町223-15
■電　　話  080-6244-0411
■営業時間  11：00～15：00
■定 休 日  毎週水曜日・第1,3木曜日

店内でお食事をされた場合、500円補助券として利用できます。

井田農園そば処

お食事補助券プレゼントお食事補助券プレゼント
《そば編》

「ミシュランガイド京都･大阪+鳥取2019」掲載

※上記補助券とは別です。
切り取ってすぐ使える

事業所番号　　　　　　　　　会員氏名

利用期間 ： 2019年5月18日（土）～10月31日（木）

線
リ
ト
リ
キコピー不可

豪円山ロッジ
ヘルシージンギスカン 100円割引券

利用期間 ： 2019年5月18日（土）～10月31日（木） コピー不可

豪円山ロッジ

※割引券は、1枚で5名まで  ※記入無きものは無効。
※補助券及び他の割引との併用はできません。

事業所番号　　　　　　　　　会員氏名
※割引券は、1枚で5名まで  ※記入無きものは無効。
※補助券及び他の割引との併用はできません。

豪円山ロッジ ヘルシージンギスカン 100円割引券

 

■利用期限  2019年10月31日（木）
■場　　所  だいせん高原豪円山ロッジ
　　　　　  西伯郡大山町大山124／TEL52-2311
■時　　間  ［ 平　日 ］ 11：00～15：30（LO14：30）
　　　　　  ［ 土日祝 ］ 11：00～16：00（LO15：00）
■定 休 日   毎週木曜日 ※6・7月は水曜日も休み
■料　　金

■対　　象  会員1人2枚まで

会員料金 一般料金
1,500円大　人 1,200円

※写真はイメージです

※利用の際、補助券と会員料金を合わせて
　お支払いください。

ラム肉·豚肉·野菜·ウインナー

食べ放題!!
ヘルシージンギスカン補助券

60分!!60分!!■斡旋枚数  150枚
 　 （先着順）
■申込方法  申込後、ジョイサポートよなごまで
 　 受け取りにお越し下さい。
■申込期限  2019年6月28日（金）

大人

大人 ヘルシージンギスカン 100円割引券大人

見　本 見　本
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■利用料金

■入館方法 1.ジョイサポートよなごに「入館補助券」の申し込みをし、取りに来てください。
  2.海遊館チケット売り場で「入館補助券」を提出し割引料金をお支払いください。
■利用資格 会員と家族
■利用期限 2020年3月31日（火）
■休　館　日 2020年1月8日（水）・9日（木）
■制限枚数 会員1人につき1年間に5枚まで
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■そ　の　他 ・「入館補助券」は、1人につき1枚限り有効です。
  ・ その他詳細は、入館補助券に記載されています。

新規割引提携施設新規割引提携施設

https://www.zenpuku.or.jp/全福センターホームページ

を発刊いたしました。
ご利用ください。

ス
マ
ホ
も

使
い
や
す
い
よ
!

ジョイサポートよなご会員は
全福センターのサービスが受けられますガイドブック

2019 ジョイサポートよなごも所属する上部団体「(一社)全国中小企業勤労者福
祉サービスセンター(略称：全福センター)」が提携・協定を結んでいる「宿
泊」・「スポーツ」「レジャー」「健康」などの施設が割引料金で利用できます。
お気軽に全福センターのホームページをご覧ください。

ジョイサポート
よなごHP

全福センターへのログインID・パスワードは、ジョイサポートよなご
事務局までお問合せ下さい。

■料　　金

● P.45「生活資金融資のあっせんのご案内」
　 ろうきんフリーダイヤルの番号の訂正　㊣0120-356475
● P.117「ビストロ・ド・スズキ」の割引内容の変更
　 ディナーのみワンドリンクサービス（ソフトドリンクのみ）
　 会員と同伴者2名
● HPでは、契約内容の変更等を随時していますのでご確認ください。

2019ガイドブックの一部訂正と契約内容の変更

会員料金 一般料金
2,300円大　人（16歳以上または高校生以上） 1,600円
1,200円800円こども（小・中学生）
600円300円幼　児（4歳以上）

海遊館入館補助券
海遊館（大阪市港区海岸通り1-1-10）に割引料金で入館いただけます。

■利用期限  2019年8月25日（日）
■場　　所  米子市久米町53-2 ／ TEL36-1113
■営業時間  11：30～14：30
■対　　象  会員1人2枚まで
■斡旋枚数  100枚（先着順）
■申込方法  申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限  2019年6月28日（金）
■そ の 他  要予約

会員料金 一般料金

1,800円大人（中学生以上） 1,300円
※シルバー（1,500円）、小学生（1,200円）、小学生未満
　（600円）は、会場でお買い求めください。

カフェ・イン・ザ・パーク（土日祝日、8月13日（火）～16日（金）限定）
ANAクラウンプラザホテル米子

Maison de kyu 手打ちそば 昌 庵
米子市角盤町1-141　☎0859-37-5780

会員証提示でいろいろなサービスが受けられます。是非、ご利用ください。

■営業時間      11：30～14：00
　　　　　   18：00～22：00
　　　　　   （オーダーストップ20：30）
■定　休　日 日曜日、祝日
■対　象　者 会員と同伴者2名

米子市彦名町4123-3
☎0859-24-0043
■営業時間 11：00～15：30
■定　休　日 1月1日～3日
■対　象　者 グループ全員

スマホ
サイト

お食事の方にソフトドリンクサービス会員特典 メインメニューを食べられた方100円引き会員特典

ランチビュッフェ Lunch buffet

県外の割引も受けられます！
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（一財）米子市勤労者福祉サービスセンター　〒683-0822 米子市中町20番地　FAX（0859）38-1166　URL：http://www.yonago-sc.com

事業所番号
事業所名 事業所FAX番号

会員番号
会 員 名 会 員 連 絡 先

先着順のチケットについて
　先着順のチケットは、斡旋枚数になり次第、終了。　斡旋枚数終了後に申し込まれた方には、事務局より連絡いたします。

下表の希望の欄に○印を付け、必要事項を全て記入してください。

申　込　書　（締切後のキャンセル、座席指定、会員のチケット紛失による再発行、払い戻しは一切できません。）

下記の申込書に記入の上、FAXか郵送またはホームページよりお申し込みください。又は、事務局までご持参ください。

受付開始は、5月15日（水）12：00～

駐車場について

満車の場合は市役所駐車場をご利用ください。

P
米子市
美術館

ニュー
アーバン
ホテル 山

陰
歴
史
館

信金
本町支店

９
号
線

旧庁舎駐車場

実施事業名 実績
温泉入浴券の斡旋 342枚
図書カードNEXTの斡旋 70枚
こども商品券の斡旋 40枚
ジェフグルメカードの斡旋 60枚
北斎展 17枚
仮面ライダースーパーライブ 26枚
金畑実とゆかりの作家たち 12枚
さだまさし 44枚
吉本新喜劇ワールドツアー 29枚
氣志團 2枚
味噌作り教室 15名
コサージュ作り 4名

実施事業（会報誌Vol.81）

各種事業の実績 2月～3月末

健康維持増進事業の実績
健診種別 件数

一般健診 168
白鳥健診 19
人間ドック 3
その他の健診 96
インフルエンザ予防接種 281

給付種別 件数
傷病休業保険金/14日以上30日未満 1
傷病休業保険金/30日以上60日未満 2
傷病休業保険金/90日以上120日未満 1

給付種別 件数
勤続祝金 /10年 10
勤続祝金 /15年 3
勤続祝金 /20年 5
勤続祝金 /25年 3
勤続祝金 /30年 5
勤続祝金 /35年 2
結婚祝金 4
出生祝金 2
成人祝金 2
還暦祝金 6
死亡弔慰保険金 /本人 1
死亡弔慰保険金 /子 1

慶弔給付金支給状況
種別 件数

一般パック旅行 20
熟年夫婦旅行 2

余暇活動事業の実績

種別 件数
各種資格取得時費用助成 38

自己啓発事業の実績

クイズに答えて
新春プレゼント
応募総数　386 名

広島東洋カープ
公式戦入場券

方　法 ○欄 券種 希望試合日 対戦相手 単　　価

抽選
内野指定席 月　　 　  日（  　　 ） 1セット 6,000円

外野指定席 月　　 　  日（  　　 ） 1セット 3,500円

補助券プレゼント いずれかの□に✓を記入してください。
5月31日（金）締切 □ 手打ちそば　昌庵　　□ そば処　井田農園

ピリ辛赤てんセット 希望の方は□に✓を記入してください。
5月31日（金）締切 □ 申し込みをする（1セット3,000円）

方　法 ○欄 催物名 単　価 希望枚数 計 対　象 申込期限

先着順

宝塚歌劇宙組全国ツアー S席 7,300円
昼の部 枚

円

会員1人2枚まで

5月21日（火）
12：00夜の部 枚

東京バレエ団 子どものためのバレエ
一般 5,000円 枚

円 5月31日（金）
12：004歳～

高校生 2,500円 枚

キャシー中島　キルトの世界

一般・
大学生 500円 枚

円 6月7日（金）
小・中・
高校生 300円 枚

DRUM TAO 2019　ザ・ドラマーズ S席 6,800円 枚 円
5月30日（木）
12：00爆笑!!お笑いフェスin島根 6,500円

1部 セット
円 会員1人1セット

2部 セット

ANAクラウンプラザホテル 1,300円 枚 円

会員1人2枚まで

6月28日（金）

小倉遊亀と院展の画家たち展 600円 枚 円 8月23日（金）

東宝共通前売券 1,000円 枚 円 8月30日（金）

ヘルシージンギスカン補助券 枚 6月28日（金）

抽選 シネマチケット 1,000円 枚 円 5月31日（金）


