
「事業参加申込書」様式第18号（ご利用ガイドブック＆HP掲載）に記入し、事務
局窓口へ （FAX・郵送可）
＊会員・登録家族・一般の方が対象です。(一般の方のみの参加は出来ません。)
＊先着順 (定数になり次第締切り、キャンセル待ちとなります。) 
＊先着に漏れ、キャンセル待ちの場合は、事務局からご連絡します。
＊出発時間・行程等は予定です。

◎共済会企画事業ご案内………………………… １～２ページ
◎共済会企画事業報告………………………………… ３ページ
◎旅行業者のおすすめツアーのご案内……………… ４ページ
◎新規加入事業所紹介と事業所従業員全員入会のおすすめ … ５ページ
◎現会員証の確認、会員証提示割引契約店の紹介… ６ページ

◎共済会ホームページのご案内等…………………… ７ページ
◎東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券
　プレゼントキャンペーン…………………………… ８ページ
◎ホテルセンチュリー静岡のお食事チケット優待券の配付ご案内 … ９ページ
◎「静岡ろうきん」・「笑福の湯」からのお知らせ …… 10ページ

※ 今月号の掲載お知らせ！！

◆日　　時／平成29年５月14日（日）
8：45 発 ⇒ 相良牧之原IC ⇒ 《東名高速》 ⇒ 浜松西IC ⇒ おんな城主直虎・大河ド
ラマ館　10：45 ～ 11：45  ⇒ きじ亭（昼食） 12：15 ～ 13：05 ⇒ 奥山半僧坊・方
広寺 13：10 ～ 14：40  ⇒ 直虎ゆかりの龍潭寺 15：00 ～ 16：00⇒ 浜松いなさIC 
⇒《新東名高速》 ⇒ 島田金谷IC ⇒ 18：10頃 着

◆募集人員／25名（最小催行人数20名）
◆参 加 費／会員・登録家族 5,200円 、一般 7,800円
　　　　　　＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、入館・拝観料、保険料等です。
◆申込締切／平成29年４月20日（木）　＊申込みは、共済会事務局
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
　なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

５月 おんな城主・直虎「大河ドラマ館」と直虎ゆかりの地１ 企画旅行社 ： アンビ・ア　ツアーズ

写真はイメージです！

◆日　　時／平成29年５月28日（日）
7：00発 ⇒ 相良牧之原IC ⇒《東名高速》⇒小牧IC ⇒ 犬山城下町 町並み散策 10：30 ～ 
11：30 ⇒ 文化財奥村邸「なり多」フレンチ創作料理（昼食） 11：40 ～ 13：00 ⇒ 可児
市・花フェスタ記念公園（7000種の世界最大級の春バラまつり開催中）見学 13：40 ～ 
15：00 ⇒可児御嵩IC ⇒ 《東海環状・東名高速》⇒ 相良牧之原IC ⇒ 18：30頃 着

◆募集人員／25名（最小催行人数20名）
◆参 加 費／会員 7,900円、登録家族 8,900円 、一般 11,900円
　　　　　　＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、入園料、保険料等です。
◆申込締切／平成29年４月28日（金）　＊申込みは、共済会事務局
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
　なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

５月 犬山城下町「文化財奥村邸“なり多”フレンチ創作料理」と「花フェスタ記念公園バラまつり」２ 企画旅行社 ： ㈲旅クラブ

写真はイメージです！

参加者募集

発行：榛南地区勤労者共済会　　牧之原市静波1771-5　　TEL  0548-22-9671 　FAX  0548-22-9672　窓口：平日9：00 〜 17：00

榛南地区勤労者共済会

会 　 報
2 0 1 7 年 ４ 月 １ 日

第70号

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟　事業所数  556／会員数  2,765（平成29年３月1日現在）

http://www.hainan-kk.jp
“共済会ホームページ” 
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◆日　　時／平成29年６月18日（日）
7：05発 ⇒ 吉田IC ⇒ 《東名・新東名高速》⇒ 新清水IC ⇒ 《中部横断道・中央道》 ⇒ 清
里・清泉寮（昼食＆見学） 11：30 ～ 13：30 ⇒ 白根さくらんぼ狩り 14：25 ～ 15：25 ⇒
新清水IC ⇒ 《新東名・東名高速》⇒ 吉田IC ⇒ 18：50頃 着
＊昼食は「ポークグリル」か「マスのソテー」を申込時に選択！

◆募集人員／25名（最小催行人数2 0名）
◆参　加　費／会員 7,500円、登録家族 8,400円、一般 11,200円
 ＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、入園料、保険料等です。
◆申込締切／平成29年５月18日（木）　＊申込みは、共済会事務局
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。なお、参加費は
　旅行社への支払いとなります。

６月 清里「清泉寮ランチ」と「白根さくらんぼ狩り」３ 企画旅行社 ：スルガ観光サービス

写真はイメージです！

◆日　　時／平成29年４月19日（水）・５月17日（水）・６月21日（水）（７月以降も毎月第３水曜日）19：30 ～ 21：30
◆場　　所／相良Ｂ＆Ｇ海洋センター　体育館
◆内　　容／フーバ（ふくしバレー）の体験講座及びミニゲーム
◆参加対象／会員及び登録家族（同伴なら一般もOK）
◆参　加　費／会員及び登録家族の方は「無料」　＊スポーツ保険加入済み
◆申込締切／事前の申し込みは必要ありません
 当日会場受付で「会員証の会員番号」を参加名簿に記載
◆持　物　等／運動しやすい服装、体育館シューズ、飲み物、タオルなど

※フーバ（ふくしバレー）ふだんのくらしをしあわせにするバレーボールです。
・使用するボールは「ビニール製カラーボール直径25㎝」で体に当たっても痛くないです。
・体のどの部分（手、足、頭、肩等）を使ってもかまいません。片手・両手どちらでもOKです。
・サーブはアンダーサーブ、アタックは禁止です。バレーボール未経験の方も楽しんでいます。

◆日　　時／平成29年７月30日（日）
7：45発 ⇒ 相良牧之原IC ⇒ 《東名・名神高速》 ⇒ 関ヶ原IC ⇒ 関ヶ原「花伊吹」鉄板焼きフルコース（昼食） 
11：00 ～ 12：00 ⇒ 胡麻の郷（立寄り） 12：10 ～ 12：40 ⇒ 《伊吹山ドライブウェイ》 ⇒ 伊吹山・山頂自由
散策 13：10 ～ 15：00 ⇒ 関ヶ原IC ⇒ 《名神・東名高速》⇒ 相良牧之原IC ⇒ 19：15頃 着

◆募集人員／25名（最小催行人数20名）
◆参　加　費／会員 8,000円、登録家族 9,000円、一般 12,000円
 ＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、保険料等です。
◆申込締切／平成29年６月23日（金）　＊申込みは、共済会事務局
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。なお、参加費は
　旅行社への支払いとなります。

７月 涼景に誘われて～♪「伊吹山散策」と「近江牛・飛騨牛の食べ比べ/鉄板焼きフルコース」５ 企画旅行社 ：㈱静岡旅の企画室

写真はイメージです！

平成29年度 軽スポーツ「フーバ」体験講座開催のお知らせ

◆日　　時／平成29年７月２日（日）
6：35 発 ⇒ 相良牧之原IC ⇒ 《東名高速》 ⇒ 美濃IC ⇒ 根道神社「絵画の様に美しいモネの池」見学　11：30 ～ 
12：00 ⇒ 神明温泉「湯元すぎ嶋」奥美濃いろり会席（昼食） 12：30 ～ 14：00 ⇒ 美濃・うだつの上がる町
並み散策 15：10 ～ 16：00 ⇒ 美濃IC ⇒《東名高速》 ⇒ 相良牧之原IC ⇒ 19：55頃 着
＊湯元すぎ嶋の温泉入浴：別途500円､ タオルレンタル200円

◆募集人員／25名（最小催行人数20名）
◆参 加 費／会員 8,400円、登録家族 9,400円、一般 12,600円
 ＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、保険料等です。
◆申込締切／平成29年５月19日（金）　＊申込みは、共済会事務局
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。なお、参加費は
　旅行社への支払いとなります。

７月 神秘のモネの池と神明温泉・湯元 すぎ嶋「奥美濃いろり会席」
企画旅行社 ： 中部日本トラベル㈱

写真はイメージです！

４
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東京フリー・六本木ミッドタウ
ンイルミネーション見学

セミナー「お正月用寄せ植え」

企画事業報告（平成28年１１月～平成２９年２月実施分）

11/26
（土）

12/17
（土）

新幹線で行く
「東京ディズニーリゾート」

初詣「長野・善光寺」と「小布施町」
12/18
（日）

「合同ボウリング大会」
2/8

（水）

1/15
（日）

22名参加

（県内共済会合同事業）当会65名参加

（中部地区共済会合同事業）当会16名参加

22名参加

39名参加
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・ご希望のコースを選んで、「事業参加申込書」に記入して、
共済会事務局へお申し込みください。（FAX可 22–9672）

　お申し込み後は、各々の旅行会社から連絡があります。

ご予約お申し込み方法

おすすめツアーに共通する注意事項
・キャンセル料等の条件は、すべて旅行会社が定める内容

となりますのでご了承ください。

旅行代金
◆会員
表示金額の20％引きの料金（但し、割引額上限4,000円）
◆登録家族　
表示金額の10％引きの料金（但し、割引額上限2,000円）

会員・登録家族のみなさんに、割引価格で旅行をお楽しみ
いただくツアーのご案内です。なお、割引対象は、各号掲
載ツアーの中から１回となりますのでご了承ください。

アンビ・ア倶楽部

静岡県焼津市栄町2-2-21　〒425-0027　TEL 054-620-7725    FAX 054-620-7726
観光庁長官登録旅行業　第一種　第638号　総合旅行業取扱管理者　鶴田康広　河合重次

旅行企画･実施　株式会社アンビ・ア　アンビ・ア  ツアーズ

■出発日　5/17㈬・23㈫
日帰り 食事／昼1回

旅行代金 19,900円

①

各地（焼津8：00 〜静岡8：40）ー東京宝塚劇場（開演前に劇場内
にてお弁当昼食、Ｓ席にて鑑賞）−星組公演《主演》紅ゆずる　綺
咲愛里 ミュージカル『THE SCARLET PIMPERNEL（スカーレット ピン
パーネル）』−（静岡20：15 〜焼津20：45）各地
※このコースの乗降場所は藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水IC・富士

ICとなります。

ロマンスツアー

旅行企画・実施　　静岡県知事登録 旅行業第2-202・全国旅行業協会会員

中部日本トラベル㈱ 静岡県牧之原市波津３丁目１番地
TEL：0548-52-3315　旅行業務取扱管理者 名波 直樹

※旅行取消料

出発日の前日から起算して 10日前から8日前 7日前から2日前 前日 当日 開始後
20％ 30％ 40％ 50％ 全額

■最少催行人数 23名

■ご出発日　4月29日(土祝)･30日㈰・5月7日㈰･8日㈪･10日㈬･12日㈮･13日㈯
■募集人員　各コース40名（最少催行人数25名）
■旅行代金　大人：8,900円　＊小学生500円引、3歳以上未就学児童1,000円引
■利用バス会社　スルガ観光バス

■日　程 平成29年5月27日㈯・
　　　　6月4日㈰・10日㈯
11,500円
<交通費・昼食代・旅行傷害保険含>

■旅行代金

迎賓館赤坂離宮 前庭と東京名所めぐりミュージカル『THE SCARLET PIMPERNEL（スカーレット ピンパーネル）』

※写真はイメージです。

〈ひたち海浜公園のネモフィラ・イメージ〉

■乗車場所 旧相良町商工会 = 榛原観光センター = 小山城観光バス駐車場

■時　　間 後日御連絡致します。

日程

発
7:00～7:30

地 = <高速> = 築地場外市場(見学) = 皇居前広場(昼食。昼食後、楠正成像、二

重橋、皇居東御苑など各自散策) = 迎賓館赤坂離宮(前庭の一般公開、前庭から本館を

間近で御覧ください。) = <高速> = 発
19:20～19:50

地着予定

■コース・日程

※交通費・昼食費・さくらんぼ狩り・
　旅行傷害保険（集合地～集合地の補償）含みます。お一人様 11,500円

※バス車内は、シートベルトの着用が義務付けられています。安全の為に必ず着用願います。
※利用バス会社名：スルガ観光㈱、貸切バス事業者安全性評価認定制度（最高の三ツ星認定）

■最少催行人数 30名

■出発日 平成29年6月11日（日） 日帰り
■旅行代金

品質一番！恵比寿園のさくらんぼ狩りと
ちょっとおしゃれにシャトー勝沼のこだわりフレンチ

日光東照宮とネモフィラ・天空の散歩道

■乗車地

6/11（日）

発地 ー 高速 ー 新清水IC ー 南アルプス市、さ
11：00～12：00

くらんぼ狩り（40分間食べ放題） ー シャトー勝沼（ワ

イナリー見学・試
12：50～14：50

飲、フレンチ昼食） ー 道
16：10～16：30

の駅あさぎり ー 高速 ー 発
18：45～19：30

地

■コース

御
7：30

前崎市役所支所ー牧
7：45

之原市役所相良庁舎ー 榛
8：00

原観光センター ー小
8：15

山城公園

旅クラブツアー

㈲旅クラブ
静岡県知事登録　旅行業第2-423号（一社）全国旅行業会会員
静岡県牧之原市大沢1丁目73番地　〒421-0526　
TEL0548-52-2756　総合旅行業務取扱管理者／河原崎　章

ステップツアー　STEP TOUR

旅行企画・実施　　静岡県知事登録旅行業第2-277号・全国旅行業会正会員

㈱静岡旅の企画室 相良店  ☎0548-52-5111㈹／小笠店  ☎0537-73-8111㈹

■旅行代金 （１泊３食・交通費・観光費・旅行傷害保険含）

■乗車場所 お近くでご乗車できます。 ■出発時間 後日連絡いたします。

◇宿泊ホテル　きぬ川温泉 ホテル三日月　☎0288-77-2611

5/7
㈰

各地（出発）＝＝最寄
7：30

IC＝＝《東名・首都高速・東
〈車中食〉

北道・日光宇都宮道》＝＝日光IC＝＝世界遺産！

日光東照
13：00～15：00

宮（案内人付拝観）＝＝日光ろばた漬店
15：40～16：00

（ショッピング）＝＝きぬ川
16：30頃

温泉（泊）

5/8
㈪

ホテ
8：30

ル＝＝《日光宇都宮道・東北道・北関東道》＝＝ひたち海浜公園IC＝＝国営ひた
10：30～12：30

ち海浜公園

（入園・ネモフィラ鑑賞）＝＝那珂湊（自由昼食
12：50～14：30

・ショッピング）＝＝大洗IC＝＝《北関東道・常磐

道・首都高速・東名》＝＝最寄
19：30頃

IC＝＝各地（到着）

※申し込み人員に減員が生じた場合は下記のように取り消し料がかかります。ご注意下さい。
出発日の前日から起算して

前日 当日 開始後
15日から７日まで ６日から２日まで
旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 全額

■ご出発日 5月7日㈰

※上記の行程及び時間は予定であり、天候、道路状況、現地事情等の理由により、多少変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

～富士芝桜まつり２０１７～
富士の春の風物詩。首都圏最大級の
８０万株が咲き誇る花の祭典！おかげ
さまで10周年！芝桜の株を全面に植
え替えより一層きれいな風景をお楽し
みいただけます。アネモネ、クリンソ
ウ、ムスカリなどの草花や、桜、ツツ
ジなどの花木も彩りに華を添えます。

～天空のチューリップ祭り～
富士山南麓２合目の遊園地「ぐりん
ぱ」園内に、約１５０品種、21万球の
色とりどりのチューリップが可憐に咲
き広がります。新緑が美しい富士山と
のコントラストは必見です! チューリッ
プポストカードプレゼント

オレンジツアー

静岡市追手町2-12 総合旅行業務取扱管理者  中澤 直樹 その他詳細につきましてはお問い合わせください

【旅行企画実施】

静鉄観光サービス㈱
静鉄観光サービス（株）藤枝支店
〒426-0067 藤枝市前島1-2-1オーレ藤枝3階
TEL 054-634-1203  FAX 054-636-9000  担当大石繁伸

富士芝桜まつり＆天空のチューリップ祭りと
まかいの牧場地産料理のバイキング 《日帰り》

掛川駅南口6:05⇒菊川ＩＣオレンジ駐車場6:25⇒吉田ＩＣ入口バス停6:45⇒焼津駅北口7:05⇒静
岡駅南口7:35⇒東静岡駅北口7:45⇒有度局前7:55⇒清水駅旧西友前8:05⇒富士ＩＣ8:45⇒

各地⇒富士芝桜まつり2017⇒まかいの牧場（昼食：農場レストランにて地産料
理のバイキング）⇒＜富士山スカイライン＞⇒ぐりんぱ（天空のチューリップ祭
り）⇒金時亭（金時力まんじゅうショッピング）⇒ 各地（静岡駅南口17:30頃）

※添乗員またはバスガイド同行　※写真はすべてイメージ

基本乗車地

＊＊＊＊　MENU　＊＊＊＊
〈食前酒〉　〈オードブル〉山梨の大地で育った野菜とワインでマリネし
たサーモンの盛り合わせ　〈スープ〉野菜のブイヨンスープ　〈メイン料
理〉甲州信玄豚のポワレ メルシーソース　〈デザート〉焼き菓子と季節
のフルーツの盛り合わせ　〈パン・コーヒー〉

4 〜 5名１室 3名１室 2名１室
33,000円 34,000円 36,000円

新企画！！
１名様に旅の企画室
旅行券“10,000円”

プレゼント！

東京宝塚劇場 星組 公演観劇

©宝塚歌劇団
photo by Leslie kee
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損害保険・生命保険代理店

㈱ハイナン保険サービス

牧之原市細江3486-1
TEL　28-7070
FAX　28-7069

保険全般に関するご
相談お気楽にお問い
合わせください

化粧品店

岩本化粧品店

吉田町住吉2445-1
TEL　32-0032
毎週水曜定休日

カネボウ化粧品（トワニー・リサージ）
専門店ブランド
オパール化粧品、オリーブ化粧品
エステ・まつ毛カール・眉スタイリング・
ネイル（完全予約制）

共済会は、中小企業・商店などで働く人々の福利厚生をサポートします。

事業主・従業員のみなさまへ

『事業所従業員全員入会のおすすめ』

入 会 で き る 人
◎牧之原市・吉田町に所在する中小企業・商店などで

働く方なら、年齢に制限なく誰でも加入できます。
◎会社の社長さんを始め、従業員・パートタイマー・

商店主・家族専従者等が対象です。
◎原則として、個人毎ではなく事業所単位で、会員資

格のある方は全員の加入をすすめています。

　就業後１年以上の未加入従業員等入会時

に、会員事業所に対して入会者１名につき

500円の商品券を贈呈します。
　ただし、商品券贈呈の対象期間は、５月～

７月の入会に限ります。

＊入会の手続きは、共済会事務局で受付けています。詳しいお問合わせは、共済会事務局へお願いします。
＊また、退職等により退会される場合には、「会員証」、「共通利用券」、をお返しください。
連絡先：共済会事務局　TEL：0548-22-9671　　FAX：0548-22-9672

お知り合いの事業所、商店を是非ご紹介ください。
会員が増えることにより、充実した事業を行うことができます。
ご連絡いただければ、共済会事務局員がお伺いして説明させていただきます。

未加入事業所をご紹介ください！

特 典
ご紹介いただいた事業所が入会された場合は、加入会員１名につき500円の商品券を贈呈

《新規加入事業所紹介》 （平成28年12月 ～平成29年３月）  期間中 3事業所が入会！



⇐ 現在有効の会員証です！
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※上記以外にも、「中部地区４団体（静岡市・藤枝市・焼津市・島田市）」・「全福センター（共済会として加盟）」・
「ろうきんマイプランクラブ（労金と提携）」による割引契約店も、会員証提示により割引等が受けられます。

※ 会員証提示割引は「人間ドック」を実施している医療機関など様々な業種に広がっています。
※詳細は、「ご利用ガイドブック」や「共済会ホームページ（会員証提示割引欄）」をご覧ください。

事業所名・店名 住所／電話番号 業 種 等 割引内容・対象

静波
スウィング

ビーチ

牧之原市静波2228-43 リゾートホテル
レストラン
ウェディング

◦レストランの食事料金10％引き
◦１泊朝食の料金割引（大人１名の料金）
　平　日：7,980円を5,600円
　休前日：9,980円を7,180円
◦会員証提示で会員及び同伴者４名まで割引可能

0548-22-1717

おひさま食堂
吉田町神戸2143-18

ブッフェレストラン
◦ランチまたはディナー料金を5%割引
　（ただし、アルコールは除く）
◦会員証提示で会員及び同伴者5名まで割引可能0548-23-9755

㈲そねたけ
吉田町神戸2413-2 婦人服・学生用品・化粧

品・クロスタニン販売
◦「愛カード」ポイント２倍（ただし、学用品は除く）
◦会員証提示者0548-32-8000

㈲メンズカトー
牧之原市静波253-6 紳士服･紳士洋品

学生用品･クロスタニ
ン販売

◦購入額の10％引き（クレジットは除く）
　（＊特別奉仕品・学生衣料は除く）
◦会員（会員証提示者）及び登録家族0548-22-4452

名波畳店
牧之原市須々木431-1

畳 製造・販売 ◦購入額の５％引き
◦会員（会員証提示者）0548-52-1275

車のシズヨシ
牧之原市静波2260-13 自動車販売

車険・修理・点検
自動車リース

◦自動車購入時／新車：１万円キャッシュバック
◦中古車（車両30万円以上）：普通車２万円引き、軽

自動車１万円引き
◦６ヶ月点検無料又はエンジンオイル半額！
◦会員（会員証提示者）及び登録家族

0548-22-2668

カツマタ
自動車販売㈱

牧之原市細江2036-1 自動車販売
車険・修理・点検

◦新車購入時／１万円キャッシュバック
◦車検・修理・点検時の工賃10％引き
◦会員（会員証提示者）及び登録家族0548-22-5333

㈲高林タイヤ
牧之原市地頭方574-4 各種タイヤ

修理・販売

◦FALKEN（ファルケン）・ダンロップの乗用車タイ
ヤ購入時５％引き

◦会員（会員証提示者）0548-58-0856

アイエス施術院
吉田町川尻813-3

整体 ◦整体治療費から1,000円割り引く（要予約）
◦会員（会員証提示者）0548-32-2305

パール
エステサロン

御前崎市白羽5930-1 痩身エステ
よもぎ蒸し
脱毛

◦エステ、脱毛、よもぎ蒸し、脂肪冷却痩身
　＊各10％引き、当日会員カード提示0548-63-5030

ディスカバリー
パーク焼津
天文科学館

焼津市田尻2968-1 天文科学館
プラネタリウム

◦プラネタリウムと展示・体験室の利用料金20％引き
◦会員証提示で会員及び同伴者５名まで割引可能054-625-0800

榛南地区勤労者共済会　会員証提示　指定割引契約店の紹介！

会員証は「平成26年４月１日」に変更！
すでに３年も経過！

※お持ちの会員証を
　確認してくださいネ！
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◦「ご利用ガイドブック」がＰＤＦで！
◦「入会案内」も！
◦  最新の「申請用紙」が！
◦「共済会だより」＆「共済会ニュース」
◦「会員証提示割引」施設一覧
◦「共通利用券」施設ＨＰへもリンク

榛南地区勤労者共済会
http://www.hainan-kk.jp

榛南地区勤労者共済会 検索

　４年間勤務させていただきありがとうございまし
た。この間、どれだけ会員の皆様のお役にたてたか
わかりませんが、役員さんを始め、皆様のご協力の
おかげで無事に職責を全うできましたことを心から
感謝申し上げます。本共済会の今後ますますのご発
展を心からご祈念しお礼のあいさつとさせていただ
きます。

　４月から新事務局長として勤
務させていただくことになりま
した。微力ではありますが、少
しでも、会の運営･会員の皆様の
お役にたてるよう頑張りますの
で、どうぞご支援ご協力をよろ
しくお願いします。

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

鈴木　　博

退任事務局長 新任事務局長
下村　康之

色々アップ

してあるよ！！ “ 共済会ホームページ ”
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〈レンタルタオルセット〉

600円600円大人 350円350円小人

550円550円大人

土日祝

平日

300円300円小人

早朝料金早朝料金
5：00～9：00

（最終入館8：30）

朝風呂はこんな方にお勧め
●早起きして散歩・ジョギングをする方
●夜勤明けでゆっくり疲れを癒したい方
●夜釣り・早朝スポーツをされる方
●朝からゆったり自分の時間を満喫したい方
●仕事前にスッキリ目覚めたい方

●早起きして散歩・ジョギングをする方
●夜勤明けでゆっくり疲れを癒したい方
●夜釣り・早朝スポーツをされる方
●朝からゆったり自分の時間を満喫したい方
●仕事前にスッキリ目覚めたい方

朝5時より
朝風呂で、さらに健康！

「23時間営業」好評営業中！

平成29年5月31日㈬ ※本券1枚で2名様迄有効

・バスタオル
・フェイスタオル無料券

手ぶら
クーポン
有効期限

岩塩房

火窯房 冷汗房

ロウリュウイベント
毎日実施中

岩盤浴・ロウリュウ

黄土房

遠赤外線効果でゆっくりじっくり発汗をお楽しみ下さい
数億年前の化石塩を壁に貼った「岩塩房」、遠赤外線を放つ
黄土でできた「黄土房」、遠赤外線・マイナスイオン・空気清浄
効果で自然治癒力を高めます。

にて、ご利用頂けます。にて、ご利用頂けます。

通常
料金 1,000円1,000円

550円550円
1,480円

820円入浴（大人）
岩盤浴コース（入浴含む）

▶
▶（土日祝1,590円）

（土日祝930円） 200円200円410円（小人） ▶（土日祝510円）
共済会の皆様は
　　利用券ご利用で
共済会の皆様は
　　利用券ご利用で

岩盤浴営業時間／10:00～23:00
リラックスルーム営業時間／10:00～翌9:00（深夜1:00～5:00は清掃の為浴室はご利用できません）

10:00～翌朝9:00
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ご家族の方にも お見せください!!　　榛南地区勤労者共済会 窓口受付時間/平日 9:00 〜 17:00


