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（公財）富山市勤労者福祉サービスセンター（公財）富山市勤労者福祉サービスセンター

回
覧

※担当者様、このニュースを職場の皆さんに回覧していただきますようお願いいたします。

事業所数 1,045事業所　会 員 数 10,741人事業所数 1,045事業所　会 員 数 10,741人
2022.8・9月号

248
No.

1セット1,500円（500円券×4枚：一般料金2,000円【2,000円ぶん】のところ）
500セット ※会員1名につき1セットまで。
申込期間●8月25日（木）〜8月31日（水）
申込方法●※1参照  なお、今回はお申込みいただいた会員全員に、9月5日（月）
中にお支払方法等をＦＡＸでお知らせします。

全国の店舗で利用できる商品券です。

期間限定特別割引
サーティワン アイスクリームギフト券の割引あっせん

10月15日（土）　8：55集合
9：00開始後、デザイン考案に20分、作成に30分。順番に
作成し、11：50には終了予定
富山ガラス工房（富山市西金屋85）　
第2工房「ガラススタジアム」
講師：富山ガラス工房講師
20名 ※最少催行人数
会員及び家族 2,000円
（一般料金は3,100円 ※材料費、保険料含む。）
その他一般 3,100円
申込期間●9月1日（木）〜9月7日（水）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月12日(月)
中にFAXでお知らせします。

富山ガラス工房 ! ハロウィンオーナメント
制作体験教室　参加者募集

【内容】ガラス作家が制作をサポートし、初めての方でも楽しく制作できます。
※サイズ、アイテム、デザインは指導作家と相談しながら決めていただきます。
マスクの着用、長ズボン、スニーカー等、動きやすい服装で参加下さい。
※一週間後以降のお渡しとなります。

10月30日（日）　
【A】10：00～12：30
【B】13：00～15：30
富山市民プラザ2F
「ホームメイドクッキング富山校」
（富山市民プラザ2F）
【大人1名、小人（5歳〜小学生）1名】×各8組
1組3,000円（一般料金は4,950円）
※1組で1台（直径12㎝×高さ約5㎝）を作ります。持ち帰り用
袋付き。※追加の場合は、参加者1名につき1,500円の追加料金
で、小ケーキを作ります。

申込期間●9月5日(月)〜9月12日(月)
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月20日(火)中
にFAXでお知らせします。

親子でケーキ作り一日教室
「ハロウィンパーティ かぼちゃのケーキ &
クッキー」　参加者募集

コンサート・イベント

9月17日（土） ［Ａ］12：00開演
 ［Ｂ］16：00開演
てるてる亭
全席指定 3,900円※送料込。
（一般前売料金は4,500円
　　　　　　※当日500円高 ※送料別）
各10枚 ※会員1人につき2枚まで。※未就学児童入場不可。
申込期間●8月22日（月）〜8月25日（木）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ8月29日（月）
中にFAXでお知らせします。

9月22日（木）～10月11日（火）
富山大和　6階ホール
大人　　　　　　700円
（一般当日料金は1,200円）
小学生～高校生　400円
（一般当日料金は　800円）
各200枚 ※会員1人につき4枚まで。※未就学児無料
申込期間●8月29日（月）〜9月16日（金）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※予定枚数に達し次第締め切らせていただきますのでお
早めにお申し込みください。

てるてる亭  志の輔のこころみ
チケットあっせん

志村けんの大爆笑展　チケットあっせん

※ 1 8 ページの申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送・または　サポートとやま窓口で申し込んでください。≪ホームページ上のお問い合わせフォームか
らも申し込み可。詳しくは HP をご覧ください。≫申込期間終了後、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

★キャンドルライトがつきます★



②

9月23日（金祝）14：00開演
オーバード･ホール
S席指定 8,200円※送料込。
（一般料金は 9,000円※送料別）20枚
※会員1人につき2枚まで。

※未就学児入場不可

申込期間●8月22日（月）
　　　　　　　〜8月26日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ8月31日(水)
中にFAXでお知らせします。

10月2日（日）　17：00開演
長野市多目的スポーツ
アリーナ ビッグハット
全席指定　11,000円※送料込。
（一般料金は11,000円※送料別）
20枚　※会員1人につき4枚まで。
※3歳未満入場不可。4歳以上チケット必要　※申込時、名前と電
話番号の記入が必須となります。　※チケットは当日座席指定引
換券をお渡しします。当日会場にて座席券と引換となります。
※その他ツアー特設サイトの注意事項をご確認頂いた上でお申込
下さい。また当日を含め変更点が出る場合がありますので、こま
めなサイトのチェックをお願いします。

申込期間●8月23日（火）〜8月26日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ8月31日（水）
中にFAXでお知らせします。

ミュージカル　DOROTHY
～オズの魔法使い～　チケットあっせん

Perfume 9th TOUR 2022
“PLASMA”　チケットあっせん

9.23FRI9.23FRI オーバード・ホール 開場13時　開演14時オーバード・ホールオーバード・ホール 開場13時　開演14時開場13時　開演14時
※富山公演は鈴木勝吾／小野塚勇人 【劇団EXILE】 は出演致しません

開場13時　開演14時開場13時　開演14時開場13時　開演14時
※富山公演は鈴木勝吾／小野塚勇人※富山公演は鈴木勝吾／小野塚勇人 【劇団EXILE】 は出演致しませんは出演致しません

ほか

9月24日（土）
17：00開演
本多の森ホール
一般指定9,300円※送料込。
（一般料金は10,000円※送料別）20枚
※会員1人につき2枚まで。※2歳以下入場不可。3歳以上有料。（た

だし、2歳以下の場合でも膝上鑑賞可能な場合は無料で入場可）

申込期間●8月23日（火）〜8月26日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ8月30日（火）
中にFAXでお知らせします。

和楽器バンド ボカロ三味2 大演奏会
チケットあっせん

10月23日（日）17：00開演
本多の森ホール
指定席　7,200円※送料込。
（一般料金は7,700円※送料別）
20枚
※会員1人につき2枚まで。
※3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要。

申込期間●8月29日（月）〜9月2日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月7日（水）
中にFAXでお知らせします。

斉藤和義 弾き語りツアー 2022
チケットあっせん

9月11日（日）　14：00開演
新川文化ホール　大ホール
全席指定　3,600円※送料込。
（一般料金は4,000円※送料別）
20枚 ※会員1人につき2枚まで。　
※未就学児入場不可

申込期間●8月19日（金）〜8月25日（木）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ8月31日（水）
中にFAXでお知らせします。

立川談春 独演会　チケットあっせん

10月23日（日）　14：00開演
富山県高岡文化ホール
全席指定　3,200円※送料込。
（一般料金は3,700円※送料別）
20枚※会員1人につき2枚まで。　
※未就学児入場不可

申込期間●8月29日（月）〜9月2日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月7日（水）
中にFAXでお知らせします。

らくごDE全国ツアー vol.10
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2022　
チケットあっせん

11月5日（土）　17：30開演
本多の森ホール
全席指定　7,200円※送料込。
（一般料金は7,800円※送料別）
20枚
※会員1人につき2枚まで。　※未就学児入場不可

申込期間●8月23日（火）〜8月26日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ8月31日（水）
中にFAXでお知らせします。

スターダスト☆レビュー ツアー 2022～24
「ブギウギ ワンダー☆レビュー」　
チケットあっせん

コンサート・イベント

出演■桜井玲香、蒼井翔太、渡辺大輔、栗山航、伊波杏樹、横溝菜帆・凰稀
かなめ、鈴木壮麻ほか

※ 1 8 ページの申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送・または　サポートとやま窓口で申し込んでください。≪ホームページ上のお問い合わせフォームか
らも申し込み可。詳しくは HP をご覧ください。≫申込期間終了後、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

撮影：山田雅子



③

グ　ル　メ

ホテル日航金沢２階　ザ・ガーデンハウス  
中学生以上　土日祝 3,100円
　　　　　　（一般料金3,800円 ※税サ込)
　　　　　　平　日 2,700円
　　　　　　（一般料金3,400円 ※税サ込）
※会員1人につき3枚まで。

有効期間●10月〜12月 ※営業時間11：30〜14：00
（予約の上、ご利用ください。）
申込期間●9月28日（水）〜11月30日（水）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※予定枚数に達し次第締め切らせていただきます。

ホテル日航金沢 ランチバイキング
チケットあっせん

ANAクラウンプラザホテル富山1階
有効期間●10月〜12月　※営業時間11：30〜14：30
（ラストオーダー14：00）（予約の上、ご利用ください。）
申込期間●9月28日（水）〜11月30日（水）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※予定枚数に達し次第締め切らせていただきます。

ANA クラウンプラザホテル富山
「カフェ・イン・ザ・パーク」ランチブッフェ  
チケットあっせん

中学生以上 2,000円
（一般料金2,700円 ※税サ込）

※会員1人につき
3枚まで。

シニア（65歳以上） 1,800円
（一般料金2,400円 ※税サ込） 
小学生 1,100円
（一般料金1,500円 ※税サ込）

12月15日（木）　18：30開演
富山県民会館ホール
S席指定　6,400円※送料込。
（一般料金は7,000円※送料別）
30枚 ※会員1人につき2枚まで。
※未就学児入場不可

申込期間●9月7日（水）〜9月13日（火）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月16日（金）
中にFAXでお知らせします。

野村万作萬斎狂言の現在2022
チケットあっせん

11月10日（木）　18：30開演
オーバード･ホール
SS席  6,600円※送料込。
（一般料金は7,200円※送料別）30枚
※会員1人につき2枚まで。※6歳未満入場不可

申込期間●8月23日（火）
　　　　　　　〜8月26日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月7日（水）
中にFAXでお知らせします。

DRUM TAO　チケットあっせん

11月26日（土）　13：30開演
北日本新聞ホール
全席指定　3,100円※送料込。
（一般料金は3,500円※送料別）
20枚 ※会員1人につき2枚まで。　※
未就学児入場不可

申込期間●8月29日（月）〜9月2日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月7日（水）
中にFAXでお知らせします。

桃月庵白酒 独演会　チケットあっせん

12月4日（日）　14：30開演
富山県民会館ホール
全席指定　3,500円※送料込。
（一般当日料金は4,400円※送料別）
30枚 ※会員1人につき2枚まで。　※未就学児入場不可
申込期間●8月19日（金）〜8月25日（木）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月1日（木）中
にFAXでお知らせします。

三遊亭小遊三・桂宮治 落語会
チケットあっせん

12月4日（日）　14：15開演
オーバード･ホール
全席指定　6,200円※送料込。
（一般料金は6,800円※送料別）
20枚※会員1人につき2枚まで。　
※未就学児入場不可

申込期間●8月30日（火）〜9月2日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月7日（水）
中にFAXでお知らせします。

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2022～2023
チケットあっせん

※ 1 8 ページの申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送・または　サポートとやま窓口で申し込んでください。≪ホームページ上のお問い合わせフォームか
らも申し込み可。詳しくは HP をご覧ください。≫申込期間終了後、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

【
土
日
祝
】

11月27日（日）　16：00開演
富山県民会館
全席指定　8,300円※送料込。
（一般料金は9,000円※送料別）
30枚 ※会員1人につき2枚まで。　
※小学生以上チケット必要

申込期間●9月12日（月）〜9月16日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ9月22日（木）
中にFAXでお知らせします。

スキマスイッチ　チケットあっせん



④

スポーツ・レジャー

じゃらんコーポレートサービス　割引クーポン券１，０００円分のお知らせ
①まず、こちらのＱＲコードから全福センターＨＰの「じゃらんコーポレートサービス」の詳細ページを

開きます。
②全福センター会員ログイン（ＩＤ：ｓｈ　ＰＷ：ｚｅｎｐｕｋｕ）すると「ご利用方法」欄にご利用に必要なＩＤ、

パスワードが表示されます。
③まずは関連リンクの「クーポン獲得」をクリックしてクーポンをゲットします。
④次に関連リンクの「お申し込みはこちら」をクリックし、上記ＩＤ、パスワードを入力すると予約画面が現れますので、必

要事項をご入力の上、ご予約下さい。
※上記ログインＩＤにてログイン後、キャンペーンにエントリーしたご自身のリクルートＩＤとパスワードで予約してください。
※支払情報入力画面で、必ず利用するクーポンをご選択ください。
※初めて使う方はリクルートＩＤ登録をお願いいたします。
※クーポンをプリントアウトしてのご利用はできません。
※同一のクーポンは１会員につき１枚まで獲得可能です。
※１予約につき１枚のみご利用いただけます。
※クーポンの予約可能期間内にご利用ください。
※クーポン対象外の宿泊施設があります。
　（東横イン、ホテル・アルファワンはチェーン全宿が対象外／その他の宿泊施設についても一部対象外があります。）
※ご予約金額が1,100円以上のときに、ご利用いただけます。
※本クーポンは、ＪＣＳ（じゃらんコーポレートサービス）での予約のみご利用いただけます。

クーポン獲得可能期間 8/30(火)まで

予約可能期間 8/30(火)まで

宿泊対象期間 10/31(月)までチェックアウト

※クーポン獲得ページ内にご利用上の注意点が記載されておりますのでご確認ください。

営業期間●１０月8日(土)〜１１月6日(日)
申込期間●９月２0日(火)〜１０月21日(金)
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。

斡旋料金
大人往復 1.100円（一般前売料金は1，600円）

子供（小学生）往復    400円（一般前売料金は   800円）
※会員１人につき３枚まで。

指定プール割引利用券（夏季限定）
について

利用方法●プール入場受付窓口で、割引利用券を提
出し、割引券に記載の入場料をお支払いください。
※割引利用券１枚につき、１人１回のみ利用できます。

お送りしてありますねずみ色のシートに付いている
『指定プール割引利用券』で利用できます。

魚津総合公園ミラージュランド「海水プール」
■利用期間　8月30日（火）まで

ウインディ
■利用期間　8月31日（水）まで

夏休み! 魚津ミラージュランド
「プール」 特別利用券のあっせん

【大小共通券】50枚限定 ※会員1人につき2枚まで
申込期間●8月12日(金)〜16日(火)
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ8月19日(金)ま
でに特別利用券の発送をもってお知らせします。

一般大人 ４３０円 （一般 1100 円）

小中学生 無　料 （一般  330 円）

幼児（４〜６歳） 無　料 （一般  100 円）

妙高杉ノ原スキー場　グリーンシーズン　杉ノ原ゴンドラ乗車　チケットあっせん



⑤⑤

契約団体番号とプランパスワードは、コーポ

レートプログラム利用券発券時にUサポートと

やまへお問い合わせください。



⑥

「のとじま水族館」「いしかわ動物園」「魚津水族館」「うみがたり」特別入館 チケットあっせん

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。※一時的に在庫切れが生じる場合があるので、事前にお電話でお確かめください。

動物園・水族館

利用できる施設 斡　旋　金　額 利用限度枚数 有効期限

のとじま水族館
高校生以上	 1,450円	 (一般料金1,890円)

※会員 1 人に
　つき年度内
　各 4 枚まで。

  有効期間
令和5年3月31日

　　　　　　　まで。

3歳〜中学生	 250円	 (一般料金   510円)

いしかわ動物園
高校生以上	 500円	 (一般料金   840円)
3歳〜中学生	 100円	 (一般料金   410円)

魚津水族館
高校生以上	 500円	 (一般料金1,000円)

有効期限なし
小中学生	 200円	 (一般料金   500円)

上越市立水族博物館
うみがたり

18歳以上	 1,400円	 (一般料金1,800円）   有効期間
令和5年3月31日

　　　　　　　まで。
小・中学生	 500円	 (一般料金   900円）
シニア65歳以上	 1,100円	 (一般料金1,500円）

映画鑑賞チケットの割引斡旋
利用できる施設 斡旋金額 利用限度枚数

J MAX THEATER とやま
（ユウタウン総曲輪 内） 大人　1,200 円（一般 1,900 円） ※会員１人につき年度

内計 4 枚まで

TOHO シネマズファボーレ富山
TOHO シネマズ高岡　　　　他 大人　1,200 円（一般 1,900 円） ※会員１人につき年度

内計 6 枚まで

映　　　　画

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
　　　　　※J MAX THEATERとやまは5枚目からは1,400円で、TOHOシネマズは7枚目からは1,400円で何枚でも購入できます。

入浴施設のチケット割引斡旋

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
※年度内各20枚まで。※一時的に在庫切れが生じる場合があるので、事前にお電話でお確かめください。
※「天然温泉湯来楽(ゆらら)」は、砺波店が閉店し、石川県内灘店のみ営業しています。未使用の回数券をお持ちの場合は、石川県内灘店
で令和６年８月末までご利用いただけます。また、６月30日（木）をもって、 サポートとやま窓口での払い戻し受付は終了いたしました。

施設名 斡旋金額
満天の湯 【入館料】中学生以上	 520円(一般750円) ※有効期限ナシ
楽今日館 【入館料】中学生以上	 500円(一般650円) ※有効期限ナシ
ゆ～とりあ越中 【入館料】中学生以上	 500円(一般650円) ※有効期限ナシ

ファボーレの湯
【入館料】中学生以上	 680円(一般880円)

※有効期間 1 年
【岩盤浴料】中学生以上	 400円(一般470円) 

太閤山天然温泉「太閤の湯」※販売を一時停止中 【入館料】中学生以上	 ■円(一般■円) ※有効期限ナシ
源泉かけ流し 天然温泉　海王 【入館料】中学生以上	 590円(一般700円) ※有効期限ナシ
天然温泉 湯来楽（ゆらら） ※取り扱いを終了しました。

陽だまりの湯 【入館料】中学生以上	 460円(一般650円) ※有効期限ナシ
天然温泉　風の森（小矢部） 【入館料】中学生以上	 480円(一般680円) ※有効期間 1 年
らくち～の（朝日） 【入浴料】中学生以上	 500円(一般630円) ※有効期限ナシ
呉羽の湯・福岡の湯・有磯の湯・となみのゆ 【入館料】共通券大人	 360円 ※有効期限ナシ
呉羽ハイツ 【入浴のみ】大人	 520円(一般660円) ※有効期限ナシ
ホテル森の風立山 ※取り扱いを終了しました。

Sauna Talo Toyama 【入浴料】中学生以上	 700円(一般 平日780円,休日880円) ※有効期間 1 年
あいらぶ湯（滑川） 【入浴料】中学生以上	 430円(一般630円) ※有効期限ナシ
アルプスの湯（上市） 【入浴料】中学生以上	 490円(一般620円) ※有効期限ナシ

入浴施設
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ミュゼふくおかカメラ館 チケットあっせん

富山市ガラス美術館　チケットあっせん

高岡市美術館　チケットあっせん

申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順
※会員1人につき3枚まで。※コレクション展も観覧できます。

申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順
※会員1人につき2枚まで。※常設展も観覧できます。

申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順
※会員1人につき2枚まで。

申込期間●9月9日（金）まで

申込期間●8月22日（月）〜9月30日（金）

申込期間●9月9日（金）まで

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

吉野 信写真展
「野生の輝き」

Glorious world of 
Wildlife

　7/16（土）
　　　〜9/25（日）

大人 500円
（一般800円）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

コーニング・ガラス美術館
共同企画

New　Glass　Now

　7/16（土）
　　　〜10/16（日）

大人 750円
（一般1,200円）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

KNB開局70周年記念
バンクシーって誰?展

　9/11（日）
　　　〜12/6（火）

土・日　　1,700円
（一般当日2,200円）

平日限定　1,500円
（一般当日2,000円）

「自然は神、野生は友」をモットーに活動す
る吉野信写真展。野生動物たちの嬉々とし
て生きる姿、親子の愛情など、活写した、写
真家・吉野信の世界を迫力のスケールでお
届けします。

本展は、2021年のコーニング・ガラス美術館（ア
メリカ）との文化プロジェクトに関する相互協力
の協定締結後、初めて開催される企画展です。
コーニング・ガラス美術館で2019年に開催され
た「New Glass Now」展に出品され、その後収
集された50を超える作家及び団体による作品
を、特別にご紹介します。多様化する現代ガラスの
「今」を捉えた作品の数々をご覧ください。

世界中に分散するバンクシーのストリー
ト・アート。その代表作品をテレビ局の舞
台美術チームがリアルサイズに再現しま
す。
バンクシーの活動の3大地域と言われる
ヨーロッパ、アメリカ、そして中東の街並
みを会場で体感できるほか、街並みごとリ
アルサイズに再現された作品や、コレク
ターからお借りする額装作品は本展でし
か見られない貴重な機会となります。キャ
ンバス、段ボール、鉄板、木版、紙、石の彫
刻、リトグラフ、ポスター、アルバム・ジャ
ケットほか、バンクシーの作品制作風景を収めた写真を含め、多種多様
な表現手法や出展品にもご期待ください。

美術館・博物館

富山県水墨美術館観覧 チケットあっせん

富山県美術館観覧 チケットあっせん

申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順
※会員1人につき3枚まで。※常設展も観覧できます。

申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順
※会員1人につき3枚まで。※コレクション展も観覧できます。

申込期間●9月12日（月）〜10月21日（金）

申込期間●8月19日（金）まで

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

生誕150年

山元春挙展
　9/16日（金）
　　　〜11/6（日）

大人 500円
（一般900円）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

富山県美術館開館5周年記念

ミロ展―日本を夢みて
　7/16（土）
　　　　〜9/4（日）

大人 600円
（一般1,100円）

明治生まれの画家・山元春挙は、雄大な風景に代表され
る独自の画風を確立し、竹内栖鳳とともに京都画壇の二
大勢力となり、近代化に貢献しました。生誕150年を記
念し、新たな知見を加えその画業を見つめなおします。

スペインのバルセロナで生まれた芸術家、ジュアン・
ミロ（1893-1983）。20世紀を代表する巨匠とし
てその名は日本でも広く紹介されていますが、ミロ
が若い頃から日本に憧れ、日本文化に造詣が深かっ
たことはあまり知られていません。一方日本でも、ミ
ロの作品は1930年代から紹介され、1940年には
単行書が世界に先駆けて刊行されるなど、早い時期
から人々に親しまれてきました。また、ミロは1966
年の初訪日以来、富山県出身の詩人・美術評論家の瀧口修造と親交を深
め、ふたりによる共作も手がけています。本展は、ミロと日本の関係に注
目した初となる展覧会です。スペイン、ニューヨーク、日本各地から集結
するミロ作品、そしてアトリエに残された日本の民芸品や多彩な関連資
料等を通じて、ミロ芸術と日本文化の意外なほどに深いつながりをご紹
介します。

申込期間●8月29日（月）〜9月16日（金）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

東京富士美術館
コレクション展

　9/17日（土）
　　　〜11/20（日）

大人 900円
（一般1,400円）

東京富士美術館の西洋絵画コレクションは国内有数
の質を誇り、16〜20世紀の西洋絵画史を一望できる
存在として知られていま す。モネやルノワール、セザン
ヌらの珠玉の83点を展示し、西洋 絵画の系譜を紹介
します。

バンクシー 《ラヴ・イズ・イン・ジ・エア》
 Love Is In The Air 2006年 個人蔵

「山元春拳≪しぐれ来る瀞峡≫
昭和6年（1931）滋賀県立美術館蔵
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発行／富山市勤労者福祉サービスセンター　TEL（076）493-1354 ／ FAX（076）493-1359
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新規加入事業所紹介〈敬称略〉〈順不同〉 事業所名 Ｍｙｒｓ （有）泉商事

TEL（　　　　）　　　　－
FAX（　　　　）　　　　－

事業所名

● 申込用紙 ●※事業所名 ･ 電話 ･FAX 番号が記入のない場合は、無効となります。【窓口・ＦＡＸで受付⇒ＦＡＸで連絡】

※ご希望の項目のタイトルを○で囲んでください。　ＦＡＸ→ 076 － 493 － 1359

①サーティワンアイス　②立川談春　③DRUM TAO　④スキマスイッチ　⑤春風亭一之輔 申込書

①高嶋ちさ子 ②三遊亭小遊三・桂宮治 落語会 ③野村万作萬斎 ④桃月庵白酒 ⑤ミラージュプール 申込書

①Perfume ②斉藤和義 ③和楽器バンド ④スターダスト☆レビュー ⑤体重体組成計 申込書

会 員 氏 名 公演番号①～⑤ 枚数 会 員 氏 名 公演番号①～⑤ 枚数

　　　　枚 　　　　枚

会 員 氏 名 公演番号①～⑤ 枚数 会 員 氏 名 公演番号①～⑤ 枚数

　　　　枚 　　　　枚

会 員 氏 名 公演番号①～⑤ 枚数 会 員 氏 名 公演番号①～⑤ 枚数

　　　　枚 　　　　枚

プ レ ゼ ン ト

体重体組成計　プレゼント !
白石薬品㈱からの提供により、「オムロン　体重体組成計　HBF-212W」をプレゼントします。

申込期間●9月5日（月）〜9月8日（木）　　5個 ※会員1人につき1個まで。
申込方法●※１参照  なお、当選の方にのみ9月29日（木）中に商品の発送をもってお知らせします。

サポートとやま事務局からのお知らせ

今回は8・9月とさせていただき、次号 サポートニュース№249は10月に発行する予定です。

サポートとやまホームページの各種様式集
からダウンロード・印刷し利用できるもの

「保険金請求書」「人間ドック診断補助金申請書」や「ケビン・コテージ・ログハウ
ス利用補助申請書」「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」などはホー
ムページの各種様式集からダウンロード・印刷して利用できます。

日中、 サポートとやま窓口へお越しいただくことが出来ない方のために、次のとおり、窓口業務
の時間を延長します。■延長時間 毎週木曜日 18：30時まで 窓口業務の時間延長について

サポートとやまの事務局はお盆の間も通常どおり（土日祝日を除く平日の8時30～17時15分）
業務を行います。お盆の業務案内について

会員異動の
手続きはお早めに !!

会員の追加加入・脱会などは、会費との関係もありますので、発生した月の月末までに≪異動報告書≫をポストへ投
函してください。翌月からの加入・脱会となります。
※≪異動報告書≫は、2 枚複写（新様式）になりました。1 枚目は受付印を押印の上、返却しますので、2 枚とも提出してください。

①志の輔のこころみ　②ミュージカル DOROTHY　申込書
会 員 氏 名 公演番号①～② 開演日時 枚数

Ａ ・ Ｂ 　　　　枚

給付金の申請書
について

給付金の申請書（保険金請求書兼証明書）につきましては、ホームページに掲載しております最新の様式をご利用く
ださい。※旧様式（３枚複写・４枚複写）による申請があった場合は、新様式により再提出をお願いしております。
ホームページからダウンロードして印刷することができない場合は、 サポートとやまへお電話ください。

①親子でハロウィンケーキ＆クッキー作り　②富山ガラス工房ハロウィンオーナメント　参加申込書
参加者氏名 性別 年齢 ①～② 時間 会員 or 家族

　 A・B 会員 ・ 家族 ・ その他

A・B 会員 ・ 家族 ・ その他




