（公財）富山市勤労者福祉サービスセンター
No.

249
URL●http://www.u-support.com E-mail●u-1@u-support.com
事業所数 1,046事業所

2022.10・11月号

会 員 数 10,740人

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。

家庭常備薬の斡旋について

サポートニュース249号に、
「家庭常備薬の斡旋について」を同封してありますので、どうぞお申し込みください。

申込方法●申込用紙に必要事項を記入の上、11月2日（水）までに、

サポートとやまへFAXでお申し込みください。

今回は、会員お一人の申し込み金額（申込用紙1枚の金額）が1,500円以上の場合、500円を補助
します。また、同封してあります『取りまとめ書』
を記入の上、申込書といっしょにお送りください。

,
親子で手作り X mas ケーキ
「お菓子のおうち」一日教室 参加者募集

※申込用紙は、必要枚数をコピーしてご利用ください。
申し込み用紙1枚毎にお一人分ずつお申込みいただいた
場合、お一人分ずつが小袋で小分けにされた状態で届き
ますので、到着時に分ける手間が省けて便利です。

てるてる亭 志の輔のこころみチケットあっせん
11月19日（土） ［Ａ］12：00開演
［Ｂ］16：00開演
てるてる亭
（一般前売料
全席指定 3,900円※送料込。

12月18日（日）
【A】10：00～12：00
【B】13：00～15：00
富山市民プラザ2F
「ホームメイドクッキング富山校」

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●10月21日（金）～10月26日（水）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ10月28日（金）
中にFA Xでお知らせします。

【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台を作ります。※持ち帰り用箱付き。※小人1名を追加する場
合は、1,500円の追加料金で「小さいおうち」ケーキ1台が付きます。

スキー

申込期間●10月27日(木)～11月2日(水)
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月7日(月)中
にFAXでお知らせします。

【白馬栂池高原スキー場】

【内容】
チョコレートスポンジを組み立ててポップなキャンディチョコ、
クッキーで可愛い夢
のおうちを作りましょう!サイズは直径約15㎝。

“おすすめ”期間限定！リフト前売り券
≪前売1日券大人（中学生以上）
4,300円（通常5,900円）≫→3,700円
≪前売1日券小人（小学生）
2,700円（通常3,500円）≫→2,200円
≪前売1日券大人（中学生以上）
5,100円（ランチ券1,000円分付き）
（通常6,900円）≫→4,500円
≪前売1日券小人（小学生）
3,500円（ランチ券1,000円分付き）
（通常4,500円）≫→3,000円

スーパー戦隊スペシャルライブ
ドンブラザーズお祭りステージ チケットあっせん
2023年1月15日（日）
【A】11：00開演 【B】14：30開演
オーバード･ホール
全席指定 2,350円※送料込。
（一般当日料金は3,000円※送料別）

各30枚

※会員1人につき4枚まで。※3歳以上は有料です。※3歳未満は、
保護者1名につきお子様1名まで膝上無料。ただし、座席が必要な場合は有料。

【白馬岩岳スキー場】

“おすすめ”期間限定！リフト前売り券

申込期間●10月21日(金)～10月27日(木)
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月4日(金)中
にFAXでお知らせします。

≪前売1日券大人（中学生以上）
3,800円（通常5,000円）≫→3,300円
≪前売1日券小人（小学生）
2,500円（通常3,200円）≫→2,000円

山田和樹指揮 読売日本交響楽団
チケットあっせん

【妙高高原 杉ノ原スキー場】

“おすすめ”期間限定！リフト前売り券

2023年１月２１日(土) １６：００開演
オーバード･ホール
Ｓ席指定 ６，
０００円※送料込。

≪前売 1 日券大人 （中学生以上）
3,700円（通常5,300円）≫→3,200円
≪前売 5 時間券大人 （中学生以上）
3,300円（通常4,500円）≫→2,800円

（一般料金は7,000円※送料別）

10枚 ※会員１人につき２枚まで。※未就学児入場不可。
申込期間●10月26日(水)～10月30日(日)
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月2日(水)中
にFAXでお知らせします。

（参考 ： 小学生以下は全日無料）

（シーズン中いつでも利用できます）※会員1人につき各スキー場ごとに4枚まで。

申込期間●11月21日
（月）
～12月9日
（金）、 サポートと
やま窓口で販売します。

※ 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。

①

佐藤竹善 Your Christmas
Night 2022 チケットあっせん

コンサート・イベント

12月11日（日） 16：30開演
北國新聞赤羽ホール
全席指定 7,300円※送料込。

ウルフルズ 30周年ツアー 2022-2023
～楽しいお仕事演奏会～ チケットあっせん

（一般料金は 8,000円※送料別）

2023年１月７日(土) １８:００開演
クロスランドおやべ
通常席 ７，
３００円※送料込。

20枚 ※会員1人につき2枚まで。※4歳未満は、保護者1名につき
1名まで膝上鑑賞無料。ただし、
席が必要な場合は有料。
申込期間●10月21日（金）～10月26日（水）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ10月28日（金）
中にFA Xでお知らせします。

（一般料金は8,000円※送料別）

20枚

※会員１人につき２枚まで。※３歳以下入場不可、
４歳以上１２
歳まで保護者同伴のうえ入場可。

申込期間●１０月２６日(水)～１０月３０日(日)
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ１１月２日(水)
中にFA Xでお知らせします。

グ

ル

メ

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
【土日祝】

吉川晃司 KIKKAWA KOJI LIVE
2022-2023 チケットあっせん
2023年1月15日（日） 17：00開演
本多の森ホール
全席指定 9,900円※送料込。
（一般料金は9,900円※送料別）

20枚

中学生以上

2,000円

（一般料金2,700円 ※税サ込）

シニア（65歳以上） 1,800円
（一般料金2,400円 ※税サ込）

小学生

※会員1人につき2枚まで。
※3歳以上チケット必要。

1,100円

※会員1人につき
3枚まで。

（一般料金1,500円 ※税サ込）

申込期間●11月4日（金）～11月10日（木）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月15日（火）
中にFA Xでお知らせします。

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●11月30日
（水）
まで
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。

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

ホテル日航金沢 ランチバイキング
チケットあっせん

2023年3月5日（日） 17：00開演
オーバード･ホール
全席指定 7,200円※送料込。

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)

（一般料金は7,800円※送料別）

平

20枚※会員1人につき2枚まで。※未就

日 2,700円

（一般料金3,400円 ※税サ込）

学児入場不可。※シニア割引（65歳以上）
・
ジュニア割引（25歳以下）
・障害者（児）&介
助者割引の取扱はありません。※パーカッションの林゛
VOH゛
経勝は病
気療養中のために出演致しません。予め、
ご了承ください。

※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●11月30日
（水）
まで
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。

申込期間●11月1日（火）～11月4日（金）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月8日（火）
中にFA Xでお知らせします。

クリスマスケーキ購入補助
クリスマスケーキ購入補助券

下記の指定店でクリスマスケーキを購入する際に利用できる補助券を発行します。

300枚 ※会員1名につき1枚まで。
斡旋金額●下記参照

※クリスマスケーキ以外には利用できません。

申込期間●11月15日（火）～11月25日（金）
店
名（50 音順）
リブラン各店
洋菓子工房ＴＡＮＡＫＡ（富山市婦中町ねむの木）
菓子工房ティン・カーベル（富山市下冨居）
和の心 ぷちロール（富山市根塚町）
ボンボン洋菓子舗（富山市堀川町）
パティスリー ミレジム（富山市婦中町速星）

申込方法●※1参照 なお、12月5日(月)中に補助券を発送します。
利用方法●下記のいずれかのお店で、12月15日（木）までに
電話予約していただきます。お受け取り当日、お支払いの際に
補助券を提出してください。
内

容

各種、Xmasケーキが500円引きになります。
※一部のお店では、対象となる商品の種類が限定されます。また、
一部の商品は、購入できる数が限定されます。詳細は、補助券に記
載してあります。
※左記のいずれか1店で利用できる共通券となっており、補助券を
受け取った後、利用店を決めることができます。

※ 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。

②

スポーツ・レジャー
「富山市総合体育館・市民プール」
共通プリペイドカード
（2,200円分）
の
割引あっせん

市営テニスコート回数券の割引あっせん
斡旋料金●11枚綴り2,800円（一般4,400円）
庭球場（南総合公園・馬場記念公園・石坂・五艘・蜷川・星井町・布
瀬南公園・城東ふれあい公園・東富山運動広場・大山テニスコート）

1,300円（一般2,000円）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。

申込方法●

サポートとやま窓口で販売します。
※会員 1 名につき年度内 1 綴まで。

※会員1人につき年度内2枚。

とやま健康パーク健康スタジアム利用 【特別】チケットあっせん
3時間利用券
申込方法●

大人580円（一般1,000円）

サポートとやま窓口で販売します。

※会員1人につき年度内20枚まで。
※小人の割引はありません。
※購入済の1日券及び2.5時間券は従来どおり利用できます。

とやま健康パーク健康スタジアム利用【特別】6ヵ月間定期券あっせん
区分

利用できる曜日と時間

通常

平日プラスA

月から金（祝日を含み、休館日は除く）の
フルタイムと土日の17時以降

大人３３，
７００円（一般36,700円）

➡ 大人３１，
７００円

平日プラスB

月から金（祝日を含み、休館日は除く）の
フルタイムと土日の10時～12時30分

大人３６，
７００円（一般39,700円）

➡ 大人３４，
７００円

平日17時以降と土日祝のフルタイム

大人２６，
４５０円（一般29,450円）

➡ 大人２４，
４５０円

【NEW】
【NEW】

休日プラス

10/1～12/28 期間限定販売

※会員１人につき年度内計１枚まで。※小人の割引はありません。※購入後、とやま健康パークにて利用開始手続きをした日から６ヵ月間有効となります。

申込方法●

サポートとやま窓口で販売します。

湯快リゾートご宿泊利用割引
■【その①】

■【その②】
■【その③】

ご予約の上、湯快リゾート（ホテル・旅館）を宿泊利用する際に、施設フロントで サポートとやまの会員証を
提示すると、会員を含む中学生以上の同伴者全員、1泊2食基本料金に対して500円の割引を受けられます。
※湯快リゾート公式ホームページからweb予約をした場合に限ります。 ※お電話による予約や旅行サイト
などからの予約、割引プランの利用、素泊まり・１泊朝食付・日帰り利用の場合は対象外。。
サポートとやまの指定保養宿泊施設の利用助成。

※【その①】と【その②】の併用可。

土曜・その他指定日の宿泊利用を除き、湯快リゾート
（ホテル・旅館）の宿泊代金の支払いに利用できる優待割引券（会員を含む
中学生以上の同伴者全員、1泊2食基本料金に対して1,000円の割引）を発行します。会員1名につき、年度内2回まで発行。

申込方法●【その③】は【その②】の利用助成券の発行時に、併せて発行します。※【その②】と【その③】の併用可。

※【その①】と【その③】の併用不可。

指定業者ツアー
クリスマスに行く！！どちらか選べる！
東京ディズニーランドor東京ディズニーシー２泊３日(車中泊含む)の旅 参加者募集
12月23日(金)～25日(日) 23：30出発
会員及び家族40名（最少催行人数30名）

集合場所：グリーンモール山室（駐車場をご利用いただけます）

大人（２名１室の場合） ３６，
０００円
中人（中学・高校生）

３４，
５００円

小人添い寝（４歳～未就学児）※パスポート付

２２，
０００円

小人（４歳～小学生）

３２，
５００円

小人添い寝（４歳未満）※パスポート不要

１２，
０００円

※宿泊代、パスポート、旅行保険を含みます。※ホテルでの朝食以外の食事は各自自由となります。※ホテルは２～４名となります。
※添い寝料金には、ホテル朝食代を含みます。※添い寝は、未就学児まで可（ベッド１台につき、１名まで、２名１室の場合は、２名まで可）
※３名１室の場合は、1,000 円引、４名１室の場合は、1,500 円引

23日（金）

グリーンモール山室(23:30)━【車中泊】北陸道━上信越道━

24日（土）

東京ディズニーリゾート(9:00～21:00)━東京ベイ潮見プリンスホテル(泊)(21:20頃)
※「ランド」での集合となり、「シー」を選択された場合のリゾートラインでの移動代金は各自ご負担いただきます。

25日（日）

ホテルにて朝食後、━東京フリータイム：東京駅近く、鍛冶橋バス駐車場集合(15:00)━上信越道、北陸道━グリーンモール山室
(21:15頃)
※旅行日程等に多少の変更が生ずることがあります。

申込期間●10月31日(月)～11月4日(金)
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ11月10日(木)中にFAXでお知らせします。
※ 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。

③

動物園・水族館
「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
利用できる施設

斡
高校生以上

のとじま水族館
いしかわ動物園
魚津水族館

申込方法●

金

額

利用限度枚数

3歳～中学生

250円 (一般料金

510円)

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)

高校生以上

500円 (一般料金1,000円)

小中学生

200円 (一般料金

18歳以上

上越市立水族博物館
うみがたり

旋

1,450円 (一般料金1,890円)

小・中学生

有効期間
令和5年3月31日
まで。
※会員 1 人に
つき年度内
各 4 枚まで。

500円)

1,400円 (一般料金1,800円）
500円 (一般料金

有効期限

有効期限なし

有効期間
令和5年3月31日
まで。

900円）

シニア65歳以上 1,100円 (一般料金1,500円）

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。

映

画

映画鑑賞チケットの割引斡旋
利用できる施設

TOHO シネマズファボーレ富山
TOHO シネマズ高岡
他

【12 月１日料金改定】

J MAX THEATER とやま

（ユウタウン総曲輪 内）

斡旋金額

【11月30日まで】 大人
【12月１日から】
大人

大人

1,200円（一般1,900円）
1,300円（一般1,900円）

利用限度枚数
※会員１人につき
年度内計 6 枚まで
※会員１人につき
年度内計 4 枚まで

1,200 円（一般 1,900 円）

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（12月１日からは1,500円）で何枚でも購入できます。

入

浴

施

設

入浴施設のチケット割引斡旋
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

【入館料】中学生以上

680円(一般880円)

【岩盤浴料】中学生以上

400円(一般470円)

ファボーレの湯

※有効期間 1 年

太閤山天然温泉「太閤の湯」※ 10/31 から販売を再開 【入館料】中学生以上

630円(一般850円) ※有効期間 1 年

源泉かけ流し 天然温泉

海王

【入館料】中学生以上

590円(一般750円) ※有効期限ナシ

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

呉羽ハイツ

【入浴のみ】大人

520円(一般660円) ※有効期限ナシ

八尾ゆめの森ゆうゆう館【ＮＥＷ】

【入館料】大人

500円(一般650円) ※有効期限ナシ

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

※有効期限ナシ

※天然温泉 湯来楽（ゆらら）、ホテル森の風立山は取り扱いを終了しました。

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。
④

美術館・博物館
富山県水墨美術館観覧 チケットあっせん

富山市ガラス美術館 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

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。

※会員1人につき3枚まで。※常設展も観覧できます。
展覧会名

開催期間

観覧料 ( 大人のみ )

展覧会名

開催期間

観覧料 ( 大人のみ )

南画×近代(Modern-Age)
大正～昭和初期を中心として

11/18（金）
～1/15(日)

（一般900円）

大人 500円

フィンランド・グラスアート
輝きと彩りのモダンデザイン

11/3(木・祝)
～1/29(日)

（一般1,500円）

後期印象派以降の動向が日本画家たちにも影響を与え

大人 1,100円

「ムーミンの食卓とコンヴィヴィアル展 ―
食べること、共に生きること―」との共 通
観覧券

た大 正 期、画派を超えて自由な精神と表現性に新時代
の絵画を求めた動向は「新南画」と呼ばれました。本展
ではいくつかの観点から近代の南画を再考し、日本の近
代美術史のもうひとつの姿を探ります。

申込期間●11月14日（月）～12月23日（金）

申込期間●10月26日（水）～12月2日（金）

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

ミュゼふくおかカメラ館 チケットあっせん

※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。
展覧会名
富山県美術館開館5周年記念

デザインスコープ
―のぞく ふしぎ きづく ふしぎ

開催期間

観覧料 ( 大人のみ )

12/10(土)
～3/5(日)

（一般1,100円）

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。

大人 600円

展覧会名

開催期間

ミュゼふくおかカメラ館企画
写真展リリース

はるか遠くの星々を観測できる望遠鏡（telescope）、

風景写真祭２０２２
「美しい風景写真１００人展」

微生物や細胞を観察できる顕微鏡（microscope）。人
間はさまざまなレンズを用いた器具を使うことで、自
らが認識できる世界を拡張し、新たな技術や価値観を

10/1(土)
～12/4(日)

観覧料 ( 大人のみ )

大人 500円

（一般800円）

この秋、風景写真愛好家たちの憧れの公募展であ

生み出してきました。本展では、
「デザイン」というレン

り、当館初となる「美しい風 景写真100人 展 」を

ズを通した視点を「デザインスコープ（design-

開催。銀塩フィルムで撮 影された日本国内の風 景

scope）」と名付け、現在第一線で活躍するデザイナー

写真作品を一堂に展示し、
「１００人展部門（公募

やアーティストと対話を重ね、これからデザインがどの

80点、招待20点）」をメインに「日本の日の出部

ような提案をすることが可能なのか、またデザインとアートが限りなく近づ

門（１点 ）」「 学 生 部 門（ 2 0 点 ）」の３部 門・全

く現在の状況を、ミクロ／マクロの視点から俯瞰します。そして、本展のた

１２１点を紹介します。写真家たちが四季折々の表

めに新たに制作された作品や、音や映像などを用いた、空間全体を楽しむ

情や刻々と変化する自然の姿を思い思いに捉えた

ことができる展示を通して、デザインとアートの持つ創造的なエネルギーを

一瞬の輝きとの出会いは、いつしか私たちを圧巻のスケールで喜びと感

体感し、楽しさや驚き、次世代に向けた可能性を、ここ富山の地から発信し

動に満ちた美しい日本の風景への旅へと誘います。

ます。

申込期間●10月24日（月）～11月30日（水）

申込期間●12月5日（月）～1月31日（火）

プレゼント
金沢 21 世紀美術館

特別展観覧券プレゼント !

サポートとやま会員を対象に、抽選で観覧招待券をプレゼントします。

申込方法●※１参照 なお、当選の方にのみ招待券の発送をもってお知らせします。 20枚 ※会員1人につき2枚まで。
展覧会名
時を超える
イヴ・クラインの想像力━不確かさと非物質的なるもの

予告

～以下の詳細については、次号の

開催期間
10/1
（土）
〜3/5
（日）

申込期間

11/15
（火）
〜11/22
（火） 11/30
（水）

サポートニュースでお知らせします。～

●スキーリフト券の各種割引利用【立山山麓スキー場】【牛岳温泉スキー場】
●第28回ボウリング大会
●素敵なレストランを貸し切ってお食事会

⑤

当選発表日

そ
2023 年カレンダー割引斡旋

斡旋金額

の

他

カレンダー（全９種類）を割引斡旋します。

０１

富山市・呉羽山展望台－立山連峰

750円（一般1,000円）

０２

高岡市伏木・雨晴海岸－立山連峰

750円（一般1,000円）

０３

立山パノラマ

750円（一般1,000円）

０４

剣岳

900円（一般1,200円）

ＳI-7

黒部と劔（７枚綴り）

900円（一般1,200円）

TA-14 景
IK-13

立山連峰（１４枚綴り）

劔・立山の四季（１３枚綴り）

TH-14 色彩

とやま（卓上１４枚綴り）

TO-13 光彩

立山・劔（１３枚綴り）

下の掲載画像以外のカレンダー
（その他 5 種類）は
こちらからご覧いただけます

1,100円（一般1,500円）
1,300円（一般1,700円）
850円（一般1,100円）
1,300円（一般1,700円）

※金額はすべて税込。

申込期間●１１月１日（火）～１１月１５日（火）
申込方法●※1参照 ご希望のカレンダーを選んで８頁の申込用紙に必要事項を記入の上、 サポートとやま
へお申し込みください。なお、お申込みいただいた会員全員に、
１１月２１日（月）中にお支払方法等をＦＡ
Ｘまたはメールでお知らせします。

02

01

03

04

01

富山市・呉羽山展望台－立山連峰
サイズ：594 × 841mm（A1 版）

02

高岡市伏木・雨晴海岸－立山連峰
サイズ：594 × 841mm（A1 版）

03

立山パノラマ

サイズ：841 × 594mm（A1 版）

04

剣岳

サイズ：1030 × 728mm（B1 版）

⑥

※契約団体番号・プランパスワードを
契 約 団 体 番 号とプランパスワードは、コーポ
記載いただくことができます。(この文
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。
章を削除してからご入力ください)

員
グラム会
ートプロ
レ
ポ
ー
コ
限定！
の皆さま

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
クイズにチャレンジしながら

10/11(火)～ 2023 3/12 (日)

パークでウォーキングを
楽しもう！

実施期間

2022 年

実施場所

東京ディズニーランド® / 東京ディズニーシー®

参加方法

スマートフォン等からコーポレートプログラム利用者専用サイトにアクセスし、ウォークラリー特設サイトよりご参加ください

年

ウォークラリーをクリアして、

プレゼントキャンペーン に応募しよう！
東京ディズニーリゾート・
トイ・ストーリー ホテル宿泊

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック！

パ ークグッズ
合計 200 名様

合計 2 組

©Disney ／ Pixar
© 2021 and ® Spin Master, Ltd. All Rights Reserved

※応募には、ご入園にいただいた際に使用されたパークチケット番号と契約団体番号が必要です。事前に確認の上、ご応募ください。

※契約団体番号を記載いただく
契約団体番号はUサポートとやま
ことができます。(この文章を削
へお問い合わせください。
除してからご入力ください)

※本内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

来園されるゲストの皆さまへのお願い

⑦

入園時に検温を実施し、37.5℃以上の発熱や風邪症状等の不調がある場合はチケットをお持ちの場合でも入園をお断りいたします。また、入園後に体調不良となった場合、症状によってはご退園いただくことがあります。
詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト（https://www.tokyodisneyresort.jp）をご確認ください。

サポートとやま事務局からのお知らせ
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

窓口業務の時間延長について の時間を延長します。■延長時間 毎週木曜日 18：30時まで
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。

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。

「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。

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

チラシの同封に
ついて

サポートニュース発送 : の際のチラシの同封（有料）については随時受け付けておりますので、詳細は
トとやまへお電話等でお問い合わせください。

新規加入事業所紹介〈敬称略〉〈順不同〉

金川歯科医院

事業所名

今回は10・11月とさせていただき、次号

サポー

合同会社 敬天愛人

サポートニュース№250は12月に発行する予定です。

● 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】
事業所名

TEL（
FAX（
※ご希望の項目のタイトルを○で囲んでください。

①親子で Xmas ケーキー作り
参加者氏名

性別

①ウルフルズ
会員氏名

−
−

ＦＡＸ→ 076 − 493 − 1359

②東京ディズニーリゾートの旅
年齢

①～②

②読売日本交響楽団

公演番号①～③

）
）

枚数

参加申込書
会員 or 家族

A・B

会員 ・ 家族 ・ その他

A・B

会員 ・ 家族 ・ その他

A・B

会員 ・ 家族 ・ その他

A・B

③吉川晃司

申込書

会員氏名

枚

ケーキの場合

会員 ・ 家族 ・ その他

公演番号①～③

①スターダストレビュー ②佐藤竹善 ③ Xmas ケーキ購入補助券 ④金沢 21 世紀美術館プレゼント
会員氏名

会員氏名

公演番号①～④

①志の輔のこころみ
①～②

開演日時

Ａ・Ｂ

枚数

会員氏名

枚

公演番号①～④

②スーパー戦隊スペシャルライブ
枚数

会員氏名

枚

申込書

枚数

枚

申込書
枚数

枚

①～②

開演日時

枚数

IK-13

TH-14

TO-13

Ａ・Ｂ

枚

カレンダー 申込書 ※ご希望の数量を記入してください。
会員氏名

01

02

03

04

SI-7

TA-14

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
〒 930-0084 富山市大手町６番 14 号（富山市民プラザ３階）
⑧

