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20周年特別企画

栃木４共済会合同事業

抽選企

となり

画

ます！

スパリゾートハワイアンズ
悠健クラブチケット（入場券）
ドーム６個分の敷地に６つのテーマパーク。
遊びきれない温泉大陸を思いっきり楽しもう！
20周年
特別価格
一般料金

400円（1枚） 20限0枚定！！

大
人（中学生〜）3,570円
小 学 生
2,250円
３歳以上
1,640円のところ

申込対象者
申込方法

会員のみ（最大４枚まで）

※ご登録家族人数を確認させていただきます。

有効期限
令和３年（2021年）３月31日まで。

６月８日（月）17：00までに電話（20-5183）
、またはFAX（20-5184）にて、
お申し込みください。申込締切り後、抽選とさせていただきます。
※FAXでお申込みの際は、ご連絡先を必ず明記してください。

抽選結果発表

抽選の結果当選された方のみ、６月10日（水）

午後５時までの間に、お電話にてご連絡させていただきます。

チケット引渡しとお支払方法
今回に限りチケットの引き渡しにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として接触を
避けるため会員自宅にDM便にて発送させていただきます。
お支払いの方法はつぎのいずれからお選びいただけます。
①会費と同時に口座振替

※事業所によっては対応していない場合がございます。ご注意ください。

②郵便振込用紙による払込

※払込手数料はご負担ください。

♪令和２年度の自主事業計画をご案内します♪
３月９日に開催された令和元年度第２回理事会において、令和２年度の自主事業が承認され、決定いたしました。

皆様のご参加をお待ちしております。

ルミネ
The よしもと観劇
冬季予定 場所：東京都
募集定員：44名

気になるイベントは
要チェック

ボウリング大会
11月予定
場所：サンプラザボウル
募集定員：11組44名

神奈川・栃木共済会合同事業

ガーデニング教室

東京ディズニーランド
パーク・ファン・パーティー

12月13日（日）
場所：市民交流センター
募集定員：20名

計画中
募集定員：44名

上記自主事業の参加募集等、詳しいご案内については、その都度会報誌にてお知らせいたします。
事業開催時期等は変更となる場合があります。

マスク緊急特別斡旋
新型コロナウィルスによる感染が広がる中、感染拡大防止策の１つと
してマスクが切望されていますが、入手困難な状況となっています。
ウェルワークとちぎでは、少しでも会員のお役にたてたらと考え、
マスクの特別斡旋をさせていただくこととなりました。
特別斡旋

3,000

円（１箱50枚入り）

※会員１人１箱まで
申込方法

60名様
限定

抽選

となり

ます！

※写真はあくまでイメージです。

接触を避けるため５月29日（金）17：00までに電話（20-5183）
、または
FAX（20-5084）のみにてお申し込みください。申込締切り後、応募者多数
の場合は抽選とさせていただきます。

※FAXでお申込みの際は、ご連絡先を必ず明記してください。
抽選結果発表

抽選の結果当選された方のみ、６月２日（火）17：00までの間に、お電話にてご連絡させていただきます。

マスク引渡し
とお支払方法

マスクの引き渡しにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として接触を避けるため会員
自宅に郵送させていただきます。
お支払い方法はつぎのいずれからお選びいただけます。
①会費と同時に口座振替
※事業所によっては対応していない場合がございます。ご注意ください。
②郵便払込用紙による払込
※払込手数料はご負担ください。

国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの販売規制により、マスクを購入した会員が販売行為を行うこと（転売）は、同法違反になりますので、ご注意ください。
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令和２年度緑の相談所講座の助成をいたします
助成額
利用方法

申請方法

全額を助成いたします。

助成対象者

会員及び登録家族

みかも山公園 緑の相談所窓口、電話、講座情報のお申込みフォームからお申込みください。講座
へのお申し込みは開催日の１ヶ月前から受付いたします。
みかも山公園緑の相談所 TEL 0282-55-7733 毎週火曜日定休日 9:00〜17:00
講座情報HP https://www.park-tochigi.com/mikamo/counseling-center/kouza
（みかも山公園HP→緑の相談所→講座情報）
材料費をみかも山公園緑の相談所にてお支払後、ウェルワークとちぎにある「教材費助成申請書」
に必要事項をご記入のうえ、領収書を（コピー可）を添えてご申請ください。

ラベンダースティック

開 催 日

６月7日
（日）
６月14日
（日）

しめ縄を使った和風フラワーアレンジ

講

座

癒しのアロマキャンドル

名

園芸教室「山野草の管理と殖やし方」
「額に入れた押花」作品作り

教 材 費

500円
2,000円

６月２０日
（土）

アサガオの育て方入門（変化アサガオ）

700円

６月27日
（土）

ラベンダースティックと美肌水作り

700円

8月30日
（日）

ハーバリウム（瓶の中に咲く花）作り（２種類）

2,000円

9月20日
（日）

癒しのアロマキャンドル作り

1,000円

10月18日
（日）

みかも山キノコ探検Ⅱ（キノコの菌床持ち帰り）

500円

11月8日
（日）

肌にやさしい植物油で作る石けんⅡ

1,000円

12月6日
（日）

フレッシュな花材でX’
masを楽しみましょう

1,500円

12月13日
（日）

しめ縄を使った和風フラワーアレンジ

1,500円

12月20日
（日）

年越しそば打ち教室（９：30～）

1,500円

1月17日
（日）

リップクリームとオイル美容液作り

1,200円

2月14日
（日）

ボディミルクとミルク入浴剤作り

1,200円

2月28日（日）

園芸教室「春の山野草の鉢植えと管理法」

500円

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催が変更となる場合がございます。

※講座は…午前10時〜12時開催（講座により９時30分から開始することもあります）
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※新型コロナウイルス感染症の影響により営業が変更となる
場合があります。
お出かけ前に公式ホームページをご確認ください。

ご利用方法

これらの提携レジャー施設をご利用の際は、事前に電話（20）5183または
Fax（20）5184 にて、チケットをお買い求めください。

チケット代金のお支払いは、つぎのいずれかからお選びいただけます。
（お出かけまでのお日にちに余裕をもってお申し込みください。）
①ウェルワークとちぎ窓口にて現金支払い
②会費と同時に口座振替え払い ＊事業所によっては対応していない場合がございます。ご注意ください。
③郵便払込用紙による払込み ＊払込手数料がかかります。

日にちの指定なし！ハッピーフリーパス
入園・アトラクション乗り放題!!（ポニー乗馬･
わんこヴィレッジを除く）
会員価格

会員価格

1‚500円／1日

入園券

※小人は３歳から中学生。

（一般料金3,800円〜5,100円のところ）

700円（一般料金1,000円）

のりもの券 11枚綴り

利用対象者 会員と登録家族及び同伴者（３歳以上対象）
発券枚数

利用対象者 会員と登録家族及び同伴者（３歳以上対象）

１回のお申込みにつき６枚までご購入いただけます。

日本初登場 姉妹園「神戸どうぶつ王国」と
同時公開 砂漠の天使 スナネコ展示開始

王国パスポート
どうぶつとのふれあいと
パフォーマンスショーの
観覧が含まれています。

会員価格

600円（一般料金1,400円）
小人300円（一般料金 700円）
大人

1‚200円

♀ジャミール
３㎏

大 人（中学生以上）
（一般料金2,400円のところ）

500円

こども（３歳から小学生）
（一般料金1,000円のところ）
利用対象者 会員と登録家族
発券枚数

１回のお申込みにつき６枚までご購入いただけます。

♂シャリフ
2.6㎏

スナネコはアフリカなどの岩砂漠などに生息する世界最小級の
野生ネコです。その愛らしい容姿から「砂漠の天使」といわれ
ています。現在では国内での飼育例がなく、日本動物園水族館
加盟園館としては、初の展示となります。

ニューアトラクションオープン！！
2020ファンタジーパスセット

（入園＋１日乗り放題パス）
会員価格

2‚800円

大 人（中学生以上）
（一般料金5,600円のところ）

２，
０００円

小 人（３歳から小学生）
（一般料金3,900円のところ）

２，
０００円

シニア（65歳以上）
（一般料金3,900円のところ）
利用対象者 会員と登録家族
発券枚数

会員おひとり５枚まで

ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド４スペシャル
次々を襲い来るゾンビをマシンガンで撃ち倒せ！！
協力プレイで２人の相性度をはかろう！！

VRジャングルラフティング
恐竜が住むジャングルの急流を下る豪快な
ラフティング体験がVRに！
映像内を吹き抜ける風や水面の動きまで
リアルニ感じることが出来ます。
危険なジャングルで次々と襲いかかる
恐竜から無事帰還せよ！

VRジャングルコースター
空を飛ぶトロッコ列車に乗り天空の宝島を目指すVR！
大迫力の映像に加え、トロッコ列車のリアルな動きが絶叫を誘います。
伝説の宝島に無事辿りつけるかな！？

※ただし、会員おひとりにつき、年度内１回のみの販売
とさせていただきます。
※限定枚数での取扱いの為、チケットが無くなり次第、
販売を終了させていただきます。ご了承ください。
※今年度より、シニアの年齢を引上げ（60歳→65歳）し
遊具の利用制限を設けております。
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生まれたばかりのカワウソの
赤ちゃんもお披露目予定

※室内アトラクションは「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止策として、
運休する事がありますので、事前に公式ホームページをご確認ください。

フルーツ狩り補助券 発行！！
もぎたて果実を
味わえる観光農園
令和３年３月31日（水）

有効期間

1,000円分のフルーツ狩り補助券としてご利用いただけます。

事前に電話（0282-55-5008）、
またはWEB予約をお願いいたします。

佐野スマートIC

も

季節に合わせて体験！

フルーツ狩り・野菜狩り
カレンダー
※作物ですので、天候・生育状況によって時期が変わる場合がございます。

67

岩舟小学校
168

岩舟郵便局
50

パス
セブンイレブン

バイ

270

いちご

346

佐野

いわふね
フルーツパーク

みかも山
公園

栃木県警察県南
機動センター
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大田和西

※マルシェいわふねではご利用いただけません。
※フルーツの購入には使用できませんのでご注意ください。

！

岩舟中
282

352

いわふねフルーツパークにて、料金をお支払いの
際に、発行された「フルーツ狩り補助券」を提出
し、差額をお支払いください。

て
ぎた

岩舟駅

線

両毛

静
和
駅

利用方法

N

案内図

〜令和3年３月26日（金）の申込期間中に
電話（20−5183）またはFAX（20−5184）にて、
ウェルワークとちぎまでお申込みください
『フルーツ狩り補助券』を発行いたします。

線

申込方法

日光

額

東武

助

申込対象者 会員のみ（１回限り）年度内１枚

佐野藤岡IC

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
12月下旬〜５月中旬

トマト

１年通して収穫ができます
６月中旬〜８月中旬

ブルーベリー

８月下旬〜９月下旬

ぶどう

８月下旬〜11月中旬

梨

ムーミンバレーパーク特別割引のご案内
「ムーミンバレーパーク」は、埼玉県飯能市にオープンした
ムーミン一家とその仲間たち、そして新しい発見に出会える場所です。
2020年５月からはメッツァビレッジ＆ムーミンバレーパーク合わせて日本最大級となる
『メッツァ・アンブレラスカイ・デザインプロジェクト2020』を開催中！
特別割引期間 2020年６月１日（月）〜７月19日（日）
会員価格

入園チケット
おとな 2,500円 ⇒
こども

2‚200円（税込）中学生以上
1,500円 ⇒ 1‚200円（税込）４歳以上小学生以下

※有料施設をご体験するには、別途料金が必要となります。
利用方法

ント

イベ

ムーミンバレーパークのチケットブースにて、チケット購入時に
オリジナルクーポンの提出をお願いいたします。
※当割引の「１デーパス」のお取り扱いはございません。

『メッツァ・アンブレラスカイ・
デザインプロジェクト2020』

※2019年イメージ

※イベントは予告なく終了・変更する場合があります。

総延長300mの傘の回廊とアンブレラの総展示本数は
約2,000本。日本一の規模でアンブレラスカイ・
ウロジェクトを開催します。
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シネマ
情報

割引映画利用券は、
「シネマロブレ５」に加えて「シネマハーヴェストウォーク」でもご利用いただけます。

区

分

通常料金

一

般

学 生（ 要 学 生 証 ）
高 校 生 以 下（ ３ 歳 以 上 ）
シ ニ ア（ 6 0 歳 以 上 ）
0

歳

～

２

歳

1,800円
1,500円
1,000円
1,200円

無料

割 引 額

600円
500円
500円
300円

会員・家族料金

1,200円
1,000円
500円
900円

３Ｄメガネ使用時や、座席を必要とされるお子様は高校生以下
料金を頂きます。
※一部作品は有料となります。

※
〔３D〕作品は３D料金より割引となります。
※鑑賞料金が変更になる場合もあります。ご了承ください。

利用方法

チケット売場で、
「会員証」及び「割引映画利用券」
（会員番号、会員名、利用者名を必ず記入）
を提示し、料金をお支払いください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、上映作品・上映時間に変更が生じております。
ご来館の際にはホームページをご確認ください。
※上映館のお問合せは小山シネマ総合案内

050-3196-9000またはhttp://cinema-ginsei.comにてご確認ください。

栃木市ふるさと大使
栃木シティフットボールクラブを
応援しています

獲得・予約可能期間
宿泊対象期間

2020年4月1日（水）～2020年6月29日（月）
2020年4月1日（水）（チェックイン） ～ 2020年6月30日（火）（チェックアウト）

こちらのURLよりお申し込みください。https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=23160＆preview=true ID：kt パスワード：zenpuku

クーポンの獲得方法
＼

まずは
／

獲得ページへ

※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。
左記のリンクをクリックし、
リクルートＩＤを入力。

(その後クーポン獲得ページが表示)

獲得ページなかほどの、
「1,000円引きクーポンを獲得」
ボタンをクリック

獲得完了

https://jcs.jalan.
net/bw/bwp7800
/bww7801.do?rdc
tjcs=1&discountC
ouponCampaignI
d=CAM6367627

クーポンの利用方法
＼

次に
／

ログインページへ
https://jcs.jalan.
net/bw/bwp010
0/bww0101.do

ID ○○○○
PW ■■■■

貴社専用の ID ・パスワードを
入力して JCS にログインしてください

JCSで
宿泊予約を
するメリット
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※獲得した「じゃらんクーポン（JCS限定）」は獲得タイミング以降にJCSのマイページ上で
ご確認いただけます。

ランチ＆日帰り温泉入浴

温泉でゆったりしたい人も、プールで思いっきり遊びたい人も、
おいしいランチを食べたい人も、みんな一緒に楽しめる！至福のひとときを。
会員価格

平日・土・日・休日

指定期間

幼児料金

（３歳〜未就学児）

2‚500円
小人（小学生）
1‚600円
大人（中学生以上）3‚200円
小人（小学生）
2‚200円
平 日
680円
土・日・休日
830円
大人（中学生以上）

4/28〜5/5・7/22〜8/9
8/17〜8/30・12/28〜1/3

※ソフトドリンク代別途200円がかかります。※ランチ内容は季節によって変更となります。
※営業時間は、季節により変わりますので、ホテルにお問い合わせください。※8/10〜16は除外日となります。

特別優待のお知らせ

※写真はイメージです。

家族みんなが笑顔になる 那須高原のリゾートホテル

７月17日（金）までお得に宿泊ができます。

2020年

日〜金泊

お一人様
平日限定

特典１：夕食時１ドリンクサービス

10,000

円（税込）

連泊特典
２泊目

500

円引（税込）

入湯税150円別 土曜日4,000円増（税別）※除外日：GW（４月29日〜５月５日）

湯遊天国

３種類の泉質（硫黄泉・弱アルカリ泉・
マグネシウム泉）を楽しめる種類豊富な
お風呂やサウナで癒される

アクアヴィーナス

流れるプールやジャグジーバスも楽しめ
る屋外スパゾーン

和室、洋室、グループでの宿泊には
コテージ等、用途に合わせて様々なお部
屋タイプをご用意

※館・お部屋タイプはおまかせとなります。

8:00 〜 21:00
ホテルサンバレー予約センターにお申し込みください。※ご予約の際は、ウェルワークとちぎ会員である旨を伝え利用時に会員証を提示ください。

ユーキャンの通信講座をお得に受講しよう！
便利なインターネットでの
お申し込み
①全 福 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ
（https:/www.zenpuku.or.jp/）
にアクセスします。
②カテゴリ「カルチャー」の中から
「通信・通学講座」を選択します。
③「ユーキャン」をクリック後、
ＩÐ・
パスワードを入力し、ログイン
します。
ID：kt パスワード：zenpuku
④ログイン後、ユーキャンのページ
へアクセスして講座の内容を確認
後、お申し込みください
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やっぱり健康がイチバン！

禁煙週間：５月31日(日)〜６月６日(土)

ヘルスインフォメーション

５月31日は世界禁煙デー
いつでも辞められると思っているのにタバコを吸い続けていませんか？
それは「ニコチン依存症」かもしれません。

ニコチン依存症は自分の意志だけで治すのは難しい治療が必要な病気です。

□自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか。
□禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。

□タバコのために健康問題が起きていることがわかっていても、吸うことがありましたか。
□自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。

（これらはニコチン依存症を判定するテストの一部です。詳しくは栃木市公式HPへ。）

禁煙は何歳から始めても遅くはありません。自分自身や大切な人のために禁煙を始めてみませんか。
「禁煙治
療に保険が使える医療機関」及び「禁煙相談ができる薬局」について知りたい方は、栃木市公式ホームペー
ジをご覧ください。

問合せ先 栃木市役所

健康増進課

0282-25-3512

令和２年度収支予算をご報告いたします。
令和２年収支予算をご報告いたします。
令和２年度
収

収支予算
入

金 額
科 目
1.補助金収入
8,971
2.会費収入
14,112
3.共済金収入
1,247
4.事業収入
2,769
5.雑収入
760
1,000
6.財政調整積立金
6.財政調整積立金繰入金
7.前年度繰越金
1,696
収入合計
30,555

（単位：千円）

支

出

科 目
1.事業費
2.管理運営費
3.財政調整積立金
4.予備費

収入合計
支出合計

金 額
18,550
11,804
1
200

30,555

事務局からのお知らせ
事務局からお知らせ
●入会時のご登録内容（氏名・家族構成など）
に変更が生じる方は、変更届をご提出ください
ますようお願いいたします。なお、住所変更
につきましては、クロネコヤマトDM便を利用
していることから、すみやかに提出ください。
●とちのきツアー「旅だより」チラシにつきま
しては、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、折り込みがございません。
加入事業所 457所

給 付 状 況

令和２年３
令和２年２
・
・
４月支払分
３月受付分

おめでとうございます

お見舞い申し上げます

結婚祝金……………… ３件
出産祝金……………… ４件
入学祝金………………59件

傷病休業保険金……… ２件
お悔み申し上げます
不慮の事故死亡保険金…１件
配偶者死亡弔慰金…… １件
親死亡弔慰金………… ５件

※掲載の記事の内容は4月30日時点のものです。新型コロナウィルス感染症の
影響により、掲載の記事の内容につきまして変更のある場合がございます。

※発送物につきましても遅延の生じる場合がございます。
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会員数 1,447名

令和２年５月１日現在

事務所が移転になります。
営業開始：2020年６月23日（火）

移 転 先：市民交流センター２階（旧栃木中央（第一）小学校）
〠328-0016

栃木市入舟町6-8

※電話番号・FAX番号の変更はありません

６月18日（木）〜６月22日（月）は臨時休業とさせていただきます。なお、

６月18日（木）
・19日（金）は事務所移転工事等のため電話、FAXおよび
電子メールの対応も出来なくなります。

編集発行：栃木市勤労者福祉サービスセンター

〒328-0016 栃木市入舟町15-5栃木市役所入舟庁舎内

TEL0282（20）5183 FAX0282（20）5184

（AM8：30〜PM5：15※土・日・祝日を除く）
URL http://www.wellwork-tochigi.jp/MAIL wellwork@cc9.ne.jp

