（公財）富山市勤労者福祉サービスセンター
No.

236
URL●http://www.u-support.com E-mail●u-1@u-support.com
事業所数 1,115事業所

2020.8・9月号

会 員 数 11,250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。

黒澤明

富山市ガラス美術館観覧 チケットあっせん

生誕110周年記念作品

演出：宮本亞門 主演：市村正親 鹿賀丈史（ダブルキャスト）
ミュージカル 生きる 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人につき各2枚まで。

11月【A】2日（月） 18：30開演
【B】3日（火祝）13：00開演
渡辺勘治 役 渡辺光男 役
【Ａ】 市村正親
【Ｂ】 鹿賀丈史

村井良大

小説家 役

小田切とよ 役 渡辺一枝 役

新納慎也

Mayʻn

唯月ふうか

小西遼生

唯月ふうか

Mayʻn

助役 役

開催期間

観覧料 ( 大人のみ )

木梨憲武展 Timing

10/10（土)
～11/23（月祝)

（一般当日1,500円）

ー瞬間の光りー

山西 惇

大人 1,000円

2018年7月の大阪会場を皮切りに、自身2度目の全国美
術館ツアーを開催中の「木梨憲武展」がついに富山で開催
されます。2015年のニューヨーク個展を契機に制作を始
めた「OUCHI」シリーズ、2018 年のロンドン個展で初披
露した新作を含む「R E A C H O U T」シリーズを中心に、
2014年の自身初全国巡回展「木梨憲武展×20years」で
の大人気作まで、絵画だけではなく、ドローイング、映像、
オブジェなど自由な発想による作品約150点を展示。富山
会場 からの新作もお目見えします。また、富山ガラス工房
作家とのコラボ レーションによるガラス作品も出品。「木梨憲武」らしい、
自由な発 想と表現方法で観る人を幸せにする展覧会です。

ほか

オーバード･ホール
S席指定12,600円※送料込。
（一般料金は13,500円※送料別）
各30枚

展覧会名

チューリップテレビ開局 30 周年記念

※会員1人につき2枚まで。※未就学児入場不可。※会場規定
によるソーシャルディスタンス確保の為、複数枚購入のお客様
はお席が離れる場合があります。※行政の指示やガイドライン
により、変更が生じる可能性がございます。

申込期間●8月20日
（木）
～8月25日
（火）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ8月27日（木）
中にFA Xでお知らせします。

申込期間●9月14日（月）～9月30日（水）

日医工 創立55周年特別協賛 葉加瀬太郎

申込方法● サポートとやま窓口で販売。先着順

富山市芸術文化ホール

2020年11月2日（月）18：30開演 ・3日（火・祝）13：00開演
S席 13,500円 A席 9,000円 B席 7,500円
渡辺寛治役

小説家役

小田切とよ役

渡辺一枝役

11月2日
（月） 開演18:30（開場17：50）

市村正親

新納慎也

May ’
n

唯月ふうか

11月3日（火・祝）開演13:00（開場12：20）

日

時

加賀丈史

小西遼生

唯月ふうか

May ’
n

CIC インフォメーション

オーバード・ホール

※未就学児入場不可

アスネットカウンター(オーバード・ホール１F) ☎076-445-5511

☎076-444-7013

チケットぴあ http://www.pia.co.jp/（Pコード：502-778）
（セブンイレブン／ぴあ各店舗）
☎0570-02-9999

イッセイプランニング
電話でのお申込

☎076-444-6666

(オペレーター対応 平日10：00～18：00)

オンラインチケット http://www.4446666.com/

8月29日（土）
！
一般発売開始

ローソンチケット http://l-tike.com/（Lコード： 52850）

主催 : チューリップテレビ / イッセイプランニング /（公財）富山市民文化事業団 / 富山市

ソーシャルディスタンスに従い半分の客席で公演いたします

共催 : 北日本新聞社

企画制作 : ホリプロ

高岡市美術館観覧 チケットあっせん
※会員1人につき各2枚まで。 ※常設展も観覧できます。

コンサートツアー 2020
「FRONTIERS」チケットあっせん

展覧会名

開催期間

チューリップテレビ開局30周年記念

10月23日（金） 18：30開演
オーバード･ホール
全席指定 7,900円※送料込。

傘寿記念

大澤光民の世界

―人間国宝としての歩み

観覧料 ( 大人のみ )

9/11（金)
大人 560円
～10/18（日) （一般当日1,000円）

高岡の焼型鋳造の第一人者として知られる大 澤光民氏（昭
和16年生まれ）は、平成17（2005）年に鋳金の重要無形
文化財保持者 （いわゆる人間国宝）に認定されました。傘
寿を迎える今年、人間国宝として歩んだ10年余りにわたる
仕事に主な焦点を当てた大規模な回顧展を開催します。
大澤作品を象徴する「鋳ぐるみ（いぐるみ）」技法による独
創的で洗練された美をもつ近年の作品から、 箆押し（へら
おし）や蝋 型（ろうがた）などの 若き日の 鍛 錬を 物 語る作
品、制作過程で生じた「鋳バリ（いバリ）」に魅力を見出し
た造形作品まで、 多彩な技と表現をご鑑賞いただきます。
さらには、高岡の御車山に関わる仕事などを紹介し、地域の伝統文化と産業
に果たした社会的役割を振り返ります。
ひたむきに挑戦を続ける大澤氏が作品に込めた想いとともに、高岡の誇る鋳
金の高度な技と伝統を改めて感じていただきます。

（一般料金は8,800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歳以上有料。※会場規定による
ソーシャルディスタンス確保の為、複数枚購入のお客様はお席が離れる場合があ
ります。※行政の指示やガイドラインにより、変更が生じる可能性がございます。
※2021/4/25（日)に開催の延期公演とは別の公演です。

申込期間●8月21日（金）～8月25日（火）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ8月31日（月）
中にFA Xでお知らせします。

TSUKEMEN CONCERT つなぐおと
with JITAN CLASSIC チケットあっせん

申込期間●8月24日（月）～9月10日（木）

2021年1月30日（土） 15：00開演
黒部市国際文化センター・コラーレ
全席指定 4,900円※送料込。

富山県水墨美術館観覧 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

（一般料金は5,500円※送料別）

※会員1人につき各2枚まで。 ※常設展も観覧できます。

20枚

※会員1人につき2枚まで。
※未就学児入場不可。※会場規定によるソー
シャルディスタンス確保の為、複数枚購入の
お客様はお席が離れる場合があります。※行政の指示やガイドラインにより、変
更が生じる可能性がございます。※2020/6/21（日)の延期公演です。

展覧会名

生誕100年記念

日本画家・横山操展

－その画業と知られざる顔－

開催期間

観覧料 ( 大人のみ )

9/18（金)
大人 500円
～11/3（火・祝) （一般当日900円）

日本画家・横山操は、戦後日本画壇の風雲児として活躍し、意欲的な超大作
を次々に制作しました。本展では、青龍展などの出品作に加え、公開されるこ
との少なかった小品や素描により、横山操の知られざる一面をご紹介します。

申込期間●9月7日（月）～9月11日（金）
申込方法●※1参照 なお、当選の方にのみ9月17日（木）
中にFA Xでお知らせします。

申込期間●9月15日（火）～10月16日（金）

※ 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

映

画

映画鑑賞チケットの割引斡旋
利用できる施設
J MAX THEATER とやま

（ユウタウン総曲輪 内）

TOHO シネマズファボーレ富山
TOHO シネマズ高岡
他

斡旋金額

利用限度枚数

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

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

※8月11日現在のTOHOシネマズ映画鑑賞チケットの有効期限は、2020年11月末日です。

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。
※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。
※購入済みチケットの利用期限の延長については、 サポートとやまへお問い合わせください。

入浴施設
入浴施設のチケット割引斡旋
施設名
満天の湯［4/1 改定］
楽今日館

ゆ～とりあ越中
ファボーレの湯

太閤山天然温泉「太閤の湯」
源泉かけ流し 天然温泉 海王
天然温泉

湯来楽（ゆらら）

陽だまりの湯
らくち～の（朝日）
呉羽の湯・福岡の湯・有磯の湯・となみのゆ
呉羽ハイツ
ホテル森の風立山［4/1 改定］
越のゆ富山店
あいらぶ湯（滑川）
アルプスの湯（上市）

申込方法●

斡旋金額
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【岩盤浴料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【岩盤温熱専用館内着料】中学生以上
【入館料】中学生以上
【入浴料】中学生以上
【入館料】共通券大人
【入浴のみ】大人
【入浴のみ】大人
【入浴料】中学生以上
【入浴料】中学生以上
【入浴料】中学生以上

560円(一般750円)
440円(一般620円)
500円(一般650円)
680円(一般880円)
400円(一般470円)
630円(一般850円)
590円(一般700円)
540円(一般870円)
380円(一般670円)
460円(一般650円)
500円(一般630円)
360円
520円(一般660円)
610円(一般900円)
540円(一般620円)
430円(一般620円)
490円(一般610円)

※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期間 1 年
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ
※有効期限ナシ

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。

ジェフグルメカード

トイカード（こども商品券）

おもちゃやベビー・子供服などの
購入に利用できる「こども商品券」
（全国約 5,800 店で利用可能）
の割引あっせん

全国約 3 万 5 千店で利用できる
共通お食事券
「ジェフグルメカード」割引あっせん
全国のファミリーレストラン、ファーストフード店など
で利用できる便利なお食事券です。

全国のデパートやおもちゃ・玩具専門店などで利用
できる便利な商品券です。

1セット4,500円

1セット4,500円

（一般料金5,000円【5,000円ぶん】のところ）
※会員1名につき年度内1セットまで。※有効期限ナシ。

（一般料金5,000円【5,000円ぶん】のところ）
※会員1名につき年度内1セットまで。※お釣りは出ません。

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。

※一時的に品切れが発生し、次の入荷までお時間をいた
だく場合がありますので、ご利
用の際には、あらかじめお電話
←利用できるお
で在庫確認のうえ、お申し込み
店はこちらから
ください。

※一時的に品切れが発生し、次の入荷までお時間をいた
だく場合がありますので、ご
利用の際には、あらかじめお
←利用できるお
電話で在庫確認のうえ、お申
店はこちらから
し込みください。

②

スポーツ・レジャー
日本海ツーリスト㈱からのお知らせ「氷見市プレミアム商品券」
氷見市プレミアム商品券を斡旋します。15,000円分を10,000円で購入できます。宿泊施設での全てのお支払い
（宿泊料金&飲料&施設でのその他有料サービス）
に利用できます。
※宿泊利用時のみ、利用対象となります。 ※11月30日
（月)お泊り分まで利用できます。

申込方法●8月14日
（金）
から、
日本海ツーリスト㈱富山グリーンモール店（TEL076-422-5777）窓口でご購入い
ただけます。※お1人様10枚まで購入できます。 ※枚数限定で、なくなり次第終了となります。
（お支払いは、現金のみ）

指定保養宿泊施設の利用助成（補助金額1,000円）
申込方法●①各施設へ直接、電話予約してください。その際、 サポートとやま会員であることを申し添えてください。
②予約後、Uサポートとやまにお電話いただければ申請に必要な書類をお送りいたします。
『 保養施設利用券』等を発行します。
③ サポートとやまへ申請書を提出していただいた後、
利用方法●宿泊または日帰り当日、施設フロントへ『保養施設利用券』等を提出していただきます。

富山労働者福祉事業協会（労福協）の保養施設利用補助券の補助金額変更のお知らせ
申込方法●8月1日から2021年3月末の宿泊利用分まで、補助金額が600円から2000円に変更になりました。
利用方法● サポートとやまの指定保養宿泊施設の利用（宿泊）助成申請時にお問い合わせください。

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（ I D：s h P W：
zenpuku）すると
「ご利用方法」欄にご利用に必要
なID、
パスワードが表記されます。
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、
「ご利用方法」欄に表記された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選択
してください。
※初めて使う方はリクルートID登録をお願いします。
※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。

③

大好評!!湯快リゾートご宿泊券

あっせん

■【その①】 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円の割引が受けられます。※ご利用の施設がある各

エリアの予約センターの専用電話番号からご予約いただいた場合、
または湯快リゾートホームページからweb予約をした場合に限ります。予約
センターの電話番号については、湯快リゾートのホームページをご覧ください。

■【その②】 【その①】に加えて、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宿泊券（5,000円ぶ
ん）を、会員1名につき、年度内1枚まで4,200円で購入できます。2枚目からは、4,700円で最大9枚まで購入できます。
※【その①】と【その②】の併用可。
（NEW：4月1日から額面変更）

申込方法●【その②】

サポートとやま窓口で販売します。

“キャンプ・バーベキューに !!” ケビン・コテージ・ログハウスの利用補助
施設名および予約先電話番号

グリーンパーク吉峰コテージ

483-2828

杉ヶ平キャンプ場コテージ

利賀国際キャンプ場コテージ

0763-68-2556

富山県立山山麓家族旅行村貸別荘ケビン 481-1748

富山市割山森林公園天湖森

485-2777

とやま古洞の森ケビン

434-0777

森のコテージ 木・ＭＡＭＡ

457-2131

東福寺野自然公園ＳＬハウス

474-1141

イオックスヴァルトコテージ

0763-55-1969

施設の種類

6 人棟利用の場合
（※または 8 人棟）

利用形態

宿

補助金額

泊

4,000 円

日帰り

2,000 円

施設の種類

458-1352

利用形態

4 人棟利用の場合

宿

補助金額

泊

3,000 円

日帰り

2,000 円

申込方法●①各施設へ直接、電話予約してください。その際、 サポートとやま会員であることを申し添えてください。
②予約後、 サポートとやまに電話・FAX・メールをいただければ申請に必要な書類をお送りいたします。
利用方法●施設利用当日、施設窓口へ『ケビン等利用補助券』を提出していただきます。
※会員 1 人につき年度内 1 回のみ利用できます。

指定プール割引利用券（夏季限定）について
お送りしてあります緑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 ７月18日（土）～8月31日（月）

県民公園太閤山ランド「プールひろば」

■利用期間 ７月18日（土）～8月31日（月）

ウインディ

■利用期間 ７月 １日
（水）～8月31日（月）

この2ヵ所は、
今季利用でき
なくなりまし
た。

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。

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・呉
羽・星井町・布瀬南公園・西番・城東ふれあい公園・東富山
運動広場・大山テニスコート）

「富山市総合体育館・市民プール」
共通プリペイドカード
（2200 円分）
の
割引あっせん
1,300円（一般2,000円）
申込方法●

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。

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2枚。

アクア・トトぎふ

会員証提示による あるぺん村 らくらく♪
「立山室堂直行バス」乗車料金割引
（中止のお知らせ）

取扱終了のお知らせ

2020年4月末日をもって、会員証提示による入館料
割引（10%引き）を終了しました。

2020年は、会員証提示による乗車料金割引（10%
引き）が中止になりました。

④

ゴルフ練習場プリペ―ドカードあっせん
オーシャンゴルフ

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。
※会員 1 人につき年度内計 2 枚まで。

10,500円(一般料金11,000円) ※11,500円分

キンダイゴルフガーデン

9,500円(一般料金10,000円) ※10,500円分

富山インターゴルフアカデミー

9,500円(一般料金10,000円) ※11,500円分

南ゴルフクラブ

9,500円(一般料金10,000円) ※10,100円分

シティゴルフ

9,500円(一般料金11,000円) ※11,500円分

期間限定!ビアガーデン前売り

チケットあっせん

次の A ～ C のビアガーデンの前売りチケットを期間限定でお得な金額にて販売します。
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。 ※会員1人につき2枚まで。 ※すべて税込。
各100枚 ※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。
申込期間●8月31日(月)まで延長します。

A. とやま自遊館『ゆったり空間ビアホール』

飲み放題・食べ放題（営業時間内無制限）

和食、洋食食べ放題 25 種類以上。（目の前で料理人が調理 : ステーキワゴン、串揚げコーナーあり） 生ビール、
ドライブラック、エクストラコールド、日本酒、焼酎、サワー、赤・白ワイン、ハイボール、ソフトドリンク各種。
※男女を問わず、浴衣着用で来場の方（中学生以上）に限り 500 円キャッシュバック !
収容人数を通常の 50% に制限。スタッフがご希望の料理を取り分ける「カフェテリア形式」で対応。

■ところ

とやま自遊館 1F ホール

■斡旋料金

1 人 3,800 円（一般前売 4,200 円、当日 4,500 円）

■開催日

9月5日
（土）
までの毎週
（木）
（金）
（土）
の18:00～20:30

※ご予約は、076-444-2100まで。

Ｂ．ANA クラウンプラザホテル富山ビアガーデン『ザ・ビアガーデン 2020』

食べ放題＆飲み放題 (120 分間 )

今年もアサヒとキリンの饗宴をお楽しみいただけます♪また、
ビールにぴったりのお料理はオーダーバイキングでご用意。

■ところ

ANA クラウンプラザホテル 5 階全天候型ガーデンテラス

■斡旋料金

1人4,000円（一般前売4,500円、当日5,000円）

■開催日

8月17日
（月）
～9月6日
（日）

営業時間 (水)(木)(金)(土)
(日)
定休日

17：00～21：00
11：30～14：30
(月)(火)

7月15日
（水）
～8月16日
（日）
営業時間 (月)～(土)

※ご予約は、076-495-1111まで。

(日)
定休日

１７：００～２１：００
１１：３０～１４：３０
１７：００～２１：００
なし

C．パレブラン高志会館『ビアパラダイス 2020』 駅前で旨いビールを !

飲み放題・食べ放題（120 分間）

生ビール、
ヱビス樽生、
ヱビスプレミアムブラック樽生、
ワイン、
日本酒、焼酎、果実酒、
ハイボール、
カクテル、
ノンアルコール
ビール、
ノンアルカクテル、
スパークリングワイン、
ソフトドリンク各種

■ところ

パレブラン高志会館

■斡旋料金

1人3,300円（一般前売3,600円、当日4,000円）

■開催日

9月26日（土）までの17：30～21：30 ※（日）は17：00～21：00。

※7月3日～8月8日の金・土は22：00まで延長営業。 ※ご予約は、076-441-2255まで。

⑤

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」 チケットあっせん
CIP ローストビーフ丼セット
（サラダ・味噌汁、香の物、プチデザート・コーヒー付）
1,480円（一般料金1,980円 ※税サ込）
※会員 1 人につき 3 枚まで。

ホテル日航金沢

ANAクラウンプラザホテル富山1階
有効期間●7月～9月

※営業時間10：00〜20：00（予約の上、ご利用ください。）
申込期間●9月18日
（金）
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。

ランチバイキング チケットあっせん

ホテル日航金沢２階 ザ・ガーデンハウス ※8月1日（土）から営業再開しています。
中学生以上 土日祝 2,500円（一般料金3,000円 ※税サ込)
平 日 2,200円（一般料金2,600円 ※税サ込）
※会員1人につき3枚まで。
有効期間●7月～9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18日
（金）
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。

リストランテ フィオーレ ディ ファリーナ お食事利用券

あっせん

リストランテ フィオーレ ディ ファリーナ（富山市新根塚町）
2,500円（ご飲食代3,000円分）

※会員1人につき4枚まで。※有効期限なし。 ※ランチタイムにもディナータイムにも利用できます。 ※おつりはお出しできません。
◎その他 ディナータイムのコース料理をご予約の場合、会員証の提示により、会員と同伴者全員にファーストドリンクのサービスが受けられます。

申込方法● サポートとやま窓口で販売します。
申込期間●8月17日
（月）
～9月18日
（金）

※予定枚数に達し次第締め切らせていただきます。

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

のとじま水族館
いしかわ動物園
魚津水族館
上越市立水族博物館
うみがたり
申込方法●

斡 旋 金 額
高校生以上
1,450円 (一般料金1,890円)
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
450円 (一般料金1,000円)
小中学生
200円 (一般料金 500円)
18歳以上
1,400円 (一般料金1,800円）
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）

利用限度枚数

※会員 1 人に
つき年度内
各 4 枚まで。

有効期限
有効期間
令和3年3月31日
まで。
有効期限なし

有効期間
令和3年3月31日
まで。

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。

プレゼント
ダイナモスウィングライトラジオ

プレゼント !

白石薬品㈱からの提供により、「スターリング ダイナモスウィングライトラジオ」 をプレゼントします。

申込期間●9月9日(水)～9月11日(金)
5台 ※会員1人につき1台まで。
※１参照
申込方法●
なお、当選の方にのみ9月30日(水)中に商品の発送をもってお知らせします。

金沢 21 世紀美術館

企画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。

40枚 ※会員1人につき2枚まで。
展覧会名
開催期間
申込期間●8月24日（月）
～8月26日（水） de-sport ： 芸術によるスポーツの解体と再構築 6/27（土）– 9/27（日 )
申込方法●※１参照 なお、当選の方にのみ9月3日(木)中に招待券の発送をもってお知らせします。
⑥

（公財）富山市勤労者福祉サービスセンターの皆さま・ご家族の皆さまへ
ＷＥＢで予約・クレジットカードでネット決済を済ませたら、後は営業所ᴾ
に行くだけ！！ᴾ
カーナビ・ＥＴＣはもちろん標準装備！（一部対象外クラス・地域有）ᴾ
禁煙車（乗用車）で快適にご利用いただけます。ᴾ
さらにドライブレコーダー搭載の車両も続々導入中です！ᴾ
※S;クラスを除く

期間限定ᴾ
ᴾ
ᴾ

２４時間ᴾ ᴾ
ᴾ ￥５ᵊ９４０ᴾ
新型コロナウイルスの感染防止のため、レンタカーの消毒を実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。

ᴾ ご予約・詳細はこちら！！ᴾ

ᴾ

ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᶆᶒᶒᶎᶑᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶌᶇᶎᶎᶍᶌᶐᶃᶌᶒᵿᶁᵿᶐᵌᶁᶍᵌᶈᶎᵍᶍᶂᶑᵍᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᵧᵢᴾᴾᴾᵔᵎᵔᵔᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᵮᵟᵱᵱᵵᵭᵰᵢᴾ ᴾᵑᵔᵕᵔᵖᴾ

ご利用方法ᴾ
ᵐᵎᵐᵎ年ᵔ月ᵐᵗ日現在ᴾ

※Ｓ－Ｘクラスは期間限定クラスの為、予告なく終了する場合がございます。

ニッポンレンタカーワンデイスキップ担当 7(/０３-６８５９-６１７７

⑦

平日９時～１７時（土日祝日、年末年始休業）

給付金の申請はお忘れなく

給付金は、会員の皆さんの申請により給付されるものです。
（申請期間は事由発生の日から3年以内）
。
【給付金の振込先の記入について】給付金の申請書に振込先金融機関を記入される場合は、通帳をご確認の上、正確に記入してく
ださい。記入に誤りがあった場合は、
ご入金手続きが遅れることがありますので、
ご協力をお願いします。
『保険金請求書 兼 証明書＜一括用＞
【複写可】』が必要な場合は、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。
「給付金申請の手引き」
をご覧ください。 ※添付書類は、切り取らずにコピーした用紙をそのまま提出してください。
申請方法●
種

類

給付事由

結婚祝金

給付金額

会員の結婚

10,000 円

金婚祝金

会員の結婚 50 周年

10,000 円

銀婚祝金

会員の結婚 25 周年

10,000 円

成人祝金

会員が 20 歳になった

10,000 円

還暦祝金

会員が 60 歳になった

10,000 円

出産祝金

会員又は配偶者の出産

10,000 円

小学校入学祝金

会員の子が小学校に入学

10,000 円

中学校入学祝金

会員の子が中学校に入学

10,000 円

勤続 10 年祝金

現事業所勤続期間満 10 年

5,000 円

勤続 15 年祝金

現事業所勤続期間満 15 年

5,000 円

勤続 20 年祝金

現事業所勤続期間満 20 年

10,000 円

勤続 30 年祝金

現事業所勤続期間満 30 年

20,000 円

傷病休業保険金

休業 14 日以上

死亡弔慰金

死亡保険金
後遺障害保険金

5,000 円

配偶者

25,000 円

子供

20,000 円

親（実・義・養・継父母）

10,000 円

会員 65 歳未満

50,000 円

会員 65 歳以上

25,000 円

会員 65 歳未満が疾病により重度障害の状態になった

50,000 円

会員 65 歳以上が疾病により重度障害の状態になった

25,000 円

会員が不慮の事故により重度障害及び後遺障害の状態になった

2,000 円～ 50,000 円

※死亡保険金・後遺障害保険金の申請の際は様式が異なります。上サポートとやまへお電話等で連絡下さい。

サポートとやま事務局からのお知らせ
お盆の業務案内について

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。
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 ※ただし、8月13日（木)は17：15で終了。
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。

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。

今回は8・9月とさせていただき、次号

サポートニュース№237は10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。

）
）

−
−

ＦＡＸ→ 076 − 493 − 1359

①ミュージカル生きる ②葉加瀬太郎 ③TSUKEMEN ④ラジオ ⑤金沢21世紀美術館 チケット申込書
会員氏名

番号①～⑤

A・B

A・B

枚数

会員氏名

枚

番号①～⑤

A・B

A・B

枚数

枚

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

