
①

URL●http://www.u-support.com  E-mail●u-1@u-support.comURL●http://www.u-support.com  E-mail●u-1@u-support.com

（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。
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コンサート・イベント

5月16日（日） 【A】11：30開演
 【B】15：00開演
オーバード･ホール
全席指定3,500円※送料込。
（一般前売料金は4,070円※当日550円高※送料別）
各50枚　※会員1人につき2枚まで。※3歳以上有料、3歳未満入場不可。
申込期間●4月16日（金）～4月22日（木）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ4月26日（月）
中にFAXでお知らせします。

9月22日（水） 18：30開演
オーバード･ホール
S席指定8,500円※送料込。
（一般料金は9,900円※送料別）
30枚　※会員1人につき2枚まで。
※3歳以上有料。2歳以下入場不可。
申込期間●4月16日（金）～4月22日（木）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ4月26日（月）
中にFAXでお知らせします。

7月1日全国ロードショー
会員大人　900円　200枚
※会員1人につき合計3枚まで。
申込期間●5月24日（月）～7月9日（金）
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。

爆笑お笑いフェス in 富山
チケットあっせん

劇団四季 The Bridge～歌の架け橋～　
チケットあっせん

映画「峠 最後のサムライ」
鑑賞前売り券あっせん

【出演予定】1.ナイツ　2.錦鯉　3.ダニエルズ　4.エイトブリッジ　5.吉住　6.ザ・
マミィ　7. 鬼ヶ島　8.かが屋　9.インスタントジョンソン　10.どぶろっく　11.ラ
ランド　12.タイムマシーン3号　13.納言
※都合により、出演者が一部変更になる場合がございます。

劇団四季メンバーに込められた想いを、言葉とダンスでつづります。お客様と感動を
分かち合える喜びを胸に、劇団四季が持てる力のすべてをつくして、歌って踊って語
る圧巻のエンターテイメントを、どうぞ富山公演にてお見逃しなく!

司馬遼太郎が描きたかった“風雲児”最後の１年 【原作】司馬遼太郎「峠」（新潮文庫
刊） 【監督・脚本】小泉堯史 【出演】役所広司、松たか子、香川京子、田中泯、永山絢
斗／仲代達矢 他 【内容】慶応3年（1867年）大政奉還。260年余りに及んだ徳川
幕府は終焉を迎え、諸藩は東軍と西軍に二分していく。慶応４年、鳥羽・伏見の戦い
を皮切りに戊辰戦争が勃発した。越後の小藩、長岡藩の家老・河井継之助は、東軍・
西軍どちらにも属さない、武装中立を目指す。戦うことが当たり前となっていた武士
の時代、民の暮らしを守るために、戦争を避けようとしたのだ。だが、和平を願って臨
んだ談判は決裂。継之助は徳川譜代の大名として義を貫き、西軍と砲火を交えると
いう決断を下す。妻を愛し、国を想い、戦の無い世を願った継之助の、最後の戦いが
始まった…。

5月8日（土） 【A】13：00開演
 【B】17：00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16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●4月16日（金）～4月21日（水）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ4月23日（金）
中にFAXでお知らせします。

6月23日（水） 18：00試合開始
富山市民球場 アルペンスタジアム
内野指定S席4,700円※送料込。（一般料金は5,500円※送料別）
120枚 ※会員1人につき2枚まで。
※入場制限を設けての開催となります。
申込期間●4月27日（火）～5月10日（月）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ5月13日（木）
中にFAXでお知らせします。

てるてる亭 志の輔のこころみ
チケットあっせん

セ・リーグ公式戦
『東京読売ジャイアンツVS横浜DeNA
ベイスターズ』チケットあっせん

撮影者： 荒井健

ⓒ2020「峠 最後のサムライ」
製作委員会

※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。

7月22日（木） 18：30開演
富山県民会館ホール
全席指定3,800円※送料込。
（一般前売料金は4,400円
　　　　　※当日400円高※送料別）
30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●4月26日（月）～5月7日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ5月12日（水）
中にFAXでお知らせします。

林家三平　噺家生活30周年記念公演
チケットあっせん

【出演】 林家三平　　ゲスト：春風亭昇太、ナイツ　ほか



②

M&OplaysプロデュースDOORS
チケットあっせん
6月9日（水） 18：30開演
富山県民会館ホール
全席指定7,200円※送料込。
（一般料金は8,000円※送料別）
30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●4月23日（金）～5月5日（水）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ5月10日（月）
中にFAXでお知らせします。
【出演】奈緒、伊藤万理華、菅原永二、今野浩喜、田村たがめ、早霧せいな二人の対
照的な少女が旅に出る。その旅の「ドア」は 時空を超え洋々な不思議な体験を二
人にもたらし、 やがて対立から「和解」へとその距離を縮めてゆく...

TBSラジオをキーステーションに、毎週日曜夜10時から絶賛オンエア中の
「井上芳雄by MYSELF」が、 ラジオブースを飛び出してお届けする“スペ
シャルライブ”第3弾! 迫力の生ライブと軽妙洒脱なトークで、全国各地へ極
上の時間をお届けします。 井上芳雄は、今年でデビュー20周年。 20周年ア
ニバーサリーイヤーを飾る、至高のコンサートをお見逃しなく!

4月28日（水） 18：00開演
オーバード･ホール
S席指定8,100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。
※未就学児童入場不可。
申込期間●4月16日（金）
　　　　　　　～4月18日（日）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ4月19日（月）
中にFAXでお知らせします。

7月16日（金） 18：00開演
オーバード･ホール
全席指定8,000円※送料込。
（一般料金は8,800円※送料別）
30枚　※会員1人につき3枚まで。
※未就学児童入場不可。
申込期間●5月10日（月）～5月14日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ5月17日（月）
中にFAXでお知らせします。

7月17日（土） 18：00開演
本多の森ホール
指定席6,400円※送料込。
（一般料金は7,150円※送料別）
20枚　※会員1人につき2枚まで。
※小学生以上チケット必要･小学生未満入場不可。
※本公演の座席は前後左右を空けずに販売する予定です。
申込期間●5月10日（月）～5月14日（金）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ5月18日（火）
中にFAXでお知らせします。

井上芳雄 by MYSELF スペシャルライブ
20th Anniversary Live Tour
チケットあっせん

さだ丼～新自分風土記Ⅲ～
さだまさしコンサートツアー2021
チケットあっせん

秦 基博 HATA MOTOHIRO GREEN 
MIND TOUR 2021
チケットあっせん

6月21日（月） 18：30開演
石川県立音楽堂コンサートホール
SS席指定11,000円※送料込。
（一般料金は12,000円※送料別）
20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●4月26日（月）～4月28日（水）
申込方法●※1参照  なお、当選の方にのみ5月10日（月）
中にFAXでお知らせします。

フジコ・ヘミング&東京交響楽団
チケットあっせん

【プログラム】ドヴォルザーク　交響曲第9番「新世界より」　　モーツァルト　ピア
ノ協奏曲 第21番　　リスト　ラ・カンパネラ　ほか
※予告なく変更になる場合がございます。

※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。

映画鑑賞チケットの割引斡旋

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。 

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



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 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●4月～6月　※営業時間11：30～14：00（予約の上、ご利用ください。）　
申込期間●4月16日（金）～6月18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。

ホテル日航金沢　ランチバイキング  チケットあっせん

ル・ジャルダン・ドゥ・サン（富山市白銀町） 
2,500円（ご飲食代3,000円分）
※会員1人につき3枚まで。※有効期限：購入日から6ヵ月間。
（予約の上、ご利用ください。）
※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。

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●4月16日（金）～6月18日（金）

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。（予約の上、ご利
用ください。）
※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。　
※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●4月16日（金）～6月18日（金）

ル・ジャルダン・ドゥ・サン
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 
お食事利用券　あっせん

ANAクラウンプラザホテル富山1階
有効期間●4月～6月　※営業時間11：30～14：00（ラストオーダー14：00）（予約の上、ご利用ください。）
申込期間●4月16日（金）～6月21日（月）
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

【土日祝】
中学生以上	 1,800円（一般料金2,600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2,300円 ※税サ込） 

小学生 1,100円（一般料金1,500円 ※税サ込）

GW限定の「トロピカルスイーツブッフェ」開催! パッションマンゴーとココナッツのムース、
トロピカルショートケーキ、キウイレアチーズケーキなど約13種類のスイーツをご用意いたします。

ANAクラウンプラザホテル富山1階
有効期間●5月3日（月・祝）・4日（火）・5日（水・祝）
　　　　　※営業時間　15：00～17：00（ラストオーダー16：30）（予約の上、ご利用ください。）
申込期間●4月15日（木）～4月30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。

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

【土日祝】
中学生以上	 2,200円（一般料金3,000円 ※税サ込） ※会員1人につき

3枚まで。小学生 1,500円（一般料金2,000円 ※税サ込）



④

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。

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	 440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」 【入館料】中学生以上	 630円(一般850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） 【入館料】中学生以上	 540円(一般870円) ※有効期限ナシ【岩盤温熱専用館内着料】中学生以上	 380円(一般670円)
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
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 【入浴のみ】大人	 610円(一般900円) ※有効期限ナシ
越のゆ富山店 【入浴料】中学生以上	 540円(一般620円) ※有効期限ナシ
あいらぶ湯（滑川） 【入浴料】中学生以上	 430円(一般620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610円) ※有効期限ナシ

入浴施設

“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

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。

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 458-1352
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 利用形態 補助金額 施設の種類 利用形態 補助金額

6 人棟利用の場合
（※または 8 人棟）

宿　泊 4,000 円
4 人棟利用の場合

宿　泊 3,000 円
日帰り 2,000 円 日帰り 2,000 円

スポーツ・レジャー

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、次のAまたはBの割引を受けられます。A：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。B：室料の10%割引。（予約時に会員証を利用することを必ずお伝えく
ださい。A・Bどちらが適用になるかは施設によって異なります。）※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。

申込方法●【その②】 サポートとやま窓口で販売します。 ※【その①】と【その②】の併用可。



⑤

ゴルフ練習場プリペ―ドカードあっせん
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。
※会員 1 人につき年度内計 2 枚まで。

オーシャンゴルフ  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

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、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。

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
※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。
申込方法● サポートとやま窓口で販売します。

2.5時間利用券 大人610円（一般1,050円）

1日利用券 大人940円（一般1,570円）

「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● 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。

市営テニスコート回数券の割引あっせん

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。

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）

クーポン獲得可能期間 4 ／ 1 ～ 5 ／ 30
予約可能期間 4 ／ 1 ～ 5 ／ 30
宿泊対象期間 4 ／ 1 ～ 5 ／ 31



⑥

富山市ガラス美術館観覧 チケットあっせん 富山県美術館観覧 チケットあっせん

富山県水墨美術館観覧　チケットあっせん

ミュゼふくおかカメラ館 チケットあっせん

金沢21世紀美術館観覧 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。※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。※常設展も観覧できます。

申込期間●5月7日（金）まで

申込期間●4月23日（金）まで

申込期間●4月23日（金）～5月28日（金）

申込期間●5月11日（火）～6月25日（金）

申込期間●5月7日（金）まで

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

高橋禎彦 playtime 　3/6（土）
　　　～6/22（火）

大人 300円
（一般800円）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

チューリップテレビ開局30周年記念
「ポーラ美術館コレクション展　
―印象派からエコール・ド・パリ―」
　モネ、ルノワールから
　　　ピカソ、シャガールまで

　4/24（土）
　　～6/27（日）

大人 800円
（一般1,400円）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

小村雪岱スタイル
江戸の粋から東京モダンへ

　4/27（火）
　　 ～6/13（日）

大人 400円
（一般900円）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

高崎勉 写真展
―いま君はどこにいるの―

　5/15（土）
　　～7/11（日）

大人 200円
（一般500円）

展覧会名 開催期間 観覧料 ( 大人のみ )

最後の浮世絵師
月岡芳年展

　4/24（土）
　　　　～5/23（日）

大人 400円
（一般1,000円）

高橋禎彦（1958－）は、制作のなかで感じとったガラスの
特性や質感をもとに、様々な方法で作品を作りあげていま
す。特にホットワークによる作品は、溶けたガラスの動き
を活かした柔らかなフォルムや滑らかな表面が、どこか謎
めいた魅力ある姿を生み出し、その感触について見るもの
の想像を促します。本展では、ガラスの多彩な表情を引き
出す高橋の作品の魅力に迫ります。

ポーラ美術館のコレクションは、西洋絵画、日本
の洋画、日本画、版画、彫刻、東洋陶磁、日本の
近現代陶芸、ガラス工芸、化粧道具など多岐に
わたり、総数は約1万点におよびます。本展覧会
では、この西洋絵画コレクションから、フランス
で活動した作家による74点の絵画を精選し、12
点の化粧道具コレクションを合わせた総数86
点の作品を、4つの章構成によってご紹介しま
す。印象派からエコール・ド・パリへと流れる時
代の変遷に加えて、全体に通底する3つのテー
マを設けていることも大きな特徴です。

大正から昭和初期にかけて、装幀、挿絵、舞台美術などで
活躍した小村雪岱（こむらせったい・1887～1940年）
は、泉鏡花著『日本橋』の装幀を手掛け、人気装幀家とな
りました。本展では、江戸の粋を受け止め、東京のモダン
を体現した「意匠の天才」雪岱の肉筆画、版画、装幀を中
心に、その源流である鈴木春信から「東京モダン」への系
譜を紹介します。また、柴田是真の漆芸や並河靖之の七宝
などの近代工芸の数々、さらには彼らの遺伝子を受け継ぐ
現代作家の作品も併せて展示します。

当館で開催された個展「30年の旅の軌跡」から4年。東京を舞台に活躍
する富山市出身の写真家 高崎勉の新作展。アート作品の他に日常のス
ナップフォトを感性溢れる文章とともに初公開。次のステージを目指す
写真家はコロナ禍に何を感じ、生きるのかが窺える写真展です。

近年人気が高まっている明治浮世絵の第一人
者、鬼才・月岡芳年にスポットをあて、浮世絵作
品約150点を展示します。歌川国芳の弟子とし
て活躍し、柔軟な発想と、たくましい絵心で、浮
世絵の歴史の最後に強烈な閃光を放ちました。
明治維新という激動の時代を駆け抜けながら、
革新的な芸術を探求し続ける姿を紹介します。

美術館・博物館

「風俗三十二相　うるささう」明治21（1888）年3月

「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4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	 450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4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）

小村雪岱《青柳》
1941年頃　個人蔵



⑦

そ　の　他

対象●富山県健康増進センター、富山市医師会、富山赤
十字病院、その他の公立・私立病院など、人間ドック等
を実施している医療機関で受診したものが対象。
手続方法●
１ サポートとやま会員が、人間ドック等を受診後、
『人間ドック等診断補助金申請書』に必要事項を記入の
上、受診日および受診者氏名が記載された領収書また

は請求書を添付し、 サポートとやま事務局へ申請して
ください。
２ サポートとやま事務局で提出書類を確認した後、
指定された口座に補助金を振り込みます。
※上記の受診内容の中で、年度内いずれか1つの受診に対する補助
　に限らせていただきます。
※受診後、6ヵ月以内に申請がないときは、補助は受けられません。

人間ドックなどの診断補助について
受診内容 補助額（円）

一泊人間ドック及び日帰り人間ドック
（PET、脳ドックを含む）

【Ａ】自己負担額が 20,000 円以上 3,000 円
【Ｂ】自己負担額が 10,000 円以上 20,000 円未満。 1,500 円

協会けんぽ一般健診などの生活習慣病
予防検診など

【Ｃ】オプションで検査項目を追加し、自己負担額が 10,000 円以上
※一般健診（7,169円）とオプション検査料金（腹部エコー、肝炎ウィルス他）の合計額が10,000円を超えた場合

1,500 円

【Ｄ】年度内に 35・40・45・50・55・60 歳を迎える方が受診した場合 1,000 円

市営およびその他施設利用券の配布について
2021年度の市営およびその他施設利用券の配布につきましては、4月27日頃、各事業所宛に発送します。

※全福センター会員ログイン（ID：sh　PW：zenpuku）してください。
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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
　　　〒 930-0084 富山市大手町６番 14 号（富山市民プラザ３階）

サポートとやま事務局からのお知らせ

今回は4・5月とさせていただき、次号 サポートニュース№241は6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 時 30 分まで　

窓口業務の時間延長について

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。

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。

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ジャイアンツ VS ベイスターズ　②さだまさし　③秦 基博　④劇団四季　チケット等申込書

①志の輔のこころみ　②爆笑お笑いフェス in 富山　チケット申込書

会 員 氏 名 公演番号①～④ 枚数 会 員 氏 名 公演番号①～④ 枚数

　　　　枚 　　　　枚

　　　　枚 　　　　枚

会 員 氏 名 公演番号①～④ 枚数 会 員 氏 名 公演番号①～④ 枚数

　　　　枚 　　　　枚

　　　　枚 　　　　枚

会 員 氏 名 公演番号①② 開演日時 枚数

Ａ ・ Ｂ 　　　　枚

Ａ ・ Ｂ 　　　　枚

①井上芳雄　②DOORS　③林家三平　④フジコ・ヘミング＆東京交響楽団　チケット申込書

2021年度入学のお子様をお持ちの会員の皆さんへ～お祝金の申請に必要な添付書類について～
今春、小中学校に入学のお子さんをお持ちの方は入学祝金が給付されます。申請の際に、就学通知書、もしくは、21年度入学
案内等の写しが必要となります。

※2021年４月１日から受付開始。なお、お祝金の給付は、５月20日以降になります。また、受付後、給付手続きが済み次第、順次給付いたしますが、しばらく
お待たせする場合もありますのでご了承ください。

ゴールデンウィーク中は、カレンダーどおりに業務を行います。GW 期間中の業務案内


