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大人の社会科見学♪

移転前のラストチャンス!

最高裁判所の大法廷見学とまもなく移転
する築地を巡るツアー。お昼は、老舗「築
地玉寿司」晴美通り店でにぎり寿司＆場外
市場を散策♪

平成 30 年

７月 ２４日（火）
午前 ７ 時

平成３０年 ６月５日（火）～ １９日（火）
（土・日を除き午前９時～午後５時まで。最終日は午後４時まで）

市役所職員駐車場
申込書を FAX または直接事務局へ提出してくださ
い。
（HP からの申込み可）募集人員を超えた場合
は、抽選となります。

（御殿山球場北）

４３名（最少催行人員３０名）

取扱旅行会社であるユーミ.プランニングより、振
込用紙が送付されます。
参加料金

会員・同居の家族

5,500 円

関係者（２名まで）

6,500 円

納入期限、キャンセル料についてはユーミ.プラン
ニングからお知らせいたします。
※最高裁判所見学の際は飲食物は持ち込めませんので、ご了承
ください。

〈東北道〉

鹿沼
7：00 出発

〈首都高〉

鹿沼 IC

川口 JCT

社会見学スポット

「築地玉寿司」にて新鮮なネタの昼食と
場外市場自由散策をお楽しみください。

最高裁判所見学

築地玉寿司晴美通り店
11:30～

10:15～11:15
〈首都高〉

銀座ランプ

霞が関ランプ

昼食後築地場外市場・築地本願寺自由見学
～14:00 発

〈東北道〉

川口 JCT

鹿沼 IC

鹿沼
17:00 頃着

※このツアーは、フレンドリーかぬまで募集を行い、旅行会社に依頼する受注型企画旅行です。 取扱旅行業者：ユーミ.プランニング

チケットあっせん

●申込方法

電話、ＦＡＸまたはホームページで受付。
（チケット配布は後日連絡。）

●募集期限

平成３０年６月４日（月）～６月１８日（月）
（土・日を除く。午前９時～午後５時まで。）

華麗なるクラシックバレエ・ハイライト
～ロシア４大バレエ劇場の競演～
ロシアを代表する４大バレエ劇場の実力派ソリストが集結！
〈第１部〉「レ・シルフィード」（全１幕）
〈第２部〉「白鳥の湖」より、「眠りの森の美女」より、「ジぜル」より、「瀕死の白鳥」、
「ドン・キホーテ」より ほか

日

時

平成３０年８月 ２３日(木) １８：３０

場

所

宇都宮市文化会館 大ホール

入場料金

斡旋価格 全席指定
５，５００円（一般６，５００円）

限定１０枚

※３歳以下のお子さまのご入場はご遠慮ください。
※演奏は特別録音音源を使用いたします。
※演目、出演者は変更になる場合がございます。

ディズニー・オン・アイス ２０１８
「ミッキーのスペシャルセレブレーション！」
日

時

場

所

平成３０年９月１５日(土)
１４:００開演
９月１６日(日)
１４:００開演
９月１７日(月・祝)１４:００開演
さいたまスーパーアリーナ
各日１０枚

入場料金

斡旋価格 ＳＳ席指定
大人 ５，０００円（一般６，０００円）
こども３，９００円（一般４，９００円）
※２歳以下のお子さまは保護者１名につき１名まで無料。
※３歳以上～小学６年生以下はこども料金適用。
中学生以上は大人料金。

© Disney

「鹿沼市民文化センター友の会」の会員です。
フレンドリーかぬまの会員の皆様は、
「鹿沼市民文化センター友の会」会員料金で参加できます。
＊利用方法：フレンドリーかぬまの会員証を鹿沼市民文化センター窓口に提示してください。
今年度の予定は
平成３０年８月２６日(土)佐藤一美オカリナコンサート
平成３０年９月

２日(日)創作エイサー琉球國祭り太鼓

友の会

８００円（一般１，０００円）

友の会１，５００円（一般２，０００円）

大人気！お得なチケットのお知らせ

２００枚先着順！

人気のスパリゾートハワイアンズのお得な悠健チケットを販売します！
利用期間

平成３０年７月１日（日） ～ １２月３１日(月)

斡旋枚数 １会員５枚まで
利用方法

「フレンドリーかぬま」で悠健チケットを購入してください。

販売開始

平成３０年６月１２日（火）からお電話のみで受付けます。（各日午前９時～午後５時）
※１件のお電話で、１会員分（５枚まで）のみとさせていただきます。

お渡し日

６月２０日（水）から

販売品目

※２歳以下は無料です。
※購入後の利用枚数の変更・払い戻しはできません。 悠健チケット

斡旋料金

一般料金

大人子供共通

大人(中学生以上)3,500 円

８００円

子供(小学生以上)2,200 円
幼児(3 歳以上)

1,600 円

ＡコースまたはＢコースから選べる会員さん向けのお得なサービス他、色々な特典があります！
受付の際、フレンドリーかぬまの会員証を提示してください。シダックスの「法人・団体カード」が発行されます。
４３名（最少催行人員３０名）

割引協力店移転のご案内

ITSupport パソコン太郎 株式会社

広い場所に移転
しました！
ぜひお立ち寄り
ください。

ITSupport パソコン太郎(株)ではお客様のご要望に応じて PC
や IT 機器等のお悩みごとへのサポートをご提供しています。
お困りの時はお気軽にお問合せを！

事業部一覧

IT Support パソコン太郎(株)
鹿沼市千渡２３１０－１７

パソコン伝子事業部

０２８９－７８－４７７７

（企画ブランディング＆写真撮影)

http://www.pasotaro.com
http://facebook.com/pasotaro

パソコン太郎事業部

パソコン事務子事業部

（年間契約ＩＴコンサルサポート)

（内務システム支援＆Ｅｘｃｅｌ支援)

パソコン音ノ助事業部
（音楽・曲制作＆音響支援）

パソコン絵美事業部
（デザイン・ノベリティ作成）

パソコン頁次郎事業部 パソコン直助事業部

パソコン輝子事業部

（ホームページ作成、作り直し）

（テレワーク：働き方改革）

（スポット対応パソコン修理、設定）

パソコン言語郎事業部 パソコン線正男事業部
（システム：アプリ：ソフト制作）

＊利用資格
＊割引内容

（電話：ＬＡＮ配線設置）

会員及び家族
パソコン修理・設定 料金の１０％割引
通常料金

・Wi-Fi 無線子機設定費
・PC が正常に起動しない状態からの復旧
・データ復旧

4,000 円
20,000 円～
79,800 円

※機器の種類、容量を問わず一律料金

・出張費
8,000 円～
※その他パソコンのお困りごとも料金の 10％割引で承ります。

＊利用方法

会員証を提示してください。
員及び家族

全福センターからのお知らせ！

社販マーケット（職域限定ショッピングサイト）
大手有名メーカー商品などを福利厚生価格で、ご利用いた
だける、職域限定ショッピングサイトです。
会員の皆様の「生活応援プログラム」として、また事業所で
のイベントや、会議用にもご利用ください。
有名メーカーのドリンクなどが

最大半額以下！

ご自宅・事業所

全国どこでも送料無料

１ 全福センターホームページにログイン！
http://www.zenpuku.or.jp
①ログインＩＤに

kt

②パスワードに

zenpuku

あなたのお店も
割引協力店になり
ませんか？
フレンドリーかぬまでは、「割引協力店」
を募集しています。割引協力店になると、
お店や事業所の情報を会報やガイドブッ
ク、事業案内に掲載されます。お店や事業
所をＰＲしたい方は、事務局までお知らせ
ください。

２ 社販マーケットにアクセス！
「社販マーケット」のバナーをクリック
関連リンク
＞社販マーケット

※事業所紹介も募集しています。
事務局までぜひご応募ください。

