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開運を呼ぶ左甚五郎の「隠れ
三猿」！
全て見つけてみませんか？

紅葉の会津で厳かな空気に浸る旅

特別御開帳と紅葉まつりの「如法寺鳥追
観音」、国宝「十一面千手観音」と「抱きつ
き柱」の「立木観音」、野口英世の出世を叶
えた「中田観音」は、「会津ころり三観音」と
して信仰集めるとっておきのスポットです。
立木観音のご本尊「十一面千手観音」は日本最大級

平成 30 年

鳥追観音

１１月 ３日（土祝）

平成３０年 ９月４日（火）～ １８日（火）

午前 ７ 時 ３０分

（土・日・祝を除き午前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(有)旅ベリーかぬまより、振
込用紙が送付されます。

参加料金

6,500 円
8,000 円

会員・同居の家族
関係者（２名まで）

納入期限、キャンセル料については(有)旅ベリーか
ぬまからお知らせいたします。

〈東北道〉

鹿沼
7：30 出発

〈磐越道〉

鹿沼 IC

郡山 JCT
願い事が叶う「抱きつき柱」

法話を聞き、祈祷をしていだきます

鳥追観音
11:00～11:50

西会津 IC

〈東北道〉

観音茶屋
12:00～13:00

立木観音
13:30～14:00

会津の手打ちそば処での昼食

中田観音
14:30～15:00

鹿沼 IC

鹿沼
18:30 発

野口英世博士の出世を叶えた「十一面観世音菩薩」

※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：(有)旅ベリーかぬま

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 「Mt.FUZIMAKI 2018」 ９月４日（火）～１１日（火）
その他の公演
９月４日（火）～１８日（火）
（土・日を除く。午前９時～午後５時まで。）

富士山世界文化遺産登録 5 周年記念

Ｍｔ．ＦＵＪＩＭＡＫＩ ２０１８
出演：藤巻亮太（レミオロメン）with BAND Ba 御供信弘、Dr 河村吉宏、Key 皆川真人、Pf 桑原 あい
ASIAN KUNG-FU GENERATION 浜崎貴司（FLYNG KIDS）宮沢和史 山内総一郎（フジファブリック）
和田 唱（TRICERATOPS） スペシャルサポーター野口 健（アルピニスト）

日

時

平成３０年１０月

場

所

山中湖交流プラザ きらら

入場料金

７日(日) １３：００（終演：１７：００予定）
限定４枚

斡旋価格
４，０００円（一般５，５００円）
※雨天決行・荒天中止 ※ビン・カンの持込み不可
※小学生以下無料（保護者同伴に限る）

新演出版 ミュージカル

マリー・アントワネット
出演：笹本玲奈 昆夏美

古川雄大

吉原光夫

日

時

平成３０年１１月２４日(土)

場

所

帝国劇場（千代田区丸の内）

入場料金

１２：００
限定６枚

斡旋価格 Ｓ席指定プチギフト付
１２，５００円（一般１３，５００円）

沖仁 ＣＯＮＣＥＲＴ ＴＯＵＲ ２０１８
日

時

平成３０年

場

所

東京オペラシティ コンサートホール（新宿区西新宿）

入場料金

１２月１９日(水)１８：３０

斡旋価格 Ｓ席指定
６，０００円（一般７，０００円）
※未就学児童入場不可

限定４枚

アッとおどろく「夢芝居」 梅沢富美男＆研ナオコ
第１部 芝居「十九の春」
第２部 梅沢富美男＆研ナオコ歌謡ステージ
第３部 女形男形舞踏バラエティショー
日

時

場

所

入場料金

平成３０年１２月７日(金) 昼の部 １４：００
夜の部 １８：００

宇都宮市文化会館

斡旋価格 全席指定
４，０００円（一般７，５６０円）

各公演
限定１０枚

限定４枚

９月は防災月間！

「備蓄食・６年保存水」をあっせんします！
近年多発する自然災害。日頃からの備えが大切です。備蓄食セットは「高齢者、食事療法をされている方向け」をはじめ
４パターンから選べて安心です。保存水は天城山系で採水されたおいしい飲料水をご用意。
この機会にみなさまの事業所やご家庭での災害対策にお役立てください。

ご希望の方は
同封の別紙申込書にご記入の上、９月２８日（金）までに、代金を添えてフレンドリーかぬま事務局までお申込
みください。その他に全福ホームページから、WEB 上での受注方法もあります！
１ 全福センターホームページにログイン！

２ 全福ネット防災シリーズにアクセス！

http://www.zenpuku.or.jp

「全福ネット防災シリーズ」のバナーをクリック

①ログインＩＤに
②パスワードに

kt

関連リンク

zenpuku

＞全福ネット防災シリーズ

●備蓄食

●保存水（５００ｍｌと２L の２タイプをご紹介）
災害時には１人あたり１日３リットル×３日分以上の備蓄量が目安と言われています。
「６年保存水」は天城山系で採水されたおいしい飲料水です。
①ＩＳＯ取得の自社工場で生産 ②放射線検査でも不検出 ③国内生産工場１０年以上の実績
④東京都入札資格取得済み ⑤軟水（硬度２９mg/ℓ）のため、赤ちゃんのミルク作りにも最適
全福センターでは、「アルファ米」、アレルギー対応の非常食「ライスクッキー」、「非常用トイレ」、「水のいらない泡なし
シャンプーウェット手袋」をあっせんしています。ご希望の方は、全福ホームページにアクセスしてください。

全福センター
提携旅行会社

お得な海外旅行等のご案内

＊日本旅行
利用資格

会員及び２親等以内の家族

特

商品名

典
国内旅行

利用方法

全福センターＨＰの「全福センター会員専用サイト」 海外旅行

割引率

赤い風船

３％割引

ＭＡＣＨ（マッハ）

５％割引

ＢＥＳＴ／ＢＥＳＴ ＥＸ
３％割引
https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=15007&preview=true からお申し込みください。
①専用サイトからお申し込み取扱店舗へのご連絡事項」欄に『全福センター割引』と入力
②お申し込みに対し、受信メールが届きます。
（交通機関の空き状況について確認が必要な場合にはその旨通知）
※この割引は全福センターＨＰ専用サイトから申し込んだ際のみ適用
※お支払はクレジットカードまたは銀行振込み

＊東武トップツアーズ(株)
利用資格

利用方法

会員及び２親等以内の家族

特

典

国内旅行
海外旅行

商品名

割引率

自社商品パッケージ
ツアー

３％割引

「全福センター会員」であることを伝え、トップツアーＷＥＢ販売センターお申し込みください。
※ ＷＥＢ限定商品及び他社商品は割引対象外です。※ カード決済可

＊ＪＴＢ(エース・ルックの会員割引)
商品名
利用資格
利用方法

会員及び２親等以内の家族

特

典

国内旅行
海外旅行

エースＪＴＢ

ルックＪＴＢ

割引率
３％割引

ＪＴＢの支店に、
「会員証」または「協定施設割引券」
（
「フレンドリーかぬまガイドブック」P47～48、または
全福センターＨＰ参照）の提示。
「会員証」提示の際、併せて「全福センター会員」である旨、申し出てください。
※旅行代金のお支払いは現金・振込み・ＪＴＢ旅行券・ＪＴＢカードに限定。
※エースＪＴＢの商品は宿泊を伴う交通手段の付いたパッケージ旅行（添乗員同行のコースを含む）が適用の
対象。宿泊のみのプランは対象外
※ルックＪＴＢの割引対象は基本旅行代金のみ

＊ジャルパック
特

国内旅行
海外旅行

典

割引率
５％割引
３～５％割引

利用資格

会員及び家族、同伴者

利用方法

・専用サイトからのお申込み http://jal.co.jp/tourlink/zenpuku/にアクセス、キーワード（zenpuku）
・
パスワード(minasama)を入力しログイン後、ご希望のツアーをお申込みください。
※インターネットでの操作・ご予約後のお問い合せ先
ＪＡＬのトラベルプラザ 国内パッケージツアー 050-3155-3320（午前９時～午後６時）
海外パッケージツアー 050-3164-1154（午前９時～午後６時）

＊エイチ・アイ・エス ベネフィットセクション
典 ５万円未満・・・・・・・・次回以降利用のクーポン 1,000 円分

利用資格

会員及び２親等以内の親族

利用方法

全福センター会員である旨お申し出いただき、

特

専用ダイヤルにご連絡ください。

５万円～２０万円未満。
・・2,000 円引き
２０万円以上・・・・・・3,000 円引き

一部除外商品あり。詳しくはお問合せください。

ベネフィットセクション以外の予約は特典対象外
・〈特典予約専用ダイヤル〉
（海外旅行）０５７０－３００－３９０

（国内旅行）０５７０－３００－８９０

※つながらない場合は０３－５９０８－３０１２（共通）におかけください。
営業時間

（月～金）10:00～18:30 （土）10:00～15:30 定休日

日曜、祝日

