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事業所数　      ４５１社
会　　員　１,３２３名
  （３月３１日現在）

【商品説明】
一般保護マスク（９９. ４%ウィルス除去）中国製
※サイズ１７. ５cm×９. ５cm	
※小箱 ( ５０枚 ) の中のマスクは、１枚ずつ個包装ではありません。
※上記は第 1回の商品の説明となります。

フレンドリー

かぬま
５月 号

会員事業所のみなさまへマスクを斡旋いたします。

新型コロナウィルス感染対策

マスク斡旋のご案内

1 事業所　1 箱限定

第１回（５月中旬販売）　　　限定１２０箱（１箱５０枚入り）

第２回（５月下旬入荷予定）　限定１００箱（１箱５０枚入り）

２，０００円（１箱　税込）
一般価格　３，３００円（１箱　税込）

５月１１日（月）
午前９時半から電話のみで受付けます。
先着順のため、第１回の限定数を超えた場合は、第２回のお申込み受付分とさせて
いただきます。
※事業所としてお申込みください。お申込みの際に事業所名、担当者名、連絡先を
　お伝えください。
※お申込み後のキャンセルはできません。

フレンドリーかぬま事務局窓口にて、代金と引き換えで販売いたします。
お渡し時期は、第１回（５月中旬）、第２回（５月下旬以降）予定しておりますが、
詳細は個別にご連絡いたします。

対　　象

販  売  数

斡旋価格

申込方法

購入方法

先着順

1



新型コロナウイルス感染症による影響を
受けてお困りの会員事業所の皆様へ

スパリゾートハワイアンズ 
～悠健クラブ～

日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付などで
資金ニーズごとに受けられる支援策があります。

市では新型コロナウイルス感染症による影響を受ける又は、受ける
おそれのある中小企業者等への経営の安定化を図るため、融資に係
る支援制度を設けていますので、ご利用ください。

・中小企業金融相談窓口　ＴＥＬ：０３－３５０１－１５４４
　　　　　　　　　　　　　　　　   （平日・土日祝日 9:00-17:00）
　詳しい内容は経済産業省ＨＰ特設ページをご覧ください。
   https：//www.meti .go.jp/covid-19/

【お問合せ先】
 ・鹿沼市感染症対策経営安定化補助金（利子補給）
　鹿沼市  経済部  産業振興課  商工振興係   ＴＥＬ：０２８９－６３－２１８２

状況に応じて、複数回の利用も可能です。

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！

利用期限　令和 3 年３月３１日（水）
斡旋枚数　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　令和 2 年５月２１日（木）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。
　　　　　　※２歳以下は無料です。
　　　　　　※申込み後の利用枚数の変更・払い戻しはできません。

国の支援策

鹿沼市の支援策

【お問合せ先】

お得なチケットのお知らせ大人気！

２００枚

  先着順！

販売品目 斡旋料金 一般料金

悠健チケット 大人子供共通
１，０００円

大人（中学生以上）3,570 円
子供（小学生以上）2,250 円
幼児（3歳以上）　			1,640 円

最長で５年間
元本の返済が
不要

利子補給で
金利負担が
実質ゼロに

担保なしでの
借り入れも
可能です

検索　経済産業省　新型コロナウイルス感染症関連
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令和２年７月１９日（日）
午前７時
市役所職員駐車場（御殿山球場北）
４０名（最少催行人数３０名）
５月２５日（月）～６月１０日（水）
（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。）

申込書をＦＡＸ、ホームページまたは
直接事務局へ提出してください。
※募集人員を超えた場合は、抽選となります。

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。
このツアーはチケット事前購入のため、キャン
セルはできません。
納入期限については（有）旅ベリーかぬまから
お知らせいたします。

区　分 金　額
会　　員（１３歳以上）  １１, ０００円
登録家族（１３歳以上） １１, ５００円
登録家族（４歳～１２歳） 　８, ５００円
関	係	者	（１３歳以上） １４, ０００円
関	係	者	（４歳～１１歳） １１, ５００円

※フレンドリーかぬまがイベント企画、（有）旅ベリーかぬまが旅行、企画実施します。

ランチブッフェ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		東北道　　　　　　　　　　圏央道　　　　　　　　　　　　　　　			散策

　　鹿沼　　　　　　　　鹿沼 IC　　　　　　　久喜白岡　　　　　　　川島 IC　　　　　　　川越
　　		7：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00 ～ 11：15

川越プリンスホテル　　　　ムーミンバレーパーク　　　日高狭山 IC　　　久喜白岡　　　鹿沼 IC　　　鹿沼
　		11：30 ～ 13：00　　　　　　　　　14：00 ～ 16：00　　　　　　　16：15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　			　18：30
　　			　			昼食

実  施  日
出発時間
集合場所
募集人数
募集期間

申込方法

支払方法

そ の 他

ムーミン谷の仲間に会いに行こう！

小江戸川越と
ムーミンバレーパーク
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●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します。）

●募集期間　５月１２日（火）～２９日（金）
　　　　　　 　 （土日を除く、午前９時から午後５時まで。）

チケットあっせん

※郵送でお支払いいただく場合　
　お電話でチケット予約の後、チケット代＋送料 (404 円 ) を現金書留でお送りください。
　料金が届きしだい、郵送いたします。

令和２年７月１８日（土）　開演　13：00
Ｂｕｎｋａｍｕｒａ オーチャードホール（渋谷）
斡旋価格　Ｓ席指定
６，８００円（一般 8,700 円）※６歳未満入場不可

令和２年８月２日（日）
開演　15：30

さいたま市民会館おおみや

斡旋価格　全席指定		
２，９００円（一般 3,300 円）

令和２年６月１３日（土）
開演　11：30
新橋演舞場
斡旋価格　１等席指定
９，０００円（一般 11,500 円）

令和２年５月２８日（木）～９月４日（金）
開館時間：10：00 ～ 18：00（入館は閉館の 30 分前まで）

ＳＯＮＰＯ美術館（新宿区）
斡旋価格
７００円（一般前売り券 800 円）

今年のゲストは、宝塚退団後初舞台の紅ゆずるとＡＫＢ４８元総監督の
横山由依。おしゃれでクール、そして大爆笑の東京喜劇！お見逃しなく！

出演：三宅裕司、渡辺正行、
　　　ラサール石井、小倉久寛、
　　　春風亭昇太、深沢邦之

休館日：月曜日（ただし、８月１０日は開館）、7 月 6 日～ 7 月 17 日の展示替期間
前　期：5 月 28 日（木）～ 7 月 5 日（日）　開館記念展～Ⅰ珠玉のコレクション～
後　期：7 月 18 日（土）～ 9 月 4 日（金）　開館記念展～Ⅱ秘蔵の東郷青児展～

「恐竜どうぶつ園」とは
オーストラリアで誕生した「恐竜どうぶつ園」は、
イギリス、アメリカ、中国など世界各地でも上演
されているファミリー向けパペットショー。キャ
ストが操る恐竜パペットは本物そのもの、まさに
「生きて」いるリアルさを追求しています。恐竜
の歴史や生態の説明もあり、
大昔にタイムスリップした
ような空間で楽しく学べる
パフォーマンスショーです。

ＤＲＵＭ  ＴＡＯ  ２０２０  新作舞台「祭響 Ｓａｉｋｙｏ」

恐竜どうぶつ園２０２０

東京喜劇  熱海五郎一座

Ⅰ 珠玉のコレクション　Ⅱ 秘蔵の東郷青児

強靭な肉体から放たれる和太鼓のビートとパフォーマンスは、和の国の情熱。

日  　時

日  　時

日  　時

日  　時

場  　所

場  　所

場  　所

場  　所

入場料金

入場料金

入場料金

入場料金

見て・触れて・学べる体験型ショー

新橋演舞場シリーズ第７弾！！

ＳＯＮＰＯ美術館　開館記念展

６枚限定
会員１人２枚まで

10枚限定
会員１人２枚まで

10枚限定
会員１人２枚まで

20枚限定
会員１人２枚まで

※すべてのお子様がステージに上がれるわけではございません。

※高校生以下は無料。（学生証・生徒手帳をご提示ください）
※障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保険福祉手帳をお持ちの方とその介助者（１名まで）は無料。（被爆者健康手帳を提示のご本人のみ無料）
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洋風旅館ぴのんの入浴＋ランチ

＆ホテル松本楼  温泉入浴

ホテルサンバレー那須
ランチ＆日帰り温泉入浴

会員及び同居の家族

①フレンドリーかぬまへ
　「夢味亭ランチ＋ぴのん＆松本楼
　  入浴券」（利用補助券）を申し込む。
　※登録家族数の範囲内で利用補助券を発行します。
②フロントへ利用補助券を提出し、
　下記の利用料金でランチ＆入浴を
　ご利用ください。

会員及び同居の家族

会員証をフロントに提示してご利用ください。
（料金は現地決済）

ホテルサンバレー那須・
　　　森のシンフォニー
平日アラカルトコース　週末バイキング

＊平日・土・日・祝日

※このプランは、「フレンドリーかぬま
　会員証」提示のみでも１，６００円
　でご利用できます。

群馬県渋川市伊香保３８３
ＴＥＬ 0279-72-3308

（「ぴのん」への事前予約をおすすめします。）

11：30 ～ 16：00
※ランチは 14：00 まで

ランチ：11：30 ～ 14：30
（70 分制　ラストオーダー 14 時 00 分）

入　浴：アクアヴィーナス 10 時～ 21 時
　　　　湯遊天国 10 時～ 23 時

お得な補助券を利用して父の日・母の日に
鉢植えのお花をプレゼントしてみませんか？

♪母の日にカーネーション、アジサイ、
父の日に観賞植物を♪

【利用枚数】　会員１人１枚
 ○カーネーション（2,000 円税別）、アジサイ（2,500 円税別）
　　　　　　　　　申込期間　５月１日（金）～５月７日（木）
　　　　　　　　　引渡し日　５月９日（土）、１０日（日）
 ○観葉植物６～７寸鉢（2,000 円税別以上の品）
　　　　　　　　　申込期間　６月８日（月）～６月１４日（日）
　　　　　　　　　引渡し日　６月２０日（土）、２１日（日）

【申込方法】　直接、（公財）鹿沼市花木センター公社にお申し込みください。
【利用方法】　補助券をご持参の上、（公財）鹿沼市花木センター公社で

　　　　　　購入してください。
（公財）鹿沼市花木センター公社　TEL ０２８９－７６－２３１０ 　鹿沼市茂呂２０８６－１

～利用上の注意～　
＊事前予約が必要です。
＊アクアヴィーナス冬季クローズ期間、ランチ休館日あり。

ホテルサンバレー那須　予約センター ☎ 0287-76-3800

（公財）鹿沼市花木センター公社

伊香保温泉 那 須 高 原

利用対象 利用対象

会　  場

料　  金

利用方法 利用方法

利用時間

利用時間

プランの内容 利用料金 一般料金 備　考

ぴのん内の
レストラン
夢味亭ランチ

＋
ぴのん又は
ホテル松本楼の
温泉入浴

		（どちらのご利用もＯＫ）

1,100円 2,250円

＊３歳以下は
　無料。

＊バスタオルは
　付きません。
		（有料にて
				ご用意）

　大　人　２，５００円（中学生以上）
　小　人　１，６００円（３歳～小学生）
　幼　児　　  ６８０円（平日）  ８３０円（休前日）
　幼　児　　  ６００円（平日）  ９００円（休前日）　入浴のみ
　※２歳未満は無料
＊特定期間　4/28 ～ 5/5   7/22 ～ 8/30  
　　　　　12/28 ～ 1/3
　大　人　３，２００円（中学生以上）
　小　人　２，２００円（３歳～小学生）

2020 フラワー＆グリーン
購入補助券

フラワー＆グリーン 500円 補助券  フレンドリーかぬま

きりとり線

写真はイメージです。

会員番号

会員氏名

※本券の複数枚数利用、他割引との併用はできません。
※本券は申込商品の購入時のみ有効となります。

コピー不可　
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	結婚祝金・出生祝金・入学祝金・成人祝金・還暦祝金・死亡保険金・傷病休業保険金
	住宅災害保険金

		・健康診断等受診料助成
　（定期健康診断の一般健診について、会員一人につき１，０００円を事業所へ助成します。）
		・インフルエンザ予防接種受診料助成・健康補助品助成

		・バスツアー・レクリェーション・チケット斡旋 /助成
		・宿泊施設利用助成・日帰り旅行助成
　（事業所が費用の全額を負担した社員旅行等について、費用の一部を事業所へ助成します。
　  宿泊は会員一人につき１，０００円、日帰りは会員一人につき５００円。）
		・スキー場リフト券助成・東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券配布
		・国家資格取得助成
　（業務上必要な国家資格を取得した場合、取得費用について事業所または個人に
　  ５，０００円（１会員年１回）を助成します。）　
　	★申請書は８頁に添付しました。

	※赤字は新設　　
バスツアー・レクリェーションの計画

　〇７月１９日（日）　小江戸川越とムーミンバレーパーク	 ４０名
　〇９月１２日（土）　シャインマスカット＆デカネタ回転ずし食べ放題	 ４０名
　〇２月　７日（日）　劇団四季『アナと雪の女王』観劇	 ４０名
　〇３月上旬　　　　ルミネ	the	よしもとお笑いツアーと「ハプナ」でランチバイキング	 ４０名　　　
	
会員事業所商品購入補助

　会員店舗などの協力で、商品を購入するための補助券を発行します。（１枚最大５００円）

２月に理事会及び評議員会が開催され、令和２年度事業計画並びに収支予算が承認されました。
会員の皆さまへの充実したサービスの提供を目指してまいります。

事 業 計 画

令和２年度  事業計画・予算が決まりました。

余暇・自己啓発

健康維持増進

慶弔共済保険金

科　　目 予算額 ( 円 )

事　業　費 14,255,300

管　理　費 914,700

合　　　計 15,170,000

経常費用 予算額（円）
事　業　費 27,963,300

管　理　費 1,855,500

合　　　計 29,846,000

当期収支差額	 0

経常収益 予算額（円）
基本財産運用益 3,000

　　受取入会金 50,000

　　受	取	会	費 15,120,000

　　事	業	収	益 4,662,000

　　受取補助金 9,700,000

　　雑　収　益 311,000

　　合　　　計 29,846,000

予　　  算

うち、入会金・会費の使途内訳
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北の動物達　なごやか親子シリーズ！
　　手作り木工細工を１２名様にプレゼント！

あなたのお店の商品をフレンドリーかぬまで紹介・販売しませんか？

■助成金のお支払いについて

会員紹介キャンぺーン

室蘭市勤労者共済センターの専務理事松原昭夫さんより
心のこもった手作り木工細工をプレゼントいたします。

★５月１３日（水）９：００～	先着順。
★お１人様いずれか一つ。
★フレンドリーかぬま事務局で受取り
　可能な方のみとさせていただきます。

５月１日～６月３０日

１事業所につき、
通常 2,000 円のところ
３,０００円＋加入者 2 人目からの
　　　　　  人数× 1,000 円分の商品券

（ただし、1 事業所 10,000 円を限度）

★期間中にご紹介いただいた事業所が加入された場合、
紹介者に商品券をプレゼントいたします。
　ご連絡をいただければ、事務局員がご紹介いただいた
事業所へのご説明に伺います。
★ご入会の扱いは、年間を通して、その月の 25 日　（事務
局休業の際は、翌営業日）までに申込受付で、翌月 1
日付入会となります。

各種手続きや割引施設もこの１枚で！
フレンドリーかぬまの窓口でも、
必ず会員証を提示してください。

フレンドリーかぬまのホームページには、給付金
の申請方法、各種申請用紙の様式、提携施設まで、
さまざまな情報を提携しています。「ツアー」や「各
種チケット」申込みページもぜひご利用ください。

フレンドリーかぬま   で検索
または、
  http://friendly kanuma.com を入力！

※紛失・破損の場合は、「会員証再発行申請書」で再発行の
　手続きを、申請書は「ガイドブック」や「HP」からも
　利用できます。

奇数月に発行している会報フレンドリーかぬまで、あなたのお店の商品を会員に紹介、販売してみま
せんか？お店の PR になり、会員のみなさんにもお得になる企画を募集中です。

	・助成金は、3 ヶ月ごとの振込とさせて
　いただきます。
	・振込時期については、右記のとおりと
　なります。

〇		３	月～		５	月受付	⇒		６	月
〇		６	月～		８	月受付	⇒		９	月
〇		９	月～１１月受付	⇒１２月
〇１２月～		２	月受付	⇒		３	月

会員証の提示をお願いします ホームページをご覧ください

プレゼ ント！

まもなく始まります！

大好評！

かわいい
どうぶつの
手作り
木工品

ぜひこの機会に
　　新規加入事業所を

　　　　ご紹介ください！

・ 事 務 局 からの お 知 ら せ ・

※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、掲載記事の中止・延期となる場合がございますので、ご了承ください。
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