
申込期間３月８日（月）～３月１９日（金）

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター　加盟

３月号
～春です！花とみどりのレッスンで癒されませんか？～

日 時 令和３年４月１１日㈰１０時～

内 容 苔玉２個作成（１時間程度）
※少々汚れても良い恰好でご参加ください。

募集人数 ２０名
参加資格 会員・登録家族及び関係者（１名まで）
参 加 費 会員・登録家族		 1,000円

関係者（１名まで）	 2,000円
※花材１セット約２，０００円のところ

日 時 令和３年４月１8日㈰
第１回目：１０時～　　第２回目：１４時～

内 容 リング状のアレンジメント作成（２時間程度）
募集人数 各回4名
参加資格 会員・登録家族及び関係者（１名まで）

場 所 花のアトリエ　Tamazo
鹿沼市坂田山１－９７

会員・登録家族		 2,000円
関係者（１名まで）	 4,000円

参 加 費

※花材１セット約４，０００円のところ
講師紹介　軽部　弥生　先生
（公社）日本フラワーデザイナー協会１級デザイナー
（公社）日本フラワーデザイナー協会本部講師
花のアトリエ　Tamazo（たまぞう）主催

下記の申込書をFAX、ホームページまたは直接事務局へ提出してください。
FAX：60-5772　※募集人員を超えた場合は、抽選となります。
３月３１日㈬までにフレンドリーかぬま事務局窓口にてお支払いください。
ご希望の方には郵便振り込み用紙を送付いたします。

申込方法

支払方法

会員番号（必ずご記入ください） 事業所名 講座名（アレンジメントは時間もご記入ください）

－

申込者名 続柄 連絡先 備　考

1

2

3

4

（公財）鹿沼市花木センター公社

簡単♪苔玉教室
花のアトリエ　Tamazo

春のアレンジメント

フレンドリー

かぬま

令和３年３月１日発行

【編集・発行】

公益財団法人  鹿沼市勤労者福祉共済会
〒３２２-００５４
鹿沼市下横町１３０２-５
TEL ６３-２２０４
FAX ６０-５７７２ 
９：００～１７：４５（土・日・祝日を除く）
URL　https：//friendlykanuma.com
Mail　k.kyosai@bc9.jp

事業所数　      ４３３社
会　　員　１,２９９名
  （１月３１日現在）

－お願い－
受講時はご協力をお願いします。
・常時マスク着用。
なお受講当日の体調不良や発熱がある場
合、ご参加を見合わせてください。

場 所 （公社）鹿沼市花木センター公社内
ガラス温室
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フレンドリーかぬま事務局☎（６３）２２０４にてチケットを販売しています。
お気軽にお申込み･お問い合わせください。各チケットは、お出かけまでのお日にちに余裕をもってお申し込みください。また、各レジャー施設の営業
日等はホームページ等でご確認のうえお出かけください。

悠健チケット 

入園券・のりもの券

大　人　　    800 円  ( 一般価格 1,400 円 )

小　人　　    600 円  ( 一般価格　700 円 )
（ 3 歳～小学生）

のりもの券     800 円  ( 一般価格 1,000 円 )
（ 11 枚つづり）

令和３年通常シーズン終了日まで

会員及び同伴者

大　人　   1,200 円  ( 一般価格 2,400 円 )

こども　　       600 円  ( 一般価格 1,000 円 )
（ 3 歳～小学生）

５００円（一律）

2021前売王国パスポート

スパリゾート
　　ハワイアンズ

一般価格 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 円のところ

会員及び同伴者

令和 3 年６月３０日（水）

先着１００枚のみの大特価！

有効期限

利用対象

斡旋価格

斡旋価格

なし有効期限

斡旋価格

利用対象

有効期限

6月末までご利用いただけるチケットです！！

８００円（一律）在庫処分斡旋価格

ハッピーフリーパス倶楽部利用引換券

４月１日より一部販売価格が変わります。

会員及び同伴者利用対象

令和３年５月31日 ( 月)まで延長
在庫処分価格で、60枚限定販売！

※３月中は大人700円・小人500円の据え置き価格で販売いたします。

（一般価格　大人5,100円 / 中 ･ 高生4,800円 /3歳～小学生 ･ 60歳以上3,800円のところ）

先着60枚
限定！

２,５００円（一律）斡旋価格
法人アトラクションパスセット

令和３年度から
販売開始！

（一般価格　大人5,100円 / 中 ･ 高生4,800円 /3歳～小学生 ･ 60歳以上3,800円のところ）

会員及び同伴者利用対象 令和４年３月３１日（木）まで有効期限

割引協定施設のご案内 たまに
はココロのリセットも必要かもしれません

ね

スナネコ ホッキョクオオカミ

（会員 1 人につき５枚  ※年間２回まで）利用対象 会員及び同伴者

有効期限

※プールのご利用には、別途、WEB にて日付指定のプール入場券の購入が必要となり
　ます。
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感染症予防対策についての掲載もございます。添付のQRコードから公式サイトにアクセスしてください。
※	ご購入後の払い戻しはお受けできません。
※ご案内の全てのチケットにつきまして、インターネットオークションを含む転売及び譲渡は固くお断りいたします。

会員及び同伴者（会員 1 人につき５枚  ※年間２回まで）利用対象

大　人 3,800 円  ( 一般価格 5,600 円 )（ 中学生以上）

こども 2,800 円  ( 一般価格 3,900 円 )（３歳～小学生）

シニア 2,800 円  ( 一般価格 3,900 円 )（ ６５歳以上）

斡旋価格

　２０２１ファンタジーパスセット（入園＋１日乗り放題パス）

那須ハイランドパーク 新規サービス！
前売りチケット販売開始！

●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　３月３日（水）～１１日（木）
　　　　　　 　     （土日を除く、午前９時から午後５時まで。）

※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。料金が届き次第、郵送いたします。

令和３年３月２７日（土）  
　　　　３月２８日（日）  各日開演　１３：３０
キャッツ・シアター（東京　大井町）
斡旋価格　Ｓ席指定　１１, ０００円（一般 12,100 円）

『キャッツ』
誇り高き猫達の生き様　驚きと感動のキャッツ・ワールド

日  　時

場  　所

入場料金

各公演
5 枚限定

会員１人２枚まで

各公演
5 枚限定

会員１人２枚まで

劇団四季
　　　チケットあっせん

※子ども料金６，０５０円（公演当日３歳以上、小学生以下）
※２歳以下の入場不可。

令和３年３月２７日（土）  
　　　　３月２８日（日）  各日開演　１３：００
積水ハウスミュージカルシアター四季劇場［夏］（東京　大井町）
斡旋価格　Ｓ席指定　１０, ０００円（一般 11,000 円）

『ライオンキング』
日本中を生命の歓喜に包み込む！　これが国民的ミュージカル

日  　時

場  　所

入場料金
※子ども料金５，５００円（公演当日３歳以上、小学生以下）
※２歳以下の入場不可。

令和４年１月５日（水）
※営業日・営業時間は公式ホームページをご確認ください。

有効期限
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割引協力店のご案内
フレンドリーかぬま会員証の提示で割引サービス等が受けられます。是非ご利用ください。　　

せせらぎ
鹿沼市引田 202　☎ 65-8163
http://dp44053764.lolipop.jp/seseragi/home.htm

季節料理・手打ちそば
10%OFF

㈲菊池電気商会
鹿沼市下田町 1-885-1　☎ 65-5566

家電製品　5%OFF

㈱ミササ
鹿沼市笹原田 519　☎ 65-2649
https://www.i-333.co.jp/

石全般10%OFF

日晃そば
鹿沼市西茂呂 2-22-25　 ☎ 65-2525
https://ggn6500.gorp.jp/

各種飲食　5%OFF
（店内飲食対象）

IT Support パソコン太郎㈱
鹿沼市千渡 2310-17　☎ 78-4777
http://www.pasotaro.com/

【パソコン修理・設定】
Wi-Fi 無線子機設定費　4,000円
PC の起動復旧　20,000円～
データ復旧　79,800円
出張費　8,000円～

㈲アートプリント
鹿沼市仁神堂町 37-78　☎ 65-3595

名刺・ハガキ・チラシ・パンフレット等
10%OFF

米山そば工業㈱
鹿沼市武子 1900-5　☎ 65-3531
https://www.yonesoba.com/

そば ･うどん等 / 乾麺 / 贈答品
10%OFF　

※スタンプカードサービス有

おうち Salon  Sourire すり～る
鹿沼市坂田山 4-161 2F　☎ 090-4131-4142
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000424270/blog/KL03/

ジェルネイル 3,500円～
プリンターネイル TSUME.CO 3,500円～
リラクゼーション 3,300円～
SHR 脱毛　1パーツ 2,750円～
フェイシャルエステ 3,300円～
全ての施術のメニュー代金より
初回のみ15%OFF

晃南印刷㈱
鹿沼市緑町 3-8-33　☎ 62-4141
https://www.ko-nan.co.jp/

名刺・ハガキ・チラシ・パンフレット等
10%OFF

10％
OFF

デリバリー
始めました！
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割引協力店のご案内

炭火焼肉おおつか
鹿沼市西茂呂 3-52-12 ☎ 60-7530
http://www.yakiniku-ootuka.com/

5,000円～10,000円のご飲食⇒500円引き
10,000円以上のご飲食⇒1,000円引き
※ご宴会は除きます。

㈱関東整備
鹿沼市三幸町 1521-1 　☎ 62-2305

レッカーサービス・一般整備及び
車検整備の技術料　10%OFF

晃南シール印刷㈱
鹿沼市茂呂 2619-3　☎ 62-4518
https://kounan-sp.com/

ラミネート加工　20%OFF

学舎　シオザワ
鹿沼市深程 585 　☎ 85-33009

★そろばん★★書道★★ピアノ★
兄弟入学の入学金　50%OFF

㈱晃南モータース
鹿沼市貝島町 5011-6 　☎ 64-1515

㈲マツザキ工房
鹿沼市西茂呂 4-38-12　☎ 62-1567

印刷一般・パンフレット・名刺・チラシ
冊子・各種印刷物用データ作成

10%OFF

㈲まことや商店
鹿沼市万町 946-5 　☎ 62-3891

文具・事務用品　一般商品10%OFF

㈱岩出工務店
鹿沼市笹原田 632 　☎ 62-8032
http://www.iwaide-k.net/http://www.kanto-seibi.com/

車検 ( 予約1日車検も含む )・一般修理・
鈑金塗装　工賃より5%OFF

住宅新築　お引渡し後
10万円相当の品贈呈

フレンドリーかぬまの会員向け
サービスにご協力いただける
割引協力店を募集しています !

事業所・店舗の PR になります。
登録料、掲載料等の
費用は一切かかりません。
是非ご活用ください。

お問合せ・お申し込みは
事務局へ

☎ 0289-63-2204
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コンビ株式会社からお得なクーポンのご案内

クーポンのご利用方法

新年度も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を利用すると

パークチケットを1,000円引きでご購入いただけます。

東京ディズニーリゾート・
　　　　　コーポレートプログラム

会員おひとりにつき　１，０００円券×５枚枚　　数

会員本人、同居の家族、同伴者利用対象

東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーのパークチケット対　　象

フレンドリーかぬまの窓口発　　行

2021年4月1日～2022年３月31日利用期間

※	チケット価格は3月20日(土)入園分より、時期や曜日ごとに異なる変動価格制が導入さ
れます。
※	現在のところパークチケットはオンライン専用販売となっております。チケット販売窓口で
の購入は出来ません。

※	当面の間は、日付指定券のみの取り扱いとなります。
※	パークチケットのご購入には、登録無料のディズニーアカウントが必要となります。また、
お支払い方法は、クレジットカード決済のみとなります。
※	詳しいパークチケット購入の手順については、フレンドリーかぬま事務局から利用券発行
に添えて説明書きをお渡しします。

出産準備品育児用品のご購入に♪

期間限定特別割引クーポン

￥4,500
期間限定特別割引クーポン

￥7,500
30,000円（税抜）以上のお買い物でご利用いただけます。
【発行No.】7a4XBxLm7DQ3
【有効期限】2021年4月30日（金）

１．全福センターホームページにあるCombiのバナーをクリックし、ログインをして関連リンク「ご購入はこちらから」をクリック！

２．お好きな商品をお選びいただき、カートに入れ、ご注文手続きに進みます。
３．『STEP２　ご注文方法の指定』画面にて、｢発行No.｣欄に上記クーポンNo.を入力します。
４．｢注文金額合計｣をご確認いただき、『注文する』ボタンをクリックして注文完了となります。
				※コンビ公式オンラインショップ「Combi	Shop」のみご利用いただけます。※一般の店舗ではご利用できません。

１．コンビショップ全福センター会員様専用ページへアクセス
　	https://shop.combi.co.jp/shop/contents/fukuri_zenpc.aspx
				※ IDとパスワードがご不明な場合、事務局へお問合せください。
２．お好きな商品をお選びいただき、カートに入れ、ご注文手続きに進みます。
３．『STEP2	ご注文方法の指定』画面にて、「発行No.」欄に上記クーポンNo.を入力します。
４．「注文金額合計」をご確認いただき、『注文する』ボタンをクリックして注文完了となります。
				※コンビ公式オンラインショップ「Combi	Shop」のみご利用いただけます。※一般の店舗ではご利用できません。

50,000円（税抜）以上のお買い物でご利用いただけます。
【発行No.】	uBrxwOczZdZZ
【有効期限】2021年4月30日（金）

ID kt パスワード ｚｅｎｐｕｋｕ
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事業主が実施した健康診断等受診料助成の申請はお済みですか？
　令和２年度から事業主が年１回以上行わなければならない定期健康診断等を事業所が全額
負担で実施した場合、助成金を申請していただけるようになりました。

①定期健康診断
定期健康診断 事業所へ助成（会員１名につき年１回） 助成金１，０００円

※	申請書類：健康診断等受診料助成金請求書（団体用）⑬－１と健康診断等受診者名簿⑬－２に会員名が記載され
た領収書（写し可）を添付して申請してください。

②生活習慣病予防健診
一般健診（基礎健診） 事業所へ助成（会員１名につき年１回） 助成金１，０００円

※	申請書類：健康診断等受診料助成金請求書（団体用）⑬－１と健康診断等受診者名簿⑬－２に会員名が記載され
た領収書（写し可）を添付して申請してください。
なお、一般健診にオプションとして付加検診を付け加えた場合、5,000円以上会員個人が負担した際は会員個人
で助成金を申請していただけます。　
申請書類：健康診断等受診料助成金請求書⑫に会員名が記載された領収書（写し可）を添付してください。

詳しくは４月発行の「令和３年度ガイドブック」、「申請書類様式集」をご参照ください。

　４月発行｢令和３年度ガイドブック｣掲載の通信講座で、受講料が15,000円以上の講座を受講し、終了した場合
は、受講料の一部を助成します。

各種指定講座等受講助成 （１会員年１回） 助成金５，０００円

入学祝いの申請について
　令和３年４月に小学校、中学校に入学するお子様
がいらっしゃる会員の方に入学祝金を給付します。

◆請求資格　 令和３年４月１日現在会員の方。　　
（※ご夫婦で会員の方は、お二人とも請求できます。）

◆給付金額　５，０００円
◆請求方法　 該当者には、各事業所ごとにご案内い

たします。　　　　　　　　　　　　
事業所を通じて共済会事務局へご請求
ください。

※ なお、入学するお子様が会員家族として登
録されていないと通知されません。その
場合は、その旨のご連絡と併せて登録家族
の変更届を提出してください。

節目健診について　　
　令和３年度末年齢が４０才、５０才、６０才の方
には、節目健診として通常の健康診断等受診料助成
金の２倍となる１０，０００円を助成します。

◆請求資格　 令和３年４月１日～令和４年３月３１日に
４０才、５０才、６０才になる方。

◆給付金額　１０，０００円
◆請求方法 　 10,000円を超える健康診断や人間ドッ

ク・脳ドックを受けられた場合、助成
金請求書に領収書（写し可）を添えて
申請してください。

※ 通知はいたしませんので、よろしくお願いいたします。

令和３年度から新しくスタートします！　各種指定講座等受講助成金
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■全福市場に（公財）鹿沼市花木センター公社のショップがオープンしました！
全福センターHP 内の全福市場で（公財）鹿沼市花木センター公社の「鹿沼産の生菊芋」、「苔玉作りキット」、「鹿沼土みたいなスナッ
ク」を絶賛販売中です。
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
　②パスワードに【zenpuku】
２全福市場にアクセス！
　全福市場のバナーをクリック！

■会費振替について
４月５日（月）に令和３年度第１期会費（４月～６月分）を振替させていただきます。預金通帳にて引落しをご確認ください。

■営業時間について
フレンドリーかぬま事務局の営業時間は、月曜日から金曜日（土・日・祝日を除く）の午前９時～午後５時４５分までです。

交付内容 件数 交付金額 交付内容 件数 交付金額

宿泊施設利用助成 27 81,000 健康診断等受診料助成 127 436,000

日帰り旅行助成 1 2,000 飲食等助成 28 14,000

チケット助成 ３ 3,000 国家資格取得助成 １ 5,000

合　　計 187 541,000

ホームページを作成してみませんか？

・事務局 からの お知らせ・

※新型コロナウイルスの感染状況により、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。

◆ジックＨＰについてのお申込みはフレンドリーかぬま事務局まで。

▲アクセスは
　 こちらから！

給付内容 件数 給付金額 給付内容 件数 給付金額

祝

金

結婚祝金 4 40,000
弔慰金

子死亡 1 10,000

出生祝金 5 50,000 親死亡 8 80,000

入学祝金 1 5,000
傷病休業
保険金

休業14日～29日 5 50,000

還暦祝金 11 110,000 休業30日～89日 1 15,000

休業90日以上 3 60,000

合　計 39 420,000

慶弔共済給付金支払い状況（１０月～２月） 助成金交付状況（１０月～２月）

zenpuku
　kt
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