
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          <東北道>                     <首都高>   

  鹿沼   鹿沼 IC     蓮田 SA     川口 JCT            大黒 PA             逗子 IC     

  7:00 出発                                   15:50                          

                              

 鎌倉駅下車                     鎌倉駅乗車          逗子 IC 

11:00                                    15:00    

<首都高>                         <東北道> 

        ベイブリッジ   川口JCT          蓮田SA          鹿沼IC    鹿沼   

                                                                               19:00 頃着 

 

 

 

  

 

 

TEL 63-2204  FAX 60-5772       URL   http://friendlykanuma.com 

com

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 

●実 施 日  平成２８年１月１７日(日)午前７時出発 

●集合場所    市役所職員駐車場（御殿山球場北） 

●参加料金   会員・同居の家族        ３，０００円 

        関係者(２名まで)      ５，０００円 

●募集人員   ４５名（最少催行人員 ３０名） 

●募集期間   １１月１０日（火）～１７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） 

●納入期限   １１月３０日（月）（直接現金納入もしくは口座振込み可） 

●申込方法   申込書をＦＡＸまたは直接事務局へ提出してください。（ホームページからの手続可） 

FAX６０－５７７２  

        その際、参加料金支払方法（窓口現金払/郵便振込払）をご記入ください。 

           募集人員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。抽選結果は、後日ご連絡します。 

●取 消 料      平成２８年１月８日（金）～１月１６日（土）までの取消し・・・・・・ 参加費の ３０％ 

           当日の取消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加費の１００％ 

        （ 1 月 15 日(金)午後 5 時以降の連絡先は 携帯 090-4927-2170 となります。） 

※前日までに届けがないまま参加者が変更になる場合は傷害保険の対象になりませんので、必ずご連絡ください。 

約４時間のフリータイム♪初詣や散策をお楽しみください♪ 

※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 

今後のバスツアーの変更について 

平成２８年２月に予定していた「よしもと浅草花月お笑い公演と夜景のスカイツリーツアー」は、「新春

浅草歌舞伎公演（若手花形）と夜景の東京スカイツリーツアー」平成２８年１月２３日（土）へ、内容及

び日程が変更になりました。詳しくは「フレンドリーかぬま１２月号」でお知らせいたします。 



 

 

 

  

 第１部 お笑いオンステージ     

出演：林家正蔵、ザ・ぼんち 他  

     トーク －ふるさと、わが町あのひと、このひとー 

     出演：葛西聖司アナウンサー＆ルート 33＆地元有名人？？ 

           ほのぼのコメディ劇場  喜劇「ふるさとのうた」 

        出演：吉本新喜劇メンバー＆地元出演の皆さん              

●日  時  平成２８年２月１４日(日) １４：００開演 

●場  所 鹿沼市民文化センター大ホール 

●入場料金 全席指定 １，６００円 

（一般２，０００円） 

●申込方法 電話、ＦＡＸまたはホームページで受付けます。（チケット配布は、後日連絡いたします。） 

●募集期間 １１月４日（水）～１１月１８日（水）（土・日を除く。午前９時～午後５時まで） 

 

              

 

 

                           

＊所 在 地   埼玉県白岡郡瓜田ヶ谷４２５番地 

＊電  話   ０４８０－９３－３１０１     

＊有効期間   平成２８年３月３１日（木）まで 

＊対  象   会員及び家族・関係者 

＊利用方法    事務局で利用引換券を購入してください。 

 

 

      

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

＊所 在 地   宇都宮市上金井５５２－２ 

＊電  話   ０２８－６６５－４２５５     

＊対  象   会員及び家族・関係者 

＊利用方法   事務局で入園券を購入してください。         

区  分 斡旋料金 通常料金 

大 人(高校生以上) ６００円 １，２００円

小 人（３歳～中学生以下） ４００円 ６００円

のりもの券（100円券の11枚綴り） ８００円 １，０００円

各公演限定５０枚（先着順）

ワクワク 

第 1部 

第２部 

第３部 
出演希望者募集中です！ 

●ハガキ・ＦＡＸ・メールにて申込みください。 

（住所、氏名、性別、年齢、電話番号を明記。）

申込み期限：平成 28 年 1 月 8 日（金）消印有効

〒322－0069 鹿沼市坂田山 2－170 

鹿沼市民文化センター「宝くじオーディション係」

ＦＡＸ０２８９－６２－７８３７ 
（メール）kousya@bc9.ne.jp 限定５０枚（先着順）

斡旋価格       １，５００円  

一般価格  (大人)４，８００円 

    (子供・シニア)３，７００円 

●入園及びアトラクション乗り放題のワンデーパスです。

●制限のあるもの ポニー乗馬 別途料金        

平成２７年度の東武動物公園ハッピーフリーパス倶楽部利用引換券の販売は、在庫限りとさせていただ

きます。平成２８年３月末までにご利用の方はお早目にお求めください。（電話にて在庫確認のうえ、

お越しください。） 

本年度割引券の販売について 



  

 

＊所 在 地   東京都台東区上野公演９－８３ 

＊電  話   ０３－３８２８－５１７１    

＊対  象   会員及び家族・関係者 

＊利用方法   事務局で入園券を購入してください。         

 

 

 

 

 

 

 

＊所 在 地   宇都宮市インターパーク６丁目１番地１ 

＊電  話   ０２８－６５７－６２００     

＊対  象   会員及び家族・関係者 

＊利用方法   事務局で特別団体鑑賞券を購入し、入場券 

        入場券と引換えてください。 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 斡旋料金 通常料金 

大 人 ３００円 ６００円

中学生 １００円 ２００円

シニア(６５歳以上) １００円 ３００円

斡旋価格     １，３００円  

一般価格   １，８００円 

●全国のＭＯＶＩＸで利用できます。 

●チケット記載の有効期限内にご鑑賞ください。 

●映画館で、日時・作品指定の入場券と引換えてご利用ください。      

 東京ディズニーリゾートからの嬉しいお知らせです！ 

こちらからお切り離しください。

大人(１８歳以上) ６，９００円    ６，３００円 

中人(中学・高校生)６，０００円    ５，４００円 

小人(幼児・小学生)４，５００円    ３，９００円 

下記の申込書でパスポートが 

お得に購入できます♪ 

７ ５ １ 

（公財）鹿沼市勤労者福祉共済会 

●販売期間   １１月２０日（金）まで（公演時間は曜日により異なります） 

●入場料金   前売り入場券（自由席） 

            大 人  ２，０００円     子供  １，３００円 

    （当日 大 人 ３，２００円    子供 ２，２００円） 

休演日：毎週木曜日と 11 月 15 日(日) 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子様の大切な記念日、お祝い事に大活躍！ 

第２期発売！ 

全国約５，０００店舗の加盟店でご利用いただけます。

商品券の利用…おもちゃ・ベビー/子供用品・文具・ 

遊園地・水族館入園券・加盟店での飲食等 

斡  旋 

料  金 

申込方法 

50 セット(１セット 500 円券 10 枚） 

４，０００円（一般料金５，０００円） 

電話またはＦＡＸで受付けます。（先着順）

募集期間 ・第２期１１月２日（月）～１３日（金）に申込み → １１月２４日（火）以降に引き渡し 

有効期限 ・２０２０年１２月３１日 

近郊の主な利用店 

おもちゃ

ベビー子供用品 

福田屋百貨店宇都宮店・インターパーク店 

アピタ宇都宮店 トイザらス宇都宮店 

東武宇都宮百貨店 ベイシア宇都宮陽東店 

福田屋百貨店宇都宮店・インターパーク店 

アピタ宇都宮店 ベビーザらス宇都宮店 

ベイシア宇都宮陽東店 

＊額面未満でご利用の場合、おつりは出ません。 

＊ご利用できる加盟店につきましては、「トイカード」ＨＰ〈http://www.toycard.co.jp〉 

でご確認いただくか「トイカードフリーダイヤル」0120‐351‐172 までお問い合わせください。 

＊＊＊「丸大食品ハム」お歳暮ギフトのお知らせ＊＊＊ 

  どなたにも喜ばれる定番のギフト商品、この機会にぜひご利用ください。 

詳しくは、別紙チラシ(事業所宛て)をご覧ください。 

＊＊＊健康補助品の送付について＊＊＊ 

 申し込まれた健康補助品等は、１１月中旬までに送付予定です。１１月末日までに届かない場合は、 

お手数ですが、事務局までご連絡ください。よろしくお願いいいたします。 

（※1 会員 1セットまで。第 1 期申込者は除く） 

 「平成２７年９月関東・東北豪雨」において、被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。 

居住されている建物が被害に遭われた会員の方は、自家・借家、所有名義に関わらず、床上浸水以上の災害から

「住宅災害保険金」をご請求いただけます。ご請求は、被災から 1 年以内にお願いいたします。 

◆ご請求に必要な書類 

・ 自治体提携慶弔共済保険 住宅災害保険金請求書 ⑲－３ 

・ 慶弔共済給付金請求書 ⑱ 

・ 添付書類 ： り災証明書の写し（お住まいの自治体発行） 

詳しい内容は、フレンドリーかぬま

事務局までお問い合わせください。

（申請用紙はＨＰからダウンロード可。）

住宅災害保険金について 

フレンドリーかぬまのホームページが、平成２７年１０月１日からリニューアルしました。 

新たに「ツアー等申込み」や「各種チケット等申込み」ページも加わり、パソコンやスマートホンか 

らの申込みができる等、さらに便利になっています。なお、各種申請用紙が新たな様式になりました。

（ダウンロード可）添付書類を必ず添付してください。        URL http://friendlykanuma.com 


