
理事長 新年のあいさつ 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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    URL  http://friendlykanuma.com 

理事長（鹿沼市副市長） 

松 山  裕 

明けまして、おめでとうございます。 

会員の皆様には、健やかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年は、地球温暖化の影響により、本市を襲った「関東・東北豪雨」をはじめとして各地で大規模な自然災害

に見舞われてしまいました。しかし、日に日に、復旧に向けて支援の輪も広がり、思いやりや助け合いの心の大

切さをあらためて認識されたことと思います。 

 さて、当会も設立から 25 年経過し、「公益財団法人」として、会員数 1,464 名・事業所数 494 社を擁する共

済会となっております。これもひとえに、これまでの関係各位のご理解とご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

景気に明るい兆しが見えつつも、消費税率 10％への引き上げが目前に迫り、今後の更なる経済再生に向けた取

り組みを切に期待するものであります。 

このような中で、当共済会の目的でもあります「中小企業勤務者等の福祉の向上を図るとともに、中小企業の

振興に寄与する」ため、将来にわたって中小企業の事業主と勤務者が協働し心豊かで明るい職場環境を築き上げ

られますようお手伝いして参りたいと考えます。皆様により親しまれ、ご満足いただける総合的な福利厚生事業

の充実に邁進いたします。 

新たな 2016 年、会員事業所の益々のご繁栄と会員並びにご家族の皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ、年

頭のご挨拶といたします。 

理 事 長 松山  裕（鹿沼市副市長） 

副理事長 上原 昭夫（鹿沼商工会議所）  

 〃   川上 貢一（鹿沼建設業協同組合） 

〃   金子 昭彦（鹿沼機械金属工業協同組合） 

常務理事 御地合晋守（鹿沼市経済部長） 

理  事 今井  隆（粟野商工会） 

〃   鈴木 幸夫（鹿沼木工団地協同組合） 

 〃   白石 修務（鹿沼建具商工組合） 

〃   関根 俊宗（(株)関根製作所） 

 〃   大門 典子（(公財)かぬま文化・スポーツ振興財団） 

〃   安田  博（(株)安田測量） 

〃   山口 律子（(株)山口製作所） 

監  事 佐藤 和孝（鹿沼経理事務所） 

 〃   原田  篤（(株)関東整備） 

評議員 村川 敏幸（鹿沼商工会議所） 

〃  城野  博（鹿沼機械金属工業協同組合）

〃  小倉 真紀（(株)日晃） 

 〃  小林 洋子（(有)小林製作所） 

 〃  左近  勉（鹿沼木工団地協同組合） 

 〃  佐藤 静代（村井保育園） 

 〃  柴田 貴史（(福)鹿沼市社会福祉協議会） 

 〃  鈴木 千治（(株)マロン） 

 〃  髙内美恵子（(有)佐野屋工業） 

 〃  中田 寿美（(株)中田建設）  

 〃  北條 清一（(公財)鹿沼市農業公社） 

 〃  半田  正（鹿沼建設業協同組合） 

〃  森田 誠一（鹿沼総合食品卸売(株)） 

              事務局職員一同 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
               〈東北道〉                             〈首都高〉                  

   鹿沼    鹿沼 IC           蓮田 SA      川口 JCT        川崎浮島 JCT 

   7:00 出発                   8:05～8:15 

   

              〈首都湾岸線〉       〈横横道〉 

   大黒 JCT                      並木       佐原 IC          三浦海岸桜まつり会場  

                                                               10:30～12:00 

 

 

           三浦三崎まぐろ料理専門店 割烹旅館 立花           三浦港産直センターうらり       

                    12:15 ～13:15                                  13:20 ～14:00                     

 

〈横横道〉             〈首都湾岸線〉                                      〈首都高〉 

       衣笠 IC           並木            大黒 JCT                  川崎浮島 JCT          川口 JCT 

 

 

〈東北道〉 

蓮田 SA                  鹿沼 IC        鹿沼 

           16:30 ～16:45                          17:50 頃着 

 

●実施日  平成２８年３月５日(土)７：００出発 

●募集人員  ４５名（最少催行人員 ３０名） 

●募集期間  １月１２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） 

●納入期限  １月２９日（金）（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） 

       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２月２６日（金）～平成２８年３月４日（金）までの取消し・・  参加費の ３０％ 

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

       （ ３月４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。 

●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     ７，５００円 

        関係者（２名まで）    ９，５００円 

1kｍにわたり咲き誇る 1「河津桜」と菜の花を

お楽しみください。

マグロ一匹コースのご昼食♪ 

※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：(株)農協観光 栃木支店 

海産物のお買いもの♪ 



 

 

 

●日  時   平成２８年３月１５日（火）昼の部１４：００  夜の部 １８：００ 

●場  所  栃木県総合文化センター 

●入場料金  全席指定 ４，０００円（一般７，５６０円）※未就学児の入場不可。 

●申込方法  電話、ＦＡＸまたはホームページで受付けます。 

●募集期間  １月５日（火）～１月２０日（水）（土・日・祝日を除く。午前９時～午後５時まで） 

 

 

 
 

●日  時   平成２８年４月９日（土）午前の部１１：３０  午後の部１５：３０ 

●場  所  鹿沼市民文化センター 

●入場料金  S 席指定 ５，０００円（一般６，５００円）※未就学児の入場不可。 

●申込方法  電話、ＦＡＸまたはホームページで受付けます。 

●募集期間  １月５日（火）～１月２０日（水）（土・日・祝日を除く。午前９時～午後５時まで） 

 

 

 

 

 出演：小池徹平、神田沙也加、凰稀かなめ、古川雄大、上原理生、渡辺大輔、 

ソニン、吉野圭吾、坂元健児、広瀬友祐、岡幸二郎 他 

●日  時  平成２８年４月２９日（金）１２：００ 

●場  所 帝国劇場（千代田区有楽町） 

●入場料金 S 席指定 １２，５００円 お弁当付（一般１３，５００円） 

●申込方法 電話、ＦＡＸまたはホームページで受付けます。 

●募集期間 １月５日（火）～１月２０日（水）（土・日・祝日を除く。午前９時～午後５時まで） 

 

 

 

●期  間  平成２８年２月２７日（土）１０:００～１６：００ 

             ２８日（日） ９：３０～１６：００ 

             ２９日（月） ９：３０～１５：００ 

●場  所 鹿沼市花木センター 

●内   容 ・会場を彩るフラワーディスプレイ・体験教室（寄せ植えなど） 

        ・フラワーデザイン作品、生け花作品の展示・新鮮な切り花、植物、 

         地元農産物などの販売・栃木県花の展覧会（県内最大規模の花の 

         品評会・その他多彩な催し物 

●入場料金 斡旋価格３００円（一般前売り５００円 当日７００円） 

●販売場所 フレンドリーかぬま事務局 

●販売期間 １月５日（火）～２月２６日（金）先着１００枚（土・日・祝日を除く。午前９時～午後５時まで） 

革命が起きる―。新世紀のフレンチ・ロック・ミュージカル、開幕！ 

Photo by Leslie Kee 

限定６枚（先着順） 

先着１００枚 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊「鹿沼市民文化センター友の会創立３０周年記念式典」について＊＊＊ 
   

 

  

 

フレンドリーかぬま 会員の皆様へ 優待特典のお知らせです！

利用期間  平成２８年１月４日（月）～３月２１日（月・祝）まで 

利用対象 会員及び同居の家族（会員 1 人につき５枚まで） 

～お食事の割引ご案内～ 

＊料金は、すべてサービス料・税金込です。 

＊利用期間を超えてのご利用はできません。 

帝国ホテル パークサイドダイナー（本館１階） 

明るく開放的な店内でカウンター席や広くゆったりとしたベンチ

シート、窓側のラウンドシートなど、思い思いにお過ごしいただ 

ける帝国ホテル流ダイナースタイルをお楽しみください。 

区 分 会員料金 一般料金 

昼夕食   １１:００～２３：００ 3,000 円 6,000 円～7,500 円

夕食    １７：００～２３：００ 

（プラス飲み放題付 １２０分) 
4,400 円 8,200 円～9,700 円

※飲み放題（生ビール・赤白ワイン・ソフトドリンク） 

メニュー一例（洋風プリフィックスメニュー） 

＊前菜またはスープ 
○シェフのおすすめオードブル ○スモークサーモンとポテトサラダ 

○シーザーサラダ ○本日のスープ 

TEL０３-３５３９-８０４６  

販売場所  

＊メインディッシュ 

○帝国ホテル特製ビーフカレー ○浅利・トマトとマッシュルームの

スパゲティ ○シーフードピラフ ○海老フライ タルタルソース 

○ハンバ―グステーキ ○薄切り牛肉と茸の和風仕立て 温泉卵添え 

○本日のシェフのおすすめ 

＊デザート 
○ケーキ各種 ○プチパンケーキ各種 ○アイスクリーム各種 

＊ドリンク

○コーヒーまたは紅茶 

※食材の都合により予告なくメニューが変わる場合がございます。 

フレンドリーかぬま事務局 

※購入後の払い戻しはできません。 

※ご予約は承っていません。 

平成２７年１１月２８日（土）鹿沼市民文化センターにおいて鹿沼市民文化センタ―友の会創立３０周

年記念式典が行われ、団体・法人の部において本会に対し、感謝状が授与されましたので、皆様にご報告

いたします。 

○シャーベット各種 

（それぞれ一品ずつお選びいただけます。） 

料理画像はイメージです。 

※来店時にお食事券を入口にて係の者にお渡し下さい。 


