所沢市中小企業勤労者福祉サービスセンター会報
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●発
●住

行：所沢市中小企業勤労者福祉サービスセンター
所：〒359-8501 所沢市並木一丁目1−1
所沢市役所6階
電 話：04-2998-9381 FAX：04-2998-0050
E-mail：with@cyber.ocn.ne.jp
Ｈ Ｐ：http：//www.with-tokorozawa-sc.jp
●窓口取扱時間：月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
土曜・日曜・祝日はお休みです。

センターの状況

加入事業所：374 事業所／加入会員数：1,061人（令和 3 年 3 月 1 日現在）

ガイドブック2021〜版の配布
および変更点のご案内
1

1〜2年毎に新しく作成しておりました「ガイドブック」ですが、2021年度からは、
不定期作成とさせていただきます。事業内容の変更点等は随時会報紙または

ホームページにてご案内いたします。また、巻末の「宿泊施設利用補助金請求書」
「慶弔等給付金事由発生報告書兼請求書」など、一部の書式が変更となりました。
書式の統一化のために新しい書式の利用をお願いいたします。
※各種請求書等はコピーをしてご利用ください。

2

経費削減のため、無料配布は 1 会員1冊までとさせていただきます。家族会員・事業所一括郵送で
会員人数分の配布を行っていない場合は、会員人数分の無料配布が可能ですのでお問合せ下さい。

紛失等による再配布や事業所保管用の追加配布をご希望の場合は配布手数料として300 円（税込）を
いただきます。

3

次回作成は未定ですので「ガイドブック2021〜」は捨てずに保管いただきますようお願い申し上げ
ます。各種請求書等はホームページからもダウンロードが可能ですので、ご利用ください。次回作成

が決まりましたらお知らせいたします。
事業内容の変更点につきましては別紙ご案内をご覧ください。
※会報紙4月号に同封を予定しておりましたが、諸事情により配布を見送らせていただいております。
大変ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
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■ガイドブック2021 〜版の配布および変更点のご案内
■ディズニーコーポレートプログラム2021のご案内
■西武園ゆうえんち・利用補助券の配布のご案内
■所沢市民文化センターミューズ公演チケットのご案内
注目公演
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■その他公演チケットのご案内
注目公演

☆ブロードウェイミュージカル「メリリー・ウィー・ロール・アロング」 ☆劇団四季「オペラ座の怪人」
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■前売券・割引券のご案内
おすすめ

★渡辺省亭 欧米を魅了した花鳥画
★江川海岸潮干狩券

★マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ
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■取扱いチケットの変更等のお知らせ
■伊藤忠食品㈱グルメギフトカード
■サービスセンターからのお知らせ
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東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム2021

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム2021
3月20日（土）入園分より、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーのチケット料金が変動価格制となりました。新た
なチケット体系では、時期や曜日ごとに異なるチケット価格が設定されます。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャル
ウェブサイトにてご確認ください。
東京ディズニーリゾートでは引き続き、入園者数の制限など、パークの安全対策を実施しております。
チケットのご購入は「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」より日付指定チケットをお求めください。

4月より配布する「コーポレートプログラム利用券」を使って購入することが可能です。

名

称

変動価格制チケット料金
大

中

人

人

小

人

1デーパスポート

8,200円 〜 8,700円

6,900円 〜 7,300円

4,900円 〜 5,200円

時間指定パスポート
（午前10時30分〜）

7,700円 〜 8,200円

6,500円 〜 6,900円

4,600円 〜 4,900円

時間指定パスポート
（正午12時〜）

7,300円 〜 7,700円

6,100円 〜 6,500円

4,300円 〜 4,600円

※土日・祝日・春休み・ゴールデンウィーク期間などは休日用料金となります。

「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引
「東京ディズニーセレブレーションホテル」は、手軽にリゾートステイを楽しめるバリュータイプのディズニーホテルです。
会員ご本人様とそのご家族を対象に、客室料金を10%割引にてご提供いたします。

宿泊期間

2021年4月2日（金）〜 2022年3月31日（木）
※予約状況により、希望日にご予約いただけない場合があります。予めご了承ください。

予約期間

2021年4月1日（木）11:00 〜 2022年3月30日（水）20:59まで
※宿泊日は、ご来訪の2ヵ月前よりご予約いただくことが可能です。

予約方法

「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用者専用サイト」（dcp.go2tdr.com）より「東京ディズ
ニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」にアクセスし、プランパスワード（DCHDCP2021）をご入力の上、
ご予約ください。
※内容は、予告なく変更・中止となる場合があります。
※予約の受付状況については、予約専用画面に記載の案内事項をご確認ください。
※ご予約の際は「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」でのユーザー登録が必要となります。
※残室数などの予約状況に応じて客室料金が変動いたします。
※宿泊料金の一部を「コーポレートプログラム利用券」を使ってお支払いいただく場合は、チェックイン時にホテルフロントへご提出ください。
※チェックイン時に、係員より会員証（コピー可）の提示を求められる場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

その他、予約に伴う操作方法でご不明な点は下記までお問合せください。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク

☎045-330-0101

（10:00〜15:00／年中無休）

コーポレートプログラム「サンクス・フェスティバル」
（仮）やその他特典プログラムにつきましては、決まり次第ご案内いたします。
ご案内いたしました内容についても、パークの運営状況により、内容を変更または中止させていただく場合がございます。予め
ご了承ください。会報紙でのご案内に間に合わない情報は随時、サービスセンターホームページにてご案内いたします。

コーポレートプログラム利用券2021
東京ディズニーリゾートパークチケットご購入やディズニーホテル宿泊料金
のお支払いにご利用いただける特別利用券を無料配布いたします。

1会員年間4枚（1セット）をご希望の方に先着順でのお渡しになります。
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西武園ゆうえんち・利用補助券の配布

西武園ゆうえんち

2021年春グランドオープン!

人が、街が、笑顔が生きる 昭和の熱気

1960年代の町並みが広がる遊園地にリニューアル !
VFXの第一人者であり、日本を代表する映画監督の山崎 貴さんと、株式会社 刀 のクリエイティブ
チームの最強タッグが手掛ける大型ライド・アトラクションが登場 ! 夢のコラボレーションが織りなす、
夢あふれるエンターテインメント体験に、ぜひご期待ください。
●当センターでは協賛チケットを購入し、会員の皆様にあっ旋販売を行う予定です。
これまでに比べ、ご用意できる枚数が大幅に減少するため、抽選方式による販売といたします。
※新型コロナウィルス感染症の状況により、お知らせいたしました内容の変更または中止となる可能性がございます。予めご了承ください。
※料金等詳細情報につきましては、決定次第センター窓口またはセンターホームページにてお知らせいたします。

市内観光農園補助券・茶業店舗利用補助券の配布
所沢市内の観光農園と、茶業協会加盟店（一覧表記載店舗のみ）でお使いいただける利用補助券をそれぞれ
窓口にて配布いたします。会員証をご持参のうえ、センター窓口までお越しください。
※補助券のみを郵送することはできません。チケットご購入の際に代引郵便に同封することは可能です。

●観光農園補助券

1会員年間4枚（1セット）

●茶業店舗利用補助券

1会員年間6枚（1セット）

※その他、東京サマーランド利用補助券や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の配布も行っております。
※いずれも利用期間は2021年4月1日〜2022年3月31日です。
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公演チケットのご案内

チケット

あっせんの
ご案内

●お申込み方法（4〜5ページ共通）

63 円

・記入例にそって、ハガキでお申込みください。
抽選

応募多数の場合は、受付締切日（消印有効）以降に抽選を行います。

結果

必ず当選・引換ハガキまたは落選ハガキでお知らせします。

引換

会員証・当選ハガキ・代金をご持参のうえ、窓口へお越しください。

〒 359-8501

切 手

申込み公演名・公演日
申込み枚数

所沢市並木1-1-1

（代金引換郵便もご利用できます。）

所沢市役所6階

会員番号

※1公演につきハガキ1枚の申込み
※1公演につき同一会員名で複数お申込みをされた場合は無効です。

所沢市中小企業勤労者

氏名

福祉サービスセンター

（2枚以上購入希望の場合は
※各公演1会員につき1区分2枚までご購入いただけます。

チケット

住所

係

ご相談ください。席に余裕がございましたら卸値同等額で販売いたします。
）

電話番号

※複数会員名で隣り合ったお席をご希望の場合はその旨ご記入ください。ご記入がない
場合、離れた席となる可能性がございます。

表

面

裏

面

所沢市民文化センター「ミューズ」公演チケット
所沢市の文化の発祥基地「所沢市民文化センターミューズ」公演チケットを、割引料金で会員の皆様にご案内しています。

（日） 14：00〜
5/23

マーキーホール

（土） ①12：00〜 ②16：00〜
5/29

津軽三味線 あべや

マーキーホール

NBAバレエ団「ドン・キホーテ」

出演：阿部 金三郎［津軽三味線］

出演：① キトリ：野久保 奈央、バジル：新井 悠汰

阿部 銀三郎［津軽三味線］

② キトリ：勅使河原 綾乃、バジル：高橋 真之

根本 麻耶［唄・津軽三味線・踊り

芸術監督・演出：久保 綋一

安藤 龍正［三味線・鼓・踊り］、佐藤 公基［尺八］

原 振 付：マリウス・プティパ、アレクサンドル・ゴルスキー

曲目：津軽じょんがら節、津軽よされ節、安来節
南部俵積み唄

■会員価格
指定席

作

曲：レオン・ミンクス

ほか

10 枚

10 枚

■会員価格

2,500円

S席

（通常価格 3,000円）

5,300円

（通常価格 6,600円）

※3歳から有料（2歳までのお子様は

※3歳未満の入場不可

保護者1名につき1名膝上鑑賞無料）

（金） 18：30〜
7/16

マーキーホール

第107回所沢寄席
春風亭 小朝 独演会
出演：春風亭小朝

（土） ①10：30〜 ②14：30〜
7/24

マーキーホール

音楽の絵本
出演：ズーラシアンブラス［金管五重奏］
弦うさぎ［弦楽四重奏］
曲目：パプリカ、ボギー大佐、ルスランとリュドミラ序曲
わらの中の七面鳥、ラ・クンパルシータ ほか

■会員価格

10 枚

一般（中学生以上）

1,200円
3歳〜小学生 800円
■ 会員価格

S席

2,500円 10 枚

（通常価格 3,000円）

通常価格 一般 1,500円
3歳〜小学生 1,000円

※2歳までのお子様の入場はご遠慮
ください。
（3歳から有料。お子様
も1席必要です。）

締切日4月15日（木）

※特記のある公演以外は未就学児の入場はご遠慮ください。

公演チケットは感染予防対策の都合上、お座席が連番とならない可能性がございます。
また、ご来場前には必ず、公式ホームページより最新情報のご確認をお願いいたします。
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公演チケット・前売券・割引券のご案内

ブロードウェイミュージカル
「メリリー・ウィー・ロール・アロング」
出演：平方 元基、ウエンツ瑛士
笹本 玲奈 他
■日

時

■会

場

■ 頒布枚数

劇団四季「オペラ座の怪人」
■日

時

6月25日（金）13:30開演

■会

場

清水建設ミュージカルシアター
JR東日本四季劇場［秋］

5月28日（金）13:00開演
新国立劇場 中劇場

■ 頒布枚数

S席10席

S席10席

■ 会員価格

10,000円

■会員価格 10,500円
（通常価格12,800円）

（通常価格11,000円）
■ 受付締切 4月23日（金）

■受付締切 4月16日（金）
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

撮影：野田正明

前売券

渡辺省亭 欧米を魅了した花鳥画

■会
■会

期
場

■ 頒布枚数
■会員価格

3月27日（土）〜5月23日（日）
東京藝術大学大学美術館
本館 展示室1、2、3
1会員2枚まで
一般 1,200円

マーベル・スタジオ／
ヒーローたちの世界へ

■会

期

■会

場

4月17日（土）〜5月12日（水）

※4/17（土）、18（日）は日付指定券のみ販売のため、本チケットでは
入場いただけませんのでご注意ください。

大丸東京店 11階催事場

木･金曜日は

■ 入場時間

10:00〜19:30（20:00閉場）10:00〜20:30（21:00閉場）

■ 頒布枚数

1会員2枚まで

■ 受付締切

4月30日（金）

※4/29（木･祝）は10:00〜19:30（20:00閉場）

（通常当日券1,700円）

※中学生以下は無料 ※学生券の取り扱いはございません。
※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名は無料
（入館の際に障がい者手帳等をご提示ください。）

■ 受付締切

前売券

■ 会員価格 一般 900円
（通常当日券1,300円）

5月7日（金）

※本展は事前予約制ではありませんが、今後の状況により
変更及び入場制限等を実施する可能性がございます。
最新情報はホームページでご確認ください。

© 2021 MARVEL

割引券のご案内

千葉県木更津市

江川海岸潮干狩券

平成29年までバスツアーでお楽しみいただいておりました「江川海岸」の潮干狩券をあっ旋販売いたします。
大人は2kgまで、小人は1kgまで採貝ができます。（超過分別途支払）
期間中ならいつでも利用可能です。貸し熊手や休憩所も有料にてご用意がございます。
会員価格

1,300円
小人（4歳〜小学生）
700円
大人（中学生以上）

（通常個人利用料金

大人1,800円

小人900円）

※用具（熊手・網）は別途料金がかかります。
※窓口にて会員証提示で貸熊手が一丁50円で借りられます。
※2021年の渡し船は欠航となります。

有効期間

7月11日（日）

頒布枚数

1会員5枚まで

※潮干狩実施日・時間帯は日によって異なります。

頒布締切

7月9日（金）
●実施日や時間帯等詳細情報お問合せ先（営業時間のみ）
江川漁業協同組合

TEL：0438-41-2244

江川海岸潮干狩場

TEL：0438-41-1960

※実施日・時間帯が記載された潮見表付きチラシはセンター
窓口にもご用意がござます。
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チケットの取扱い変更について

県営水上公園夏季プール券

東武動物公園
法人アトラクションパスセット

令和元年まで販売しておりました「県営川越水上公園

令和3年度より「東武動物公園ハッピーフリーパス」は「東武

利 用 補 助 券」は令 和 2 年 度をもって終 了となりました。

動物公園法人アトラクションパスセット」へと変更になります。

（※令和2年度は新型コロナウィルス感染症対策のため取
扱いは行っておりません）
令和3年度以降は新しく、3水上公園共通チケットのあ
っ旋販売をいたします。
チケットカウンターでの引き換えをすることなく入場い
ただけることと、川越水上公園だけでなく、しらこばと水
上公園（越谷市）・加須はなさき水上公園（加須市）の

3施設の利用が可能となりました。（さいたま水上公園は
対象外です。）
新型コロナウィルス感染症の状況により人数制限や事
前予約、営業中止などの対策が行われる可能性がござい

それに伴い、あっ旋価も変更いたします。また、夏季プールの
利用も不可となりました。夏季プールのご利用にはWeb予約と
別途料金が必要になります。
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、2020年3月から

5月まで臨時休園となっていた状況を考慮いたしまして、令和3年
3月31日（水）まで有効のハッピーフリーパスが2021年5月31
日（月）までに延長いたしました。サービスセンターにも若干の
在庫がございますので特別あっ旋価格にて販売いたします。新し
くなった「アトラクションパスセット」はあっ旋価格が上がるため、
この期間にお出かけすればとってもお得です ! 枚数に限りがござ
いますのでお早めにどうぞ!!

会員価格

1,200円

通常フリーパス券 大人 5,100円
小人・シニア 3,800円

ます。詳しくは埼玉県営水上公

チケットの変更に伴い、あっ旋
価格も変更いたしました。

サイボク天然温泉
「花鳥風月」入館ご招待券
2021年4月1日より、入館料金の改定が行われます。
これまで入館料金に含まれておりました「タオルセット」
のサービスが廃止となります。
現在サービスセンターが保有しております入館券はこ
れまでどおり「タオルセット」のサービスが含まれており
ますが、次回以降に入荷する入館券には含まれません。
入館券裏面に記載がございますのでご確認の上ご利用く
ださい。あっ旋料金の変更はございません。

中人 4,800円

※2022年3月31日まで有効のアトラクションパスセットは

園のホームページ等でご確認く
ださい。

※購入後の返品・交換はいたしません。

1,950円でのあっ旋です。

購入制限

1会員1 ヵ月に5枚まで
※新しいチケットと合わせて5枚までです。

有効期限

2021年5月31日（月）
※自動延長済みです。記載の有効期限とは異なります。

東京サマーランド利用補助券
2021年4月1日より、東京サマーランドのチケットが「1DAY
パス」のみとなります。また、新たに「中学生」区分が設定され、
料金体系が一新されました。会員価格も変更になりますのでよ
ろしくお願いいたします。補助券の配布は窓口にて行っており
ます。1会員年間6枚（1セット）です。
※入園、屋内・屋外（夏季期間のみ）プール、各種スライド（DEKASLAを
含む）、遊園地のりもの乗り放題（コインゲーム、一部アトラクションは除く）
の利用が可能です。
※夏季の一般料金は変動制となります。
※入園の際は「日付指定予約整理券」（必須）による入場規制にご協力をお願
いいたします。
チケット区分

春

季（3月〜6月）

夏

季（7月〜9月）

一般料金

会員料金

一般料金

会員料金

2,600円

1,700円

3,600円〜

3,000円

中学生

2,100円

1,200円

3,000円〜

2,400円

小学生

1,500円

700円

2,500円〜

1,800円

幼 児（2歳以上）
1,000円
シニア（61歳以上）

200円

1,800円〜

500円

大

人（高校生以上）

※秋季（10月〜）は耐震工事に伴う休園期間の拡幅を予定しております。
※営業時間やイベント情報などは東京サマーランド公式ホームページにてご確
認をお願いいたします。
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伊藤忠食品㈱グルメギフトカードのご案内

伊藤忠食品㈱グルメギフトカード
伊藤忠食品㈱から選りすぐりの商品をお届けします。
ご自宅に居ながら全国各地のご当地名産品やちょっとした贅沢を楽しめるラインナップを取り揃えました。
今回はお求めやすい低価格の商品のご用意もございます。
遠くに住む親戚や友人への贈り物としてもご利用いただけます。

1

凍眠市場カード

2

通常価格 5,000円

解凍しても『限りなく生に近い食味、食感』を実現 ! 驚きの鮮度 !
ドリップが少なくて美味しい ! ハンバーグやすき焼き牛、ステーキ
からユッケ、てっさ、お刺身まで ! 20種類以上の中から、お好きな
商品一つと交換いただけます。

ご当地銘店ラーメンカード
通常価格 3,000円

全国の隠れた銘店のラーメンを集めました。北海道ラーメンや
喜多方ラーメン、仙台ラーメン、佐野ラーメン、熊本ラーメンな
ど、20種類以上の中からお好きな商品一つと交換いただけます。
※商品ラインナップは変更となる可能性もございます。

※商品ラインナップは変更となる可能性もございます。

※「凍眠」とは、パックした食品を-30℃の液体（アルコール）で冷凍することができる
液体凍結機で、凍結時間の短縮と氷結晶の極小化を実現しました。そのため、食品の
細胞が傷つきにくく、ドリップの発生が少ないため、解凍しても限りなく凍結前の風
味や食感を再現することができます。

3

選べる贅沢ぐるめカード

4

通常価格 2,000円

日常のちょっとした贅沢に…。お菓子やお米、うどん・そば・
そうめんからスープ、調味料まで、普段は食べないプチ贅沢が味
わえます。40種類以上の中からお好きな商品一つと交換いただけ
ます。 ※商品ラインナップは変更となる可能性もございます。

■ 会員価格
■ 申込枚数
■ 申込方法

1 4,500円
1会員各2枚まで

2 2,700円

選べるカレーギフトカード
通常価格 1,100円

新宿中村屋や自由軒のカレー、有名シェフ監修のレストランカ
レーから、ハンバーグカレーやカレーうどんなど、10種類以上の
中からお好きな商品一つと交換いただけます。
※商品ラインナップは変更となる可能性もございます。

3 1,800円

4 1,000円

■ 有効期間 有効化日より6 ヵ月（2021年11月下旬ごろ）

官製ハガキに、①会員番号

②氏名

③住所

④電話番号

〒359-8501 所沢市並木一丁目1-1 所沢市役所6階

■ 受付締切 4月30日（金）

⑤ご希望のカード名称と申込み組数 を記載のうえ、

所沢市中小企業勤労者福祉サービスセンター ギフトカード係まで

お送りください。締切後、ギフトカード引換券を郵送いたします。引換は5月下旬〜6月上旬を予定しております。

■ 利用方法

伊藤忠食品㈱ギフトカード専用サイト「ギフトカードモール exchange.com」にアクセスいただき、カード裏面に記載の
カード番号（16桁）とPIN番号（4桁）を入力しログインしてください。お申込みいただけるギフト商品が表示されますので、
お好みの商品を選んでください。お届けに必要な情報を入力すれば申込み完了です。
※お届け日の指定がない限り、通常約1週間程度でお届けします。 ※ご予約商品の場合は、入荷次第お届けします。
※カードに記載の有効期限内にお申込みください。 ※ギフトカードは商品到着まで大切に保管してください。
※お申込み完了後の商品の変更・返品、返金はお受けできません。予めご了承ください。
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サービスセンターからのお知らせ

ます。令和3年度請求分より新しい添付書類のご用意をお願いい

領収書の様式が変わります

たします。
必要書類が不足している場合は受付・請求ができませんので、

令和3年4月1日受付分より補助金請求の際にご記入いただいて

予めご了承ください。

おりました領収書が変更になります。会員番号、会員氏名、住所、 （1）「子の小・中学校入学祝金」は就学が確認できる書類が必
受取人の押印をお願いしておりましたが、4月からは会員番号、

要になります。入学通知や学生証、通知表の表紙等をご用意

会員氏名の他に、受取人の氏名、住所と押印またはサインをご

ください。（保険証での受付はできません。）

記入いただきます。請求書への押印は必須ですが、領収書への

（2）
「親・子・配偶者の死亡弔慰金」は受取人（会員）と対象者（死
亡者）の続柄が確認できる書類が必要になります。死亡診断

押印はサインでも可能となりました。

書・死亡届のみでは続柄の確認ができません。別途、戸籍謄

請求書の書式変更と
添付書類が変わります

本等をご用意ください。
（戸籍謄本等で死亡日・死亡者名・会員との続柄が確認できる
場合は、死亡診断書・死亡届は不要です。）
（3）「傷病休業保険金」は休業期間の確認できる書類が必要に

１. 宿泊施設利用補助金請求書
会報紙1月号でも事前にご案内しておりますように、令和3年

なります。診断書や入院費の領収書等に記載の期間以外に自

度分（4月1日宿泊分）より「宿泊施設利用証明」欄に宿泊施設

宅療養等により引き続き休業した場合は、別途、事業主による

の押印がない場合の受付が出来なくなりました。押印欄の追加

休業証明書をご用意ください。診断書や領収書等が複数日分

をいたしましたので、新しい書式の利用をお願いいたします。

あり、空白の期間が発生する場合も休業証明が必要です。

旧書式の利用も可能ですが、宿泊施設の押印がない場合は受付

また、本人保障の保険金の受取は直接ご本人のお口座への

できません。また、「宿泊施設利用証明」欄の記入の代わりとし

振込が可能となりました。複写の請求書の2枚目にご希望の口

て添付される場合は、宿泊日に宿泊施設が発行した領収書や宿

座番号等をご記入ください。（2枚目に振込口座の記入欄がな

泊証明等に会員氏名（フルネーム）、宿泊日、宿泊施設の名称・

い請求書の場合は、2枚目の空欄またはメモ帳等にご記入の

所在地・電話番号が記載されたものに限ります。（ネット予約等

上、請求してください。本人保障以外の事由については振込

による事前支払の明細書等は不可とします。）

先のご指定ができません。また、会員ご本人以外の口座はご
指定いただけません。）

２. 慶弔等給付事由発生報告書兼請求書
令和3年4月1日より「共済給付事業」の名称が「慶弔等給付
事業」へと変わります。また、4月1日以降にご請求いただく「慶
弔等給付事由発生報告書兼請求書」の書式も変更となりました。
「結婚祝金」「出産祝金」の請求は家族登録をさせていただく

所沢温泉 湯楽の里、喜楽里別邸の
入浴回数券の有効期限の延長
「所沢温泉

湯楽の里」および「喜楽里別邸」の入浴回数券は

ため、ご家族のお名前・フリガナを忘れずにご記入ください。ま

新型コロナウィルス感染症拡大の影響による休業期間を考慮して

た、「結婚記念祝金」「勤続祝金」の事由確定日の記入もお願い

有効期限を3 ヶ月延長いたしました。
2021年3月31日 ➡

いたします。
また、これまで事由証明のために添付をお願いしておりまし
た書類の一部に、誤りがございましたので改めてご案内いたし

2021年6月30日

お手持ちのチケットの有効期限をご確認いただきますようお願
い申し上げます。

共 済 保 険 給 付 金 支 給 状 況
以下のとおり、共済保険給付金を支給いたしました。（令和2年12月〜令和3年2月末まで）

おめでとうございます
●結婚祝金
●出産祝金
●還暦祝金
●勤続祝金
●在会祝金
●結婚記念祝金
●子の小中学校入学祝金
祝金計

2件
5件
7件
5件
17 件
8件
5件
49 件

お見舞い申し上げます
●傷病見舞金

4件

90,000 円

お悔み申し上げます
●死亡保険金
●死亡弔慰金

465,000 円

合

計

1件
5件

50,000 円
50,000 円

59 件

655,000 円

※給付金請求は、事由の発生から3年間有効です。（入会翌月1日以降の発生事由に限ります。） 忘れずにご申請ください。
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