
○●注意事項●○　※下記の内容を必ずお読みください※※下記の内容を必ずお読みください※
＊申込期間終了後はいかなる理由でもキャンセルができません。参加できない場合でも参加費は全額を頂戴いたします。
＊イベントごとに参加資格が限定されていますので、参加資格のない方やお子様（未成年の登録家族）のみでのご参加･お申込みはできません。
＊�応募者が定員を超えた場合は、申込みグループごとにコンピュータを使った抽選を行い当選者を決定します。当選者には受付期間終了後１週間以内に「参加案内」
を発送いたします。落選の通知はありませんのでご了承ください。

＊応募者が最少催行人員に満たない場合はイベントを中止する場合があります。中止の場合には通知を送付します。
＊やむを得ない事情により、予告なくイベントの中止や内容の変更を行う場合があります。
＊応募者様には上記内容をご了解いただいたものとして対応させていただきますのでご了承ください。

ＦＡＸ ０２４-- ５２８-２２８７
受付時間　24時間365日
利用ガイドP.81の「主催事業参加申込書」に
必要事項を全て記入し受付期間内に送信し
てください。
※受付が電話のみとなるイベントがありますので、イベントの申込み方法をご確認のうえお申込みください。

※電話・ＦＡＸ・ＨＰの間違いにご注意ください。

ＨＰ 『えふ・サポート』で検索
受付時間　24時間365日
えふ・サポートHP内の「各種お申込み」
フォームに必要事項を全て入力し、受付期
間内に送信してください。

ＴＥＬ ０２４-５２８-２２８８
受付時間　8：30～17：00　水曜日のみ19：00
　　　　　土・日・祝・年末年始を除く
会員証と会報を手元に用意して、お電話ください。係員
が必要事項をお伺いします。
※会員証が手元になく必要事項にお答えいただけない場合、混雑状
況により電話をおかけ直しいただくことがあります。

※12月25日・1月8日の水曜日は17：00まで

○●掲載イベントへの申込み方法●○　※チケットのお申込み方法につきましては、Ｐ.６をご覧ください。
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受付期間終了後のキャンセルや人数の変更はできません。（参加費は全額頂戴しますので予めご了承ください）

《えふ・サポート情報誌　偶数月発行》　加入状況　事業所数858社　会員数7,652名（２０１９. １１. １現在）

会  報 No.139会  報 No.139会  報 No.139 2019.12月・2020.1月号

●日　　時　2020年２月15日㈯
　　　　　　集合・受付開始６：30　出発６：45
●集合場所　福島駅西口バスプール
●参 加 費　大　人（中学生以上）8,000円
　　　　　　　　　（昼食代・入場料・交通費・旅行損害保険料等含む）

●参加資格　会員本人と登録家族（中学生以上）※受付時に本人確認を行います。
●募集人数　40名（最少催行人員30名）
※旅行代金に含まれる団体加入の旅行傷害保険の内容は以下のとおりです。
（死亡・後遺障害1,020万円、入院日額3,000円、通院日額1,500円、賠償責任（免責０）
100万円となります。）

※当日のバスは、福島交通以外のバスになる場合もありますので、ご了承ください。
　（運行バス会社は最終案内書でお知らせいたします。）
※奇数人数でのお申し込みの場合は、バスの座席等が相席となる場合があります。

世界のらん展2020－花と緑の祭典と
ホテルランチバイキング

主催事業／イベント

　「世界らん展2020−花と緑の祭典−」　「世界らん展2020−花と緑の祭典−」
が2020年も東京ドームで開催決定!!が2020年も東京ドームで開催決定!!
　第30回となる今回も色彩豊かな花や　第30回となる今回も色彩豊かな花や
緑たちが優美に空間を満たします。あた緑たちが優美に空間を満たします。あた
たかい温室内で色とりどりの洋らんを眺たかい温室内で色とりどりの洋らんを眺
め、南国気分を味わってみましょう!!め、南国気分を味わってみましょう!!
　世界らん展観賞の前には、東京ドーム　世界らん展観賞の前には、東京ドーム
ホテルのスーパーダイニング「リラッサ」ホテルのスーパーダイニング「リラッサ」
でのランチバイキング！でのランチバイキング！
　リゾート感のあるゆったりした空間　リゾート感のあるゆったりした空間
で、ホテルシェフが作り出す洋食・中で、ホテルシェフが作り出す洋食・中
華・和食・スイーツなどバラエティー豊華・和食・スイーツなどバラエティー豊
かなブッフェをお楽しみください。かなブッフェをお楽しみください。

受付期間　12月２日㈪～12月17日㈫17：00まで ≪抽選≫ 電話・FAX・HPで受付 　

※写真はイメージです

《申込先》えふ・サポート　ＴＥＬ０２４－５２８－２２８８　ＦＡＸ０２４－５２８－２２８７
《旅行企画・実施》 観光庁長官登録旅行業第１０３４号　福島交通観光株式会社　福島支店（住所：福島市東浜町７－８ TEL：０２４－５３１－８９５３）
　　　　　　　 　総合旅行業務取扱管理者　丹治和夫
○当選者様には、受付期間終了後１週間以内に当選通知書をお送りします。（落選通知はありません）  ○参加費の支払いは、当選通知の後から届く福島交通観光からの案内にそってお支払いください。
※えふ・サポート窓口での参加費の支払いはできません。※案内送付のため旅行会社に、参加者の氏名・年齢・性別・住所・電話番号等を提供しますのでご了承のうえお申し込みください。

★ 行　程 ★
6：45　福島駅西口出発

11：30～13：00
　　　　東京ドームホテル
　　　　＜ランチブッフェ90分＞ 
13：00～15：00
　　　　東京ドーム　
　　　　＜世界のらん展2020＞
19：30　福島駅西口　到着・解散

※時間は予定です。

食 事
朝 ×
昼 ○
夜 ×



日
本
酒
の
夕
べ
・
Ｃ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ａ
倶
楽
部

2

お引越しをされて住所等変更された方は変更届のご提出をお願いいたします。

主催事業／イベント

主催事業／イベント

男はつらいよ50　お帰り寅さん
小説家の満男（吉岡秀隆）は中学三年生の娘と二人暮らし。最新著書の評判は良いが次回小説家の満男（吉岡秀隆）は中学三年生の娘と二人暮らし。最新著書の評判は良いが次回
作の執筆にはいまいち乗り気になれないモヤモヤした日々。なぜか夢の中には初恋の人作の執筆にはいまいち乗り気になれないモヤモヤした日々。なぜか夢の中には初恋の人
イズミ（後藤久美子）が現れ悩みだす始末だ。そんな時、妻の七回忌の法要で実家を訪れイズミ（後藤久美子）が現れ悩みだす始末だ。そんな時、妻の七回忌の法要で実家を訪れ
た満男は、母・さくら（倍賞千恵子）父・博（前田吟）たちと昔話に花を咲かす。いつも自た満男は、母・さくら（倍賞千恵子）父・博（前田吟）たちと昔話に花を咲かす。いつも自
分の味方でいてくれた叔父、寅次郎（渥美清）との騒々しくて楽しかった日々。あの寅さ分の味方でいてくれた叔父、寅次郎（渥美清）との騒々しくて楽しかった日々。あの寅さ
んへの思いが募る。んへの思いが募る。
～この冬最高の感動作、50年の歳月、長きにわたるシリーズの歴史が生み出した奇蹟の映画が今はじまる～～この冬最高の感動作、50年の歳月、長きにわたるシリーズの歴史が生み出した奇蹟の映画が今はじまる～
CAST ： 渥美清、倍賞千恵子、前田吟、吉岡秀隆、後藤久美子、夏木マリ、浅丘ルリ子　ほか
原作・監督：山田洋次　主題歌：『男はつらいよ』渥美清／オープニング：桑田佳祐

●日　　時　2020年１月10日㈮　　受付･開場18：30　上映19：00
●場　　所　フォーラム福島　　　　　　　●参 加 費　500円（通常料金1,800円）
●参加資格　会員本人と登録家族（３歳以上）　●募集人数　100名（最少催行人員50名）
※応募が最少催行人員に満たないときは中止する場合があります。※受付時に本人確認を行います。

受付期間　12月２日㈪～12月11日㈬19：00まで《抽選》 電話・FAX・HPで受付

AI崩壊
「22年目の告白　私が殺人犯です」をヒットに導いた入江監督と北島直明プロ「22年目の告白　私が殺人犯です」をヒットに導いた入江監督と北島直明プロ
デューサーが再タッグを組み、完全オリジナル脚本で描く本作。AI（人口知能）が国デューサーが再タッグを組み、完全オリジナル脚本で描く本作。AI（人口知能）が国
民の生活に不可欠となった2030年という遠くない未来の日本を舞台に、AIの暴走民の生活に不可欠となった2030年という遠くない未来の日本を舞台に、AIの暴走
がやがて想像を絶する大惨事へと発展していくさまを描きだす。がやがて想像を絶する大惨事へと発展していくさまを描きだす。
CAST ： 大沢たかお、賀来賢人、広瀬アリス、岩田剛典、高嶋政宏、松嶋菜々子、三浦友和　ほか
●日　　時　2020年２月７日㈮　　受付･開場18：30　上映19：00
●場　　所　フォーラム福島　　　　　　　●参 加 費　500円（通常料金1,800円）
●参加資格　会員本人と登録家族（３歳以上）　●募集人数　100名（最少催行人員50名）
※応募が最少催行人員に満たないときは中止する場合があります。※受付時に本人確認を行います。

受付期間　12月３日㈫～12月23日㈪17：00まで《抽選》 電話・FAX・HPで受付

　受付期間　12月3日㈫～12月18日㈬19：00まで 《抽選》

日本酒の夕べ
　全国新酒鑑評会金賞受賞数７年連続日本一を誇る福島県!!日本酒学講師から、日本酒について色々　全国新酒鑑評会金賞受賞数７年連続日本一を誇る福島県!!日本酒学講師から、日本酒について色々
な知識を習得しませんか？聞いたら誰かに話したくなるトリビア情報も満載です。セミナーの後には、な知識を習得しませんか？聞いたら誰かに話したくなるトリビア情報も満載です。セミナーの後には、
日本酒とおいしい料理で、楽しい時間を過ごしましょう!!皆様のご参加お待ちしております。日本酒とおいしい料理で、楽しい時間を過ごしましょう!!皆様のご参加お待ちしております。

●日　　時　2020年２月21日㈮　
　　　　　　受付18：30　セミナー19：00～21：00頃
●場　　所　ラヴィバレ２F　コンベンションホール
　　　　　　（早稲町４－16・ラヴィバレ一番丁２F）
●講　　師　日本酒学講師　　関口　もえ 先生　ほか
●参 加 費　4,000円
●参加資格　会員本人と登録家族（20歳以上）
　　　　　　※受付時に本人確認を行います。

●募集人数　60名
※日本酒のセミナーのため、未成年者の入店やお子様の同伴はお断りいたします。
　ただし、会員本人が未成年者の場合には飲酒はできませんがご参加いただけます。
※飲み放題メニュー　
　ビール、日本酒、ソフトドリンク（コーラ・オレンジ・ウーロン茶）
　日本酒セミナーのため、種類制限しておりますので、ご了承ください。
※料理は５品の予定です。

電話・FAX・HPで受付　
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受付期間終了後のキャンセルや人数の変更はできません。（参加費は全額頂戴しますので予めご了承ください）

●応募方法　　ハガキ・FAX・Eメールで、クイズの答え・会員番号・氏名・えふ・サポートに対するご意見・ご感想・ご希望等をご記入のうえご応募ください。
　　　　　　　正解者の中から抽選で５名の方に「セブン＆アイ商品券 2,000円分」をプレゼントいたします。
●応募締切　　2019年12月25日㈬　必着
●あ　て　先　　「えふ・サポート　クイズ係」　住所・FAX番号・メールアドレスは会報裏表紙でご確認ください。
※前回No.138の正解は、「訳」でした。応募総数26件　正解18件　当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
　賞品の送付先は事業所のみとさせていただきます。貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。

おもしろ  クイズラリー
次の文字を合体して熟語を作りましょう!!

甲　　反　　八　　一　　一　　一　　目　　日

今月はセブン＆アイ商品券！

【お知らせ】
2019年度　第２回　東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

「サンクス・フェスティバル」パスポート販売について
　本パスポートは、期間中、特別料金で入園する事ができ、コーポレートプログラム利用券を併用することで、更にお得にパスポー
トを購入する事ができます。また、今年度より、いつでもどこでも購入が可能なオンラインによる販売になり、大変便利になります。
１．実施（入園）期間
　　2020年１月６日㈪～３月19日㈭　※土日祝含む全日
　　　◆期間中「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日ご利用いただけます。
　　　　※入園制限中のパークではご利用いただけません。
２．販売期間
　　2019年12月６日㈮12時より～2020年３月19日㈭　※2020年３月19日の販売時間：18時まで
３．パスポート料金

区　分 通常料金 特別料金 コーポレートプログラム利用券使用の場合
大人（18歳以上） ７，５００円 ６，９００円 ５，４００円

中人（中・高校生12～17歳） ６，５００円 ５，９００円 ４，４００円
小人（幼児・小学生4～11歳） ４，９００円 ４，３００円 ２，８００円

４．対象
　　コーポレートプログラム契約団体（えふ・サポート）の会員（その家族）
５．パスポートの販売場所
　　「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」のみでの販売です。
6．パスポート購入手順
　　手順①　「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（URL：dcp.go2tdr.com）にアクセス
　　手順②　「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『パスポートのご購入はこちらから』のボタンをクリック
　　手順③　「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用トップ画面にリンクするので、下記条件を入力

契約団体番号：1263 プランパスワード：thanks219
7．購入に際しての注意点
　　◎本パスポートは、「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」以外での販売はありません。
　　◎従来の購入申込書はありません。直接、チケットブースに行っても、購入できません。
　　◎「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」を利用する場合、別途利用者個人によるユーザー登録が必要です。
　　◎ 支払方法は、クレジットカード決済のみです。コーポレートプログラム利用券を使用する場合は、利用券の見開き中面に

記載の「個券番号（数字14桁）」と「オンライン用コード（英数字８桁）」を入力してください。
　　◎１回のアクセスで、本パスポート10枚までの購入が可能です。
　　◎本パスポートの受取方法は下記の方法から選べます。

（A）スマートフォン利用時 スマートフォンでそのまま入園、または自宅への配送のいずれかを選択
（B）パソコン利用時 自宅でプリントアウト、または自宅への配送のいずれかを選択

※自宅への配送について、別途送料が発生します。
※自宅への配送は2020年３月12日㈭までにご購入いただいた方に限ります。

　　◎購入確定後、他のパスポートへの変更はできません。
　　◎本パスポートの有効期限は、2020年３月19日までです。
　　　※有効期限を過ぎたパスポートは無効となり、利用できません。必ず、実施期間中にご利用ください。
　　◎ 本特典は、コーポレートプログラム契約団体限定の内容です。対象者以外の第三者に対して、有償無償を問わず譲渡（インター

ネットオークションへの出品行為含む）は出来ません。万一、転売行為等を確認した場合、特典の実施を中止させていただく可
能性もございますので、取扱い管理については、十分お気をつけください。

【問合せ先】
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

TEL045-330-0101（9：00～17：00年中無休）
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お引越しをされて住所等変更された方は変更届のご提出をお願いいたします。

スキー場リフト券購入助成

●申込方法●　下記の①、②いずれかの方法でお申込みください。　※申し込み開始は12月２日㈪からです。
　①FAX・郵送で：利用ガイドP.78「チケット等申込書」必要事項を記入のうえFAXか郵送で申し込み→１週間程度で助成券を発送いたします。
　②窓口で：「会員証」を持参し、えふ・サポート窓口で申し込み→その場で助成券を発行いたします。（※複数人数分の助成券発行をご希望さ

れる場合は、全員分の会員証をお持ちください。会員証をお持ちでない場合は助成券の発行はできません。）
●利用方法●
　指定スキー場のリフト券売り場で「会員証を提示して助成券を提出」または「会員証を提示」してリフト券をご購入ください。
　※料金表に「会員証提示」欄がないスキー場では会員証提示のみの割引はありません。※原則としてほかの割引券との併用はできません。
　※料金表には主な対象券種のみを記載しております。その他の対象券種の料金につきましては各スキー場でご確認ください。
　　お申込みから発送までは１週間程かかる場合がございますので予めご了承ください。

下記掲載の指定スキー場で、えふ・サポート発行の「スキーリフト券購入特別利用助成券（500円）」がご利用いただけます。また、料金表に
「会員証提示」欄があるスキー場では、えふ・サポートの「会員証」を提示するだけでシーズン中何度でも割引を受けることができます。

１会員5枚まで発行いたします！
★有効期限★2019年12月１日～2020年３月31日

券　　種 通常料金 会員証提示 助成券利用

１日券 大　人 4,500円 3,400円 2,900円
小・中学生 2,900円 2,300円 1,800円

※未就学児無料

11月22日オープン予定箕輪スキー場
耶麻郡猪苗代町　TEL：0242-64-3377

●対象券種●　１日券
●駐　車　場●　全日無料

券　　種 通常料金 会員証提示 助成券利用

１日券 全　　日
シニア 3,200円 2,200円 1,700円
大　人 4,200円 3,200円 2,700円
子ども 3,200円 2,200円 1,700円

※子どもは小学生～高校生。（要身分証明）未就学児は無料
※シニアは50歳以上。（要身分証明）

12月20日オープン予定沼尻スキー場
耶麻郡猪苗代町　TEL：0242-67-1250

●対象券種●　１日券（大人・子ども・シニア）
●駐　車　場●　全日無料

券　　種 通常料金 会員証提示 助成券利用

１日券
平　　日 おとな 3,100円 2,600円 2,100円

こども 1,700円 1,500円 1,000円
土日祝日
年末年始

おとな 4,100円 3,600円 3,100円
こども 2,300円 2,000円 1,500円

※おとなは中学生以上、こどもは小学生。未就学児は無料。

12月21日オープン予定猪苗代リゾートスキー場
耶麻郡猪苗代町　TEL：0242-65-2131
●対象券種●　１日券
●年末年始●　12月28日～１月５日
●対象期間●　12月21日～３月22日
●駐　車　場●　全日無料

券　　種 通常料金 会員証提示 助成券利用
１日
パック券

大　人 5,300円 4,500円 4,000円
小　人 4,500円 3,500円 3,000円

※大人は中学生以上、小人は小学生、未就学児は無料
（リフト券売り場にて未就学児用リフト券発行します。）
※１日パック券は、１日券＋500円食事券とする

12月21日オープン予定猪苗代スキー場【中央×ミネロ】
耶麻郡猪苗代町　TEL：0242-62-5100

●対象券種●　１日パック券

券　　種 通常料金 会員証提示 助成券利用

1日券

平　日
大人（中学生以上） 4,800円 3,400円 2,900円

子供（小学生） 3,600円 3,000円 2,500円

土休日
年末年始
特定日

大人（中学生以上） 4,800円 4,000円 3,500円

子供（小学生） 3,600円 3,000円 2,500円

※リフト乗車は大人１名様に対し、未就学児１名様乗車無料

12月１日オープン予定
グランデコスノーリゾート
耶麻郡北塩原村　TEL：0241-32-2530

●対象券種●　１日券

券　　種 通常料金 会員証提示 助成券利用

1日券

平　日
大　人 3,200円 2,900円 2,400円

シニア・中学生 2,800円 2,500円 2,000円
小　人 1,900円 1,800円 1,300円

土日祝日
年末年始

大　人 4,000円 3,700円 3,200円
シニア・中学生 3,500円 3,200円 2,700円

小　人 2,300円 2,200円 1,700円
※小人は小学生、未就学児はリフト無料、シニアは50歳以上（要証明）

12月21日オープン予定
あだたら高原スキー場
二本松市奥岳温泉　TEL：0243-24-2141

●対象券種●　１日券
●年末年始●　12月30日～１月３日
●対象期間●　12月21日～３月15日
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受付期間終了後のキャンセルや人数の変更はできません。（参加費は全額頂戴しますので予めご了承ください）

券　　種 通常料金 会員証提示 助成券利用

1日券
大　人 4,900円 4,400円 3,900円

シニア・中学生 3,800円 3,800円 3,300円
※小学生以下無料、シニアは60歳以上（要証明）

12月８日オープン予定黒伏高原スノーパーク
ジャングル・ジャングル
山形県東根市　TEL：0237-41-5555
●対象券種●　１日券

券　　種 通常料金 助成券利用

1日券

大　人 3,900円 3,400円
子ども 2,900円 2,400円

高校生・大学生・
シニア・障がい者 3,300円 2,800円

※�子どもは小学生～中学生、シニアは60歳以上、未就学児は無料（保護者
と同乗が条件です。）

※�シニアは年齢を証明する物、高校・大学生は学生証、障がい者の方は障
害者手帳をご提示ください。

12月21日オープン予定米沢スキー場
山形県米沢市　TEL：0238-28-2511

●対象券種●　�１日券・半日券（午前・午後）・ナイター
券・ロングナイター券・ランチパック券
（１日券＋昼食券）・回数券（８回）

●対象期間●　12月21日～

券　　種 通常料金 助成券利用

1日券
大　人 4,900円 4,400円

学生・シニア 4,000円 3,500円
小学生 3,600円 3,100円

※学生は中学生・高校生・大学生・専門学生（要学生証）、シニアは55歳以上

12月オープン（未定）天元台高原
山形県米沢市　TEL：0238-55-2236

●対象券種●　１日券・５時間券・ＰＭ券
　　　　　　　ワンデイチケット（パック割引券）

券　　種 通常料金 助成券利用

1日券
大　人 5,000円 4,500円
小　人 2,500円 2,000円

シニア・中高生 4,400円 3,900円
※シニアは60歳以上、小人は小学生以下

12月7日オープン予定蔵王温泉スキー場
山形県山形市　TEL：023-694-9617
●対象券種●　1日券・2日券・時間券
　　　　　　　ナイター券・ポイント券
※�利用の際、パス（キーカード）の預り金500円が必要。
（利用後に返金）

●○年末年始の業務とお休みについて●○

★☆年末年始の休業日について☆★
　12月28日㈯から１月５日㈰まで年末年始のお休みをいただきます。
　（12月27日㈮は17：00まで、１月６日㈪は８：30から通常営業いたします。）

★☆年末年始の営業時間短縮について☆★
　12月25日㈬と１月８日㈬の窓口営業時間は17：00までとなります。
　（会員の皆様には何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。）

★☆各種チケット助成券等の受付と発行について☆★
　FAX・郵送でのチケット・助成券等の年内発送分の受付は12月20日㈮必着分までとさせていただきます。
それ以降の申請につきましてもできる限り年内に発送いたしますが、１月６日以降の発送になる場合がございま
すのでご了承ください。なお、えふ・サポート窓口での発行は27日まで行っておりますので、会員証をお持ち
のうえお越しください。

★☆12月の入退会届の締日について☆★
　通常、毎月の入退会届の締日は25日（休業日の場合は前営業日）ですが、2019年12月は年末年始のカレン
ダーにより、金融機関での手続きを通常通りに行うことが難しいこと、また、新規会員様への会員証等の送付
を年内に完了することが難しいため、12月のみ締日を12月20日㈮に変更させていただきます。会員の皆様に
は何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

●○小学校・中学校の入学祝金について○●
　2020年４月に小学校や中学校に入学されるお子様をお持ちの会員様は「入学祝金」の給付対象となります。
入学祝金の請求には教育委員会などから送付される「入学通知書」の写しが必要となりますので、通知書が届き
ましたら写しをとり、給付金請求書兼証明書に添えて４月１日以降にご請求くださいますようお願いします。

お知らせ
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お引越しをされて住所等変更された方は変更届のご提出をお願いいたします。

　受付期間　12月４日㈬12：30～12月12日㈭まで　《先着順》

チケットあっせん TEL 024−528−2288　※下記の内容を必ずお読みください※
○○●●チチケットの申込み方法ケットの申込み方法●○●○　（受付開始直後はお電話が混み合いますので予めご了承ください）
・チケットは受付開始日の昼12：30からお電話で先着順に受付けます。（受付開始日翌日からは朝８：30から受付けます）
・受付開始日の12：30～13：00までは大変混み合いますので１通話につき１件のお申込みとさせていただきます。
・お申込みの際は会員証と会報をお手元に用意してお電話ください。係員が必要事項をお伺いします。会員証が手元になく必要事項にお答えいただけない場合

など、混雑状況によりお電話をお掛け直しいただくことがあります。
○○●●料料金の納入と受け渡し方法金の納入と受け渡し方法●○●○
チケット料金の納入方法と受け渡し方法はチケットごとに定められた①または②の方法になります。
①窓口購入チケット　電話受付後、指定の期日内に「えふ・サポート窓口」で「会員証」を提示して購入してください。
②発送チケット　 電話受付後、チケット料金の納入通知書を送付いたしますので、指定の金融機関または、えふ・サポート窓口で納入してください。チケット

は料金納入確認後、チケットが販売元から納品され次第発送させていただきます。
※転売防止のため、販売元からのえふ・サポートへのチケット納品が公演日の約２週間前になる場合があります。そのため、えふ・サポートからの発送が「公

演日の約１週間前」になる場合がありますので予めご了承ください。
○○●●注注意事項意事項●○●○
＊チケットは先着順のため、受付期間内であっても電話受付後のキャンセルや枚数・券種の変更はできません。
　また、料金の納付期限等が過ぎた場合でもキャンセルにはなりません。
＊チケットは受付期間終了後に発注するため座席の指定はできません。また、ご購入いただいたチケットの座席位置に関する苦情等にはお応えできません。
＊チケット申込者様には上記内容をご了解いただいたものとして対応させていただきますのでご了承ください。

電話でのみ受付

●日　時　2020年２月１日㈯
　　　　　開場13：30
　　　　　開演14：00
●会　場　けんしん郡山文化センター
　　　　　中ホール（郡山市民文化センター）

錚々たるメンバーで構成されるベルリン・フィルの伝統ある室内楽アンサンブル
ベルリン・フィルハーモニー　ピアノ四重奏

一　般　5,000円→会員料金4,500円
あっせん枚数　20枚

（１会員２枚まで・②発送チケット）
※未就学児入場不可。

　受付期間　12月３日㈫12：30～12月６日㈮まで　《先着順》 電話でのみ受付

●日　時　2020年1月12日㈰
　　　　　開場14：30
　　　　　開演15：00
　
●会　場　ふくしん夢の音楽堂
　　　　　（福島市音楽堂）大ホール

仙台フィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会
「名曲コレクション」ニューイヤーコンサート 2020

出演　指揮：川瀬　賢太郎　管弦楽：仙台フィルハーモニー管弦団

全席指定
Ｓ　席　4,500円→会員料金3，500円
あっせん枚数　20枚

（１会員２枚まで・②発送チケット）
※未就学児童のご入場はできません。

ⒸYoshinori�Kurosawa

　受付期間　12月３日㈫12：30～12月12日㈭まで　《先着順》 電話でのみ受付

●日　時　2020年３月22日㈰
　　　　　開場13：30
　　　　　開演14：00
　
●会　場　けんしん郡山文化センター
　　　　　大ホール（郡山市民文化センター）

全国各地で引っ張りダコの超人気コンビ「ケロポンズ」による家族みんなで楽しめる歌あり、
笑いあり、あそびあり、体操あり、ミュージックパネルあり、なんでもあり～！なコンサート

ケロポンズ　ファミリーコンサート
一　般　2,000円→会員料金1,500円
子ども（小学生以下）　500円
　　　　　　　　→会員料金　無料
あっせん枚数　20枚

（１会員登録家族枚数まで・②発送チケット）
※４歳未満入場無料（保護者の膝の上でご覧ください）
※４歳未満のお子様であってもお席が必要な場合は入場券要

ⒸMartin�Deeley

ⒸKazuhiko�Suzuki

一　般　3,500円→会員料金3,000円
あっせん枚数　20枚

（１会員２枚まで・②発送チケット）
※未就学児入場不可。

●日　時　2020年３月１日㈰
　　　　　開場14：30
　　　　　開演15：00
●会　場　けんしん郡山文化センター
　　　　　大ホール（郡山市民文化センター）

音楽による感動を伝え続け、山形交響楽団にしか奏でることのできない
音楽が聴けると定評がある山形交響楽団の魅力あふれるコンサート。

山形交響楽団 郡山公演



映
画
鑑
賞
券
・
乳
が
ん
・
前
立
腺
が
ん
検
診
・
割
引
指
定
店
情
報

7

受付期間終了後のキャンセルや人数の変更はできません。（参加費は全額頂戴しますので予めご了承ください）

※12：30～13：00までは大変混み合いますのでお電話１件につき１セットのみの受付とさせていただきます。
※映画鑑賞券は年度内（４月～３月）に各館１セットずつご購入いただけますが、同じ会報で両館の鑑賞券をご購

入いただくことはできません。
※お申し込み後の券種の変更・キャンセルはできません。
※映画鑑賞券はお申し込み後、えふ・サポート窓口で指定の期日までにご購入をお願いします。
　（期日は電話受付の際にお伝えします）なお、期日が過ぎてもキャンセルにはなりません。
※お申込みのない方は、窓口へお越しいただいても販売できませんのでご了承ください。

映画館名 有効期限 一般料金 会員料金 あっせん数
イオンシネマ（全国共通） ２０２０年５月末まで ５, ２００円（４枚） ４, ０００円（４枚） ２５セット

フォーラム福島 ２０２０年５月末まで ４, ８００円（４枚） ３, ２００円（４枚） １５セット

受付期間　12月５日㈭12：30～ なくなり次第終了　《先着順》 電話でのみ受付

イオンシネマ　フォーラム福島　映画鑑賞券あっせんチケットあっせん

割引指定店情報
●新規割引指定店

施設名 割　引 対象商品／住所・電話番号

株式会社Techno evolution 無料 水素風呂体験
福島市御山字遠背戸1-1　TEL024-572-6225・FAX024-572-6255

施設名 割　引 対象商品／住所・電話番号

GARAGE AURA
無料 オイル交換工賃
半額 市内バイク配送料

福島市本内字慶二12　TEL・FAX024-563-3514

電話でのみ受付　　受付期間　12月2日㈪～ 定員になり次第終了＜先着順＞

乳がん・前立腺がん検診主催事業／ヘルス

自分は大丈夫！でも…？だからこそ検診！！自分は大丈夫！でも…？だからこそ検診！！
女性・男性特有のがん検診が会員料金で受診できます！女性・男性特有のがん検診が会員料金で受診できます！

福島市が実施している市民検診では40歳以上が対象、でも若い時から福島市が実施している市民検診では40歳以上が対象、でも若い時から
関心を持ち、安心材料の一つとして、この機会に受診してみてはいかがでしょうか？関心を持ち、安心材料の一つとして、この機会に受診してみてはいかがでしょうか？

●受 診 料　乳がん検診【女性限定】自己負担額2，000円　※年齢に応じたコースのみ受診できます。
　　　　　　①20代・30代の方（乳腺超音波検査）（検診料金3,900円）※曜日指定あり、予約時要相談
　　　　　　②30代の方でオプションの３Dマンモ希望の方、40代の方（マンモグラフィ２方向）（検診料金4,100円）
　　　　　　③50代以上の方（マンモグラフィ１方向）（検診料金4,100円）
　　　　　　前立腺がん検診（PSA血液検査）【男性限定】自己負担額1，000円（検診料金2,000円）
　　　　　　◎前立腺がん検診は、40歳以上の中高年の方が受診の対象となります。
　　　　　　　なお、若年層で受診を希望される方は、ご相談ください。
　　　　　　※乳がん検診・前立腺がん検診共に自己負担額以外のオプションには、
　　　　　　　別途消費税がかかりますのでご注意下さい。
●検診場所　公益財団法人　福島県保健衛生協会　総合健診センター
　　　　　　（方木田字水戸内19－６）
●受診期間　2019年12月～2020年５月まで
　　　　　　（おおまかな受診希望月を決めてからお申込みください）
●申込資格　会員本人のみ　●募集人数　計80名
※福島市が実施している市民検診の方が低額で受診できる場合がありますので、
　市民検診の対象の有無をご確認のうえお申込みください。
※お申込み後、えふ・サポートより受診ハガキを発送します。ハガキが届いてから、
　会員様本人が保健衛生協会まで、予約の電話をしてください。
※各検診に追加可能な検査等につきましてはNO.137 2019年８・９月号会報の掲載欄かホームページでご確認ください。

会 員

えふ・サポート (公財)福島県保健衛生協会
総合健診センター

①申込み

⑤検査結果の
　通知

受診者名簿の送付
助成額の支払

③受診の予約

自己負担額
  乳がん        2,000円
  前立腺がん  1,000円

④受診通知（ハガキ）・会員証
　を持って受診・支払
④受診通知（ハガキ）・会員証
　を持って受診・支払
④受診通知（ハガキ）・会員証
　を持って受診・支払

②受診通知
　（ハガキ）
②受診通知
　（ハガキ）

会員の皆様、お知り合いの事業所をご紹介ください！
　えふ・サポートでは会員の皆様から未加入事業所の紹介をお願い
しております。
　ご紹介いただける場合には、えふ・サポート事務局までご連絡い
ただければ、推進員がご紹介先に説明にお伺いさせていただきます。
　ご紹介いただいた事業所が入会した場合、加入人数に応じて謝礼をい
たします！
※ ご紹介の際には利用ガイドの「事業所紹介カード」にご記入のうえ、FAXをお願いします。

加入人数 謝　礼
１～９名 500円相当品×人数

10～19名 5,000円相当品
20～49名 10,000円相当品
50名以上 20,000円相当品

会員大募集中！

※予告なく謝礼を変更する場合があります。
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お引越しをされて住所等変更された方は変更届のご提出をお願いいたします。

個人情報の取扱いについて
えふ・サポートでは、お預かりした会員様に関する情報の取扱いにつきましては、関係する法令等を遵守し、
厳重な管理体制のもとに、正確性・機密性・安全性の確保に努めております。

発行／編集【お申込み･お問い合せ】
　一般財団法人 福島市中小企業福祉サービスセンター （愛称　えふ・サポート）
　〒960-8053　福島県福島市三河南町１－ 20　コラッセふくしま３階　　Tel 024-528-2288　　Fax 024-528-2287
　Ｅメール finfo@fsupport.jp　HPの「お問い合わせ・イベント申込」からも送信できます。HPは「えふ・サポート」で　検索
　《営業日／営業時間》月～金曜日 ８：30～17：00（水曜日のみ19：00まで）　《定休日》土･日･祝日、年末年始
　　　　　　　　　　※12月25日・１月８日の水曜日は17：00まで

⇦

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
次
回
掲
載
予
告

□■□次回掲載予告□■□
【主催事業】��CINEMA倶楽部、料理教室、手工芸教室、

（予定）

【チケット】�イオンシネマ、フォーラム福島映画鑑賞券
　　　　　（有効期限�2020年７月末）ほか

10月・11月に新規入会された
会員事業所をご紹介します

・（株）Techno evolution・ひまわり
子どもの家・ヘアーサロンわたなべ・岡
部理容室・（株）S.A.CREWZ・K＆Kリ
ゾート（株） （敬称略・順不同）

★☆ ★☆

※申込多数で増員・追加が可能な事業・チケットに関しましては、
できる限りお応え致しました。

主催事業

イベント名 募集人数 応募人数 実績

2019　えふ・サポートクリスマスパーティー 160名 153名 153名

東京ディズニーリゾートへの旅
ディズニーランド
ディズニーシー

40名
40名

56名
41名

40名
40名

紅葉の鳴子峡と銀山温泉散策 40名 56名 40名

CINEMA倶楽部

最高の人生の見つけ方 100名 122名 122名

楽園 100名 61名 61名

チケット

チケット名 募集枚数 応募枚数
ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団with森麻季 各20枚 6枚
パイプオルガン・クリスマスコンサート 20枚 15枚
千住真理子ヴァイオリンリサイタル 20枚 19枚
こおりやま寄席　新春言祝ぎ席 各10枚 1枚
音楽の絵本コンサート 各20枚 0枚
NHK交響楽団郡山公演 20枚 8枚
GLAY 各20枚 21枚
久保田利伸 20枚 11枚
イオンシネマ映画鑑賞券 25セット 25セット
フォーラム福島映画鑑賞券 15セット 15セット
市営日帰り入浴施設等入浴回数券 30枚 17枚
図書カードNEXT 200枚 131枚
トイカード 100セット 93セット
ジェフグルメカード 150セット 152セット

□12・１月会費の引落し日について
12月分→12月12日㈭　１月分→１月14日㈫
※会費の納入が確認できない場合、慶弔給付・各種助成・退会手続き・チケット購入・主催事業等への申込みや参加はでき

ません。残高不足とならないよう引落し口座をご確認ください。

□入退会・給付金の申請・請求について
　入会・退会の申請の締切は毎月25日（休業日の場合は前営業日）の営業時間内まで、（12月は12月20日まで）また、給付金
の申請の締切は毎月20日（休業日の場合は前営業日）の営業時間内までとなっております。従業員様の入会・退会が確定した
際や、給付金の給付事由が発生した場合にはお早めに申請ください。
　なお、締切日以降に受付けた申請は、翌月の取り扱いとなりますのでご了承ください。
※添付書類や押印に不足があると給付できませんのでお気をつけください。

□給付金・助成金の振込先について
　えふ・サポートは事業所の福利厚生をお手伝いすることを目的としておりますので、給付金・助成金の振込先は原則として、
事業所の会費引落し口座になります。担当者様に確認のうえ振込先記入欄には会費引落し口座をご記入ください。

□2020年4月に小学校・中学校に入学されるお子様をお持ちの会員様へ
　えふ・サポートでは小学校・中学校に入学されるお子様をお持ちの会員様に入学祝金をお贈りいたします。請求には入学
前に保護者あてに届く「入学通知書」の写しが必要になります。「入学通知書」は入学式の日に学校に提出する書類ですので、
事前にコピーをお取りいただき、ご請求の準備をお願いいたします。（ご請求の際、入学通知書の写しがない場合は在学証明
書をご用意いただくようになります）なお、入学祝金の請求書類の受付は４月１日からになります。３月中の受付は出来ませ
んのでお気をつけください。

□10・11月号の会報で募集したイベントの応募状況
～たくさんのご応募ありがとうございました～


