
○●注意事項●○　※下記の内容を必ずお読みください※
＊申込期間終了後はどのような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。
＊新型コロナウイルス感染症等の影響にともない、各種イベント等を中止する場合があります。
＊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。

○●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. ３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844社　会員数7,741名（２０２０. ３. １現在）

会  報 No.141会  報 No.141会  報 No.141 2020.4・5月号

＊福島市の温泉宿泊補助券（※１）　　10,000円分を10名様に
＊四季の里アサヒビール園食事券　　　3,000円分を10名様に
＊福島グリーンパレス食事券　　　　　2,000円分を10組様に

えふ・サポート　３大プレゼント!!
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、恒例のスポーツ観戦バスツアーは中止となりましたので、
主催事業代替企画として、宿泊券と食事券をプレゼントいたします。皆様ふるってご応募ください。

●応募方法　ハガキ・FAX・Eメールで、会員番号・氏名・ご希望の商品名・えふサポートへのご意見・ご
感想を記入うえ、ご応募ください。

●応募締切　2020年４月28日㈫まで
●あ　て　先　「えふ・サポート　３大プレゼント」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。
●当選発表は発送を持って代えさせていただきます。

※１　福島市観光コンベンション協会と宿泊斡旋契約を締結しております、飯坂温泉・土湯温泉・高湯温泉の旅館・ホテルにてご利用い
ただけます。

　　　有効期限は発行日より半年間です
　　　宿泊予約は必ず福島市観光コンベンション協会を通して予約をお願いいたします。
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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。

　受付期間　４月１日㈬～４月15日㈬19：00まで 《抽選》

第42回ネイチャー教室
塩釜仲卸市場・塩竃神社と武田の笹かまぼこ

今年のネイチャー教室は宮城県の塩釜方面です。日本
有数の港町であり、生マグロ水揚量も盛んな塩釜市。
港町独特の歴史や文化を築いた街で、工場見学や笹か
まぼこ焼き体験、新鮮な生マグロ食べ放題の昼食や塩
竃神社参拝など多くの企画が盛りだくさん！！港町で
の体験あり、歴史ありの一日を過ごしてみてはいかが
でしょうか？

●日　　時　2020年５月23日㈯
　　　　　　集合・受付８：45　出発９：00
●集合場所　福島駅西口バスプール
●参　加　費　大人（中学生以上）4,800円（昼食代・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）
●準　備　物　動きやすい服装
※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625万円、入院日額２千円、通院日額１千円、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。

電話・FAX・HPで受付　

主催事業／イベント

《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　松本 幸治
○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 ★
９：00　福島駅西口出発
≪東北道　仙台南部・東部道≫

10：50〜11：40　塩釜仲卸市場
11：50〜13：20　武田の笹かまぼこ
　①工場見学
　②笹かまぼこ焼き体験
　③昼食（新鮮生マグロ食べ放題45分）
13：30〜14：15　塩竈神社参拝＜博物館＞
14：45〜15：10　道の駅おおさき（休憩）

≪東北道≫
17：00　福島駅西口　到着・解散

※時間は予定です。

食 事
朝 ×
昼 ○
夜 ×

主催事業／イベント

太陽は動かない
24時間ごとに死の危険が迫る極限のノンストップ・サスペンス！
人気小説家、吉田修一のサスペンス小説「太陽は動かない」が待望の映画化。主演藤原竜
也、共演竹内涼真、２人は心臓に小型爆弾を埋め込まれ、24時間ごとに秘密組織AN通
信へ定期連絡しなければ爆死する。時間がない！襲い来る数々の困難を乗り越えて、彼
らは明日の太陽を見られるのか…!?
Cast：藤原竜也　竹内涼真　佐藤浩一　市原隼人　鶴見辰吾　宮崎美子　ほか
●日　　時　2020年５月22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　４月１日㈬～４月20日㈪17：00まで 《抽選》 電話・FAX・HPで受付

燃えよ剣
激動の幕末。開国か倒幕に揺れた動乱の時代、武州多摩の“バラガキ”だった土方は、「武
士になる」という熱い思いを胸に、同志らと共に京都へ向かい「新選組」を結成、池田屋
事件、鳥羽・伏見、五稜郭の戦い…。変革の世で剣を手に命を燃やした男たちの信念と
絆。愛と裏切り。圧倒的スケールで描き切る歴史スペクタクル大超作！

〜史上最強の剣客集団『新選組』はいかにして【伝
レ ジ ェ ン ド

説】となったのか？〜
Cast：岡田准一　柴咲コウ　鈴木亮平　山田涼介　伊藤英明　ほか

●日　　時　2020年５月29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　４月２日㈭～４月21日㈫17：00まで 《抽選》 電話・FAX・HPで受付

＊新型コロナウィルス感染症等の影響にともない、各種イベント等を中止する場合があります。
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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）

　受付期間　４月２日㈭～４月16日㈭17：00まで 《抽選》

すっきりヨーガ講習会
ヨーガに興味があっても、まだまだ未経験の方は多いですよね！！
この講習会で行うヨーガは、体操・呼吸法・瞑想をゆったりと行いますので、
初心者やご年配の方でも無理なく気軽に参加いただけます。
少しでもヨーガに興味がある方は、この機会に体験してみませんか？
●会　　場　ラコパふくしま　会議室A
●日　　時　2020年５月31日㈰
　　　　　　受付９：45　教室10：00〜11：45
●参　加　費　無料
●募集人数　25名
●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。
●講　　師　日本ヨーガ学会教授　岩谷　早苗　先生
●準　備　品　ヨガマットまたは大きめのバスタオル・飲み物
※なるべく動きやすい服装でご参加ください。
＊新型コロナウィルス感染症の影響にともない、中止もしくは延期する場合があります。

電話・FAX・HPで受付　

あいきょうさい主催

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。

　受付期間　４月２日㈭12：30～４月７日㈫まで　《先着順》 電話でのみ受付

⃝日　時　2020年５月16日㈯
　　　　　①開場12：15
　　　　　　開演13：00
　　　　　②開場17：15
　　　　　　開演18：00
⃝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）

【舞台】タクフェス　春のコメディ祭！
仏の顔も笑うまで

出演　宅間孝行　モト冬樹　水夏希　樋口日奈（乃木坂46）　八木将康（劇団EXILE）　他

全席指定 8,000円→会員料金7,200円

あっせん枚数　各20枚
（１会員２枚まで・発送チケット）

※未就学児入場不可

　受付期間　４月３日㈮12：30～４月10日㈮まで　《先着順》 電話でのみ受付

⃝日　時　2020年７月４日㈯
　　　　　開場16：00
　　　　　開演17：00
⃝会　場　とうほうみんなの文化
　　　　　センター　大ホール
　　　　　（福島県文化センター）

WAHAHA本舗全体公演
「王と花魁」

出演　柴田理恵　久本雅美　他

S　席　8,000円→会員料金7,100円

あっせん枚数　30枚
（１会員２枚まで・発送チケット）

※未就学児童の入場はご遠慮願います

＊新型コロナウィルス感染症等の影響にともない、各種イベント等を中止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。

　受付期間　４月３日㈮12：30～４月10日㈮まで　《先着順》 電話でのみ受付

ディズニー・オン・アイス日本公演35周年を記念した特別なショーがやってくる！
プロジェクションマッピングを駆使した新次元の異空間体験、想像を超える数々のアクロバット演出、ワールドクラスのスケート技術。
あなたをこれまでに無い感動と興奮へ導きます！
そして、続編が大ヒットした「アナと雪の女王」をはじめ、「アラジン」、「リトル・マーメイド」「トイ・ストーリー」など世代を超えて愛さ
れる作品の数々が会場を盛り上げます！

タテのカギ
１．ことばの意味を判断して理解すること。
２．父〇。母〇。
３．頭にかぶるもの。
５．数学の〇〇〇〇。
７．『くだもの』は漢語で？

おもしろ　クイズラリー
今月号はクロスワードです！クロスワードをすべて解いて、その中のABC
を組み合わせると３文字の言葉になります。その言葉を答えてださいね！

今月はWAONカード!!

ディズニー・オン・アイス　「JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY」

※大人（中学生以上）、子ども（３歳以上～小学生以下）
※２歳以下のお子様は大人１名につき１名まで膝上無料。但しお席の必要な方は有料。
※演出の都合上、一部お席から柱等の死角により観え難いお席があります。予めご了承ください。
※公演時間：約２時間（途中休憩あり）　※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
※車椅子でご来場のお客様はお手数ですが公演前にディズニー・オン・アイス東北公演事務局（キョードー東北内）022−217−7788
　［平日11：00～18：00／土曜10：00～17：00］までご連絡ください。
※このご案内ではSS席のみのお取り扱いです

※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９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９月末まで ４，８００円（４枚） ３，２００円（４枚） ２０セット

受付期間　４月６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

ヨコのカギ
１．これからチョコレートを作る。
４．〇〇〇バス。〇〇〇列車。
６．ツノのある動物。
８．ミルクをだす動物。
９．→
10．足にはくもの。
11．「寄付」はなんと読む。

●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「WAONカード　2,000円分」をプレゼントいたします。
●応募締切　2020年４月24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下さい。

※前回No.140の正解は、「２」でした。応募総数43件　正解41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・ご希望ありがとうございました。

●対象日時　2020年
　　　　　　７月 ９ 日㈭　①19：00
　　　　　　７月10日㈮　②11：00
　　　　　　　　　　　　　③15：00
　　　　　　　　　　　　　④19：00
　　　　　　７月11日㈯　⑤10：00
　　　　　　　　　　　　　⑥14：00
　　　　　　　　　　　　　⑦18：00
　　　　　　７月12日㈰　⑧10：00
　　　　　　　　　　　　　⑨14：00
●会　　場　ゼビオアリーナ仙台

①②③④
SS席　大　人6,000円→会員料金4,500円
SS席　子ども5,000円→会員料金3,500円
⑤⑥⑦⑧⑨
SS席　大　人6,800円→会員料金5,800円
SS席　子ども5,800円→会員料金4,800円

あっせん枚数　各公演10枚
（１会員４枚まで・発送チケット）

ⒸDisney

＊新型コロナウィルス感染症等の影響にともない、各種イベント等を中止する場合があります。
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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）

商品券あっせん（抽選）　FAX 024－528－2287　※下記の内容を必ずお読みください※
○●商品券の申込み方法●○　
・利用ガイドP.78「チケット等申込書」の空欄に必要事項をご記入いただきFAX（24時間受付）していただくか、えふ・サポートHP内のバナー「ネットでらくら

く！申込みフォーム」から「各種お申込み」フォームに必要事項を入力し、送信してください。
・１会員年度内２枚（２セット）までのご購入になります。
・必要事項は、会員番号・会員氏名・連絡先・商品券送付先（事業所（えふ・サポートに登録されている代表事業所の住所）か自宅）・希望商品券名・購入希望枚

数（セット数）（各商品券最大２枚（２セット）まで）です。お申込みの際、必ず枚数（セット数）をご記入ください。ご記入がない場合は１枚（１セット）のお申込
みとさせていただきますので、ご了承ください。

○●料金の納入と受け渡し方法●○
・抽選の結果、当選者のみ商品券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。なお、落選通知

は行いません。
・当選者全員からの入金を確認した後での発送となりますので、納付期限は必ず守ってください。（入金確認は１週間程度かかります。）
○●注意事項●○
＊商品券はお申込み後のキャンセル・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。

図書カードNEXTあっせん
全国の加盟書店でご利用いただけるカードです。

商品券あっせん

　受付期間　４月７日㈫～４月８日㈬19：00まで（必着） 《抽選》 FAX・HPで受付　

※絵柄は変更になる可能性もあります。

●１会員年度内２枚まで
●発送チケット

図書カードの額面 あっせん価格 有効期限 あっせん数
３, ０００円 ２, ５００円 約１０年 ２００枚

　受付期間　４月９日㈭～４月10日㈮17：00まで（必着） 《抽選》

ジェフグルメカードあっせん〜全国共通お食事券〜

●１会員年度内２セットまで
●発送チケット

全国35,000店の大手外食店でご利用いただける便利なお食事券です!!
有効期限はありませんので、ギフトや家族・職場の仲間との外食にお役立てください
※ジェフグルメカードを使える加盟店の詳細は、ジェフグルメカードのホームページでご確認ください。

商品券の内容 あっせん価格 あっせん数
５, ０００円

（５００円×１０枚） ４, ０００円 １５０セット

商品券あっせん

FAX・HPで受付　

　受付期間　４月13日㈪～４月14日㈫17：00まで（必着） 《抽選》

こども商品券　トイカードあっせん

●１会員年度内２セットまで
●発送チケット

有名百貨店、おもちゃの専門チェーン店、スーパーのおもちゃ
売り場などで、おもちゃはもちろん、ベビー・子ども服の購入
にもご利用いただける、子どもの為の商品券です。

商品券の内容 あっせん価格 有効期限 あっせん数
５, ０００円

（５０0円×１０枚） ４, ０００円 ２０２４年
１２月末まで １００セット

商品券あっせん

FAX・HPで受付　

お知らせ

　2020年４月に小学校や中学校に入学された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の
でご請求をお願いいたします。
必要書類　①給付金請求書兼証明書（2019年４月発行の利用ガイド　P.66）※必要事項の記入・押印済のもの

②「入学通知書」または「合格通知書」のコピー ※入学通知書は入学式で学校へ提出しますので、事
前にコピーをとってご準備ください。コピーをとらずに学校へ提出してしまった場合は「在学証
明書」をお取りください。

請求方法　上記①、②の書類を窓口または郵送でご提出ください。事業所の会費引落し口座へお振込みいた
します。（毎月の締日、振込日につきましては利用ガイドP.19に掲載しておりますのでご確認くだ
さい）※書類や印鑑に不備があると受付できませんのでお気をつけください。

★☆小学校・中学校の入学祝金について☆★
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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。

令和２年度の事業計画および収支予算が理事会で承認されました。
令和２年度 事業計画・収支予算を報告します

●事業計画（実施時期は変更する場合があります）

《春　４〜６月》
・スポーツ観戦バスツアー　・ネイチャー教室　ほか
《夏　７〜９月》
・ビアパーティー　・日帰りバスツアー
・手工芸教室　・料理教室　ほか

《秋　10〜12月》
・ネイチャー教室　・ディズニー日帰りバスツアー
・手工芸教室　・料理教室　・クリスマスパーティー　ほか

《冬　１〜３月》
・料理教室　・日帰りバスツアー　・手工芸教室
・日本酒の夕べ　・ライフプランセミナー　ほか

《その他》　・CINEMA倶楽部　・各種共催事業　など
●収支予算
　収入� 106,891千円
◦会費等収入� 56,830千円
◦補助金収入（福島市）� 19,500千円
◦事業運営収入� 19,527千円
◦雑収入　他� 11,034千円

　支出� 106,891千円
◦事業費� 85,240千円
◦管理運営費� 21,619千円
◦運営積立金　他� 32千円

雑収入　他
11,034千円
11％

事業運営収入
19,527千円
18％

補助金収入
（福島市）
19,500千円
18％

会費等収入
56,830千円
53％

管理運営費
21,619千円
20％

事業費
85,240千円
79％

運営積立金　他
32千円
1％

お知らせ

お知らせ

　通常、毎月の会費引落日は12日（休業日の場合は翌金融機関営業日）ですが、祝日が重なり金融機関での手
続きを通常通り行うことが難しいため、2020年は下記のとおり一部引落し日を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。

★☆2020年の会費引落し日変更について☆★

　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、祝日が重なり金融機関での手続き
を通常通りに行うことが難しいため、また、新規会員様への会員証等の送付を月内に完了することが難しい
ため、2020年度は下記のとおり締日を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。

★☆2020年度の入退会届の締日について☆★

　　　変更前　　　　　　　　　変更後
2020年５月14日㈭　→　2020年５月15日㈮
2020年８月12日㈬　→　2020年８月13日㈭

　　　変更前　　　　　　　 　　変更後
2020年12月25日㈮　→　2020年12月18日㈮
2021年 ２ 月25日㈭　→　2021年 ２ 月19日㈮

2019　えふ・サポート　日本酒の夕べ報告

　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にちなみ、令和２年２月21日㈮に、ラヴィバレ
で「えふ・サポート　日本酒の夕べ」を開催しました！
　２回目の今回は、28名の方に参加していただきました。「造り手から見た日本酒のおいしさ」と題し、司
会と講師で分かりやすい内容で日本酒の色々な知識をご教示いただきました。セミナー後のパーティーで
は、各テーブルに置かれているたくさんの日本酒を堪能していただきました。料理が出るたびに「この料理
にはこの日本酒が合いますよ」との講師からの一言、皆様も日本酒の種類の違いや奥深さを実感していただ
けたと思います。抽選会の賞品として、（株）福島丸公様より海産物も提供いただき参加者の皆さんは当選に
盛り上がりました。
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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）

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。

割引指定店情報
●店舗移転のお知らせ
　（有）泉サービスセンター　泉字堀ノ内前１−20　→　北矢野目字窪田23－５
●契約終了のお知らせ
　・福島いこいの村なみえ（2020年３月末で終了）

NHK朝の連続テレビ小説「エール」放送記念企画“第１弾”
古関裕而生誕110年記念スポーツ日本の歌〜栄冠は君に輝く〜CDプレゼント!!

　えふ・サポートでは、福島市出身の作曲家・古関裕而と、妻・金子をモデルとしたNHK朝の連続テレビ
小説『エール』放送を記念し、３回にわたりプレゼント企画を実施します！
●応募方法　ハガキ・FAX・Eメールで、会員番号・氏名・えふサポートへのご意見・ご感想・CD希望と

記入のうえ、ご応募ください。抽選で２名の方にCDをプレゼントいたします。
●応募締切　2020年４月28日㈫まで
●あ　て　先　「えふ・サポート　エール」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。

※当選発表は発送を持って代えさせていただきます。

●新規割引指定店（会員と登録家族も利用できます。）●
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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　EメールはHPの「お問い合わせ」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

⇦

□４・５月会費の引落し日について
４月分→４月13日㈪　５月分→５月15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・退会の申請の締め切りは毎月25日（休業日の場合は前営業日）の営業時間内まで、
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ご申請ください。
なお、締切日以降に受付けた申請は、翌月の処理となりますのでご了承ください。
※添付書類や印鑑に不備があると給付できませんのでお気をつけください。

□慶弔給付金の申請方法について
給付金の申請時、書類に不備がある場合は受付することができないため、書類の再提出をお願いしております。
申請の前に下記の事項について特にご留意くださいますようお願いいたします。
・申請は事由発生日以降にお願いいたします。（例：入学祝金は４月１日以降、還暦祝金は60歳の誕生日以降など）
　なお、書類のご提出が事由発生日以降であっても、書類に記入されている日付が事由発生日以前である場合は受付するこ

とができません。
・印鑑は朱肉を使って認印を押印ください。（スタンプ印不可）
・修正液や修正テープはご使用いただくことができません。（誤記入があった場合は二重線を引き、訂正印を押印ください）
・結婚祝金の申請の際は婚姻後の姓をご記入ください。（配偶者氏名欄も同様）
　書類の記入方法についてご不明な点がある場合は、お気軽にえふ・サポートまでお問い合わせください。

□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。振込手数料縮減にご協力お願いします。振込先記入欄には担当者様に確認のうえ会費
引落し口座をご記入ください。

□２・３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

※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、できる限りお応えいたしました。

主催事業

イベント名 募集人数 応募人数 実績

フラワーアレンジメント講習会 30名 61名 30名

手作りパン教室（午前・午後） 各12名 56名 24名

CINEMA倶楽部　

　２分の１の魔法<吹替え> 100名 110名 110名

チケット

チケット名 募集枚数 応募枚数
米村でんじろう　おもしろサイエンスショー 各20枚 ２枚
第五回笑門来福四人会 in ふくしま 各20枚 40枚
ぐっさんのハッピーオンステージ 20枚 ３枚
全国50ヶ所ツアー in 郡山
金子三勇士　スペシャルコンサート 20枚 ３枚
35周年記念公演　立川談春　独演会2019 20枚 ８枚
ゆず 30枚 30枚
図書カードNEXT 200枚 118枚
ジェフグルメカード 100セット 100セット
トイカード 100セット 60セット
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

□■□次回掲載予告□■□

【主催事業】��ビアパーティー、手工芸教室、親子料理教室、
　　　　　日帰りバスツアー、CINEMA倶楽部ほか（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11月末）、市営日帰り入浴券ほか

２月・３月に新規入会された
会員事業所をご紹介します

・（有）菅野房吉商店
・桃李美容室　・（有）齋藤覺商店

（敬称略・順不同）

★☆ ★☆


