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《ご注意ください！》　12月の入退会締切日は、12月22日㈭になっております！

《えふ・サポート情報誌　偶数月発行》　加入状況　事業所数770社　会員数7,467名 （２０２２.１１. １現在）

会  報 No.157会  報 No.157会  報 No.157 2022.12月・2023.1月号

ＦＡＸ０２４-５２８-２２８７
受付時間　24時間365日
利用ガイドP.82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。

ＴＥＬ０２４-５２８-２２８８
受付時間　８：30～17：00
　　　　　12月21日㈬・１月18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.4をご覧ください。

【受付期間】　
　①ホテル福島グリーンパレス ：12月１日㈭～
　②Ki-ichigo（キイチゴ） ：12月１日㈭～
　③・④クーラクーリアンテ サンパレス ：12月２日㈮～

※いずれも定員になり次第終了

 《Xmasパーティー代替企画Part①》 Xmasディナー・ランチお食事券 ≪先着≫ 電話受付のみ 
【ご利用方法・注意点】
①ご利用になりたいレストランを下記より選びます。
②えふ・サポートに申込をします。（先着・定員になり次第終了）
③えふ・サポートで申込が出来たら、レストランへ直接お電話で予約をします。
④予約の際、えふ・サポート会員である旨をお伝えください。
⑤予約が取れたら、当日「お食事券」と「会員証」を持参の上ご来店ください。
　なお、お食事券は後日送付いたします。
※必ずえふ・サポートでお申込みをした後に、レストランへご予約ください。
※お食事券は、登録家族の人数分までご利用いただけます。それを超える分
につきましては、通常料金のお支払いになります。

※11月HPで募集しました先行受付の申込状況により、①③④に
ついては下記の募集人数を超えて承る場合がございます。

●場　　所：太田町13-53
●利用期間：2022年12月１日㈭～12月27日㈫
●営業時間：◆17：00　◆17：30　◆18：00
　　　　　　＊上記以外の時間帯は要相談
●料　　金：通常5,000円➡会員料金3,500円（税込）

●利用日 ：⑴2022年12月23日㈮18：00～
　 　　　  ⑵2022年12月25日㈰17：30～
●料　金：通常5,000円➡会員料金3,500円（税込）

●利用日 ：⑴2022年12月17日㈯12：00～
　 　　　  ⑵2022年12月25日㈰12：00～
●料　金：通常3,000円➡会員料金1,800円（税込）

●場　所：上町４-30
●電　話：0120-233-809

●場　　所：三河南町１-20（コラッセふくしま12F）
●利用期間：2022年12月１日㈭～12月26日㈪
●営業時間：17時30分～
●料　　金：通常5,000円➡会員料金3,500円（税込）

夜景をみながら楽しむお食事

ロマンチックな雰囲気で
お食事を堪能！

大人の雰囲気で
　安心のお食事

最高にお洒落な
　　お部屋でのお食事

募集人数
70名

募集人数
50名

○●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。
＊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。

【①ホテル福島グリーンパレス レストラン楓】 ★ディナー★ 【③・④クーラクーリアンテ　サンパレス】

★③ディナー★　（下記２日間限定・最少催行人員10名）

☀④ランチ☀　（下記２日間限定・最少催行人員10名）
【②Ki-ichigo （キイチゴ）】 ★ディナー★

★メニュー★
〇帆立貝柱のラビゴットソースイクラ添え
〇マグレカナールのロースト　　　　　
　ポーチドエッグ添え　トリュフの香り
〇真鯛のポテト包み焼きエビソース　

〇グラニテ
〇国産牛サーロインステーキ　ボルトソース

〇彩サラダ　〇パン　
〇クリスマスデザート
〇ソフトドリンクバー付き

ディナー
募集人数
計30名

ランチ
募集人数
計20名

★メニュー★
〇季節のカルパッチョサラダ仕立て　　
　　　シーフードとポテトのブルギニヨン風
〇海の幸ときのこのブイヤベーススープ
〇牛ロースステーキ　シャリアピンソース
〇和モダンSushiと蟹のロワイヤル
〇季節のデザート＆Coffee

★メニュー★
〇豆乳のクリーム　生ハム添え
〇真鯛とイセエビのマリネ

〇オマールエビのビスク　ロワイヤル仕立て
〇金目鯛のヴァプール　和風クリームソース
〇牛肉の赤ワイン煮込みと　　　　　　　
　　　チキンのモッツアレラチーズ包み焼き

〇手毬寿司　お吸い物
〇パティシエ特製デザート　〇コーヒー

★メニュー★
〇前菜盛り合わせ　　　　　　　　
　　・ムース２種（生ハム・パプリカ）　
　　・天使の海老のマリネからすみ風味
・鴨の和風ロースト　　　　　
・野菜のマリネテリーヌ添え　

〇鮮魚の西京焼き　ヴァンブランソース
〇牛肉の香草風味　グラタン仕立て　　
〇手毬寿司　お吸い物　　　　　　　　
〇パティシエ特製デザート　〇コーヒー

★新規会員募集中★
未加入事業所の紹介も
　　お待ちしております！
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HPを活用しましょう！各種申込はもちろん、「お知らせ」掲示板には、最新情報が掲載されていますので、定期的にチェックを！

え ふ サ ポ Ｃ Ｉ Ｎ Ｅ Ｍ Ａ主催事業／イベント

●場　　所：フォーラム福島 ●有効期間：下記記載のとおりとなります。
●会員価格：700円（通常料金1,800円） ●購入資格：会員本人と登録家族（３歳以上）
●募集人数：各作品70名（抽選）※２作品とも応募できます。
●お申込みが定員を超えた場合は抽選とさせていただき、ご当選者には当選通知ハガキを送付いたします。
●購入期間：それぞれ下記の期間までに、『えふ・サポート窓口』で会員証と当選通知ハガキを提示して購入ください。
※鑑賞券に明記された本人に限り有効です。
※購入後のキャンセル・交換は一切できませんので予めご了承ください。

◆12月21日㈬は窓口延長のため19：00まで営業しております◆

Dr.コトー診療所

THE LEGEND & BUTTERFLY

山田貴敏による同名マンガをもとにした「Dr.コトー診療所」は、志木那島の人々の
関わりを通して命の尊さを描く医療ドラマ。第１期2003年に、第２期2006年に
フジテレビ系列でドラマ放送された作品。16年ぶりの続編となる劇場版では、コ
トーの新たな物語がつづられる。

CAST：吉岡秀隆　柴咲コウ　時任三郎　大塚寧々　大森南朋　泉谷しげる　他

尾張国の大うつけ織田信長（木村拓哉）と敵対する隣国美濃の斎藤道三の娘・濃姫（綾
瀬はるか）の政略結婚という形で出会った二人は激しくぶつかるが、今川義元との戦
で一緒に戦略を練ったことから二人は固い絆で結ばれるようになる。そこから天下
統一に向かって歩みだす。「愛すか殺すか」二人の絆はどうなっていくのか。豪華キャ
ストも見どころです

　受付期間　12月１日㈭～12月６日㈫17：00まで ≪抽選≫　 電話・FAX・HPで受付

　受付期間　１月６日㈮～１月11日㈬17：00まで ≪抽選≫ 電話・FAX・HPで受付

アロマワックスサシェ教室
会員の皆様のご要望にお応えし、リベンジ企画！飯舘村や福島県内の草花で作ったドライフラ
ワーでアロマワックスサシェを作ってみませんか？火を灯さないキャンドルオブジェです。
ふくしまのろうそく作家で飯舘村地域おこし協力隊としてSNSやテレビなどで活躍されている
大槻美友先生を招き、アロマの香りで癒されてみませんか♪

●日　　時　2023年１月21日㈯　受付９：45　講習会10：00～12：00
●会　　場　サンライフ福島　大研修室（北矢野目字壇ノ腰６-16）
●参 加 費　900円
●講　　師　ふくしまのろうそく作家　大槻美友 先生（工房マートル）
●準 備 物　エプロン
●募集人数　15名（最少催行人員６名）
●参加資格　会員本人と登録家族（小学生以上）　※受付時に本人確認を行います。

　受付期間　12月５日㈪～12月９日㈮17：00まで ≪抽選≫ 電話・FAX・HPで受付 

【有効期間】12月16日㈮～12月30日㈮
【購入期間】12月９日㈮～12月15日㈭まで

【有効期間】１月27日㈮～２月10日㈮
【購入期間】１月16日㈪～１月25日㈬まで
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《ご注意ください！》　12月の入退会締切日は、12月22日㈭になっております！

今回は、地元福島のお酒と名産品をセットにした「福袋」の販売になります！日本酒好きの方から初心者
の方までが楽しめる福袋を用意いたしました。お正月は、家族で炬燵を囲み、福島の味に舌鼓をうちな
がら楽しい一時を過ごしませんか♪

コース名 内　容 通常価格 あっせん価格 あっせん数
おしゃれに楽しみたい！
お気軽コース

◆峰の雪酒造場ハツユキソウ　グレープ（720ml）
◆クリームチーズの仙臺みそ漬／川俣シャモやわらかつまチキ
◆ぐい呑み（会津塗　黒・朱ぼかし）

５，０００円相当 ３，５００円 ２０セット

いろんな味を楽しみたい！
呑み比べコース

◆寿々乃井大吟醸（720ml・2022年全国新酒鑑評会金賞受賞酒）
◆純米吟醸末廣／純米酒月弓（各300ml・金賞受賞蔵）
◆川俣シャモジャーキー／おくやの塩ゆでピー

６，０００円相当 ４，２００円 ２０セット

呑みたかったこの１本！
贅沢コース

◆豊国酒造　純米大吟醸「超  PREMIUM」
（720ml・令和４年秋季県知事賞受賞酒）

◆会津地鶏缶詰とりかわ山椒／香の蔵あん肝のみそ漬
６，０００円相当 ４，２００円 １０セット

●応募方法　電話・FAX・メールで、会員番号、氏名、お電話番号、ご希望のコース名、受け取り希望日（下記受取期間内）をご
記入の上ご応募ください。

●当選発表　当選者には、申込締め切り後１週間以内に購入通知書を送付いたします。　
●受取方法　下記受取期間内にえふ・サポート窓口で直接の購入となります。
●受取期間　12月14日㈬～12月23日㈮　＊土日は除く。12月21日㈬は窓口延長のため19時まで営業しております。

●日　　時　2023年１月７日㈯
　　　　　　15：00～15：45
●受　　付　14：15～14：40まで　時間厳守

※参加者全員が揃ってからの入場となります。
※受付は、えふ・サポート臨時受付で行います。
　こむこむの受付窓口では、対応しておりません。

●会　　場　福島市子どもの夢をはぐくむ施設
　　　　　　《こむこむ》 （早稲町1-1）

　受付期間　12月７日㈬～12月20日㈫17：00まで 《抽選》  電話・FAX・HPで受付　

　受付期間　12月１日㈭～12月11日㈰17：00まで 《抽選》 FAX・HPで受付　

　受付期間　12月１日㈭～12月７日㈬17：00まで ≪抽選≫ 電話・FAX・HPで受付　

こむこむプラネタリウム観賞会

《Xmasパーティー代替企画Part2》　Xmasケーキあっせん販売

《日本酒の夕べ代替企画》　日本酒「福袋」あっせん販売

●募集人数　20名（最少催行人員10名）
●参 加 費　無料
●参加資格　会員本人と登録家族　
※受付時に本人確認させて頂きます。
※４歳未満の子どもが席を占有する場合は、
　１人といたします。

冬の夜空をゆっくり
見たことはありますか？
静かに夜空を眺めて、

星の話に耳を傾けてみましょう♪

クリスマスにはやっぱりケーキが欲しい!!
今回は菓子店を営んでおられる会員事業所様（２店舗）のご協力を頂き、
会員の皆様にクリスマスケーキを特別価格で販売いたします。

【PATISSERIE SEISENDO 菓匠 清泉堂】
　●住　所　南沢又字柳清水19-16
　●電　話　024-557-1758
　昭和15年創業の老舗
　数々の受賞歴あり

あっせん数：10個

【菓子 美ずはら】
　●住　所　松川町鼓ヶ岡36-2
　●電　話　024-567-5260
　直径18cmの
　でっかいシューが有名です！

あっせん数：５個

※写真はイメージです

※写真はイメージです

【お申込み方法等】
●応募方法　FAX・HPで、会員番号・氏名・電話番号・希望の店舗

名・えふ・サポートへのご意見・ご感想を記入の上、ご
応募ください。

　　　　　　なお、お申込みは、１会員１個まで（両方の申込は不可）
●当選発表　当選者には、当選通知書と納付書を送付いたします。
　　　　　　当選者全員の入金確認後ケーキ引換券を送付いたします。
●受取方法　2022年12月24日㈯にケーキ引換券をもって、

各店舗でケーキをお受け取りください。
●注意事項　受取日は2022年12月24日㈯のみになります。

【ケーキの内容】　＊２店舗とも共通になります。
●サ イ ズ　６号（直径18cm）
●価　　格　通常価格4,500円 ➡ あっせん価格3,000円（税込）



チ
ケ
ッ
ト
あ
っ
せ
ん

4
HPを活用しましょう！各種申込はもちろん、「お知らせ」掲示板には、最新情報が掲載されていますので、定期的にチェックを！

チケットあっせん Tel024－528－2288 ※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。

映画館名 有効期間 会員料金 あっせん数

イオンシネマ（全国共通） 2023年１月～６月末まで ４，０００円（４枚） ２５セット

フォーラム福島 2023年１月～６月末まで ３，２００円（４枚） １５セット

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

●購入期間　12月13日㈫～12月21日㈬
※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。
　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。

◆　イオンシネマ　フォーラム福島　映画鑑賞券あっせん　◆

日高志野ピアノ・リサイタル ～人気沸騰中の若手ピアニスト、福島市初登場！～
受付期間　12月７日㈬～12月27日㈫17：00まで ≪抽選≫  電話・FAX・HPで受付

●日　時　2023年１月29日㈰
　　　　　開場13：30 ／ 開演14：00
●会　場　ふくしん夢の音楽堂　大ホール
　　　　　（福島市音楽堂）
●プログラム（予定）
　・ラフマニノフ：前奏曲「鐘」Op.3-2
　・ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」ほか

券　種 一般前売価格 会員料金 あっせん枚数

シングル ２，５００円 １，９００円 ２０枚

横浜シンフォニエッタ ～日本が世界に誇るマエストロが福島に登場！～
受付期間　12月５日㈪～12月23日㈮17：00まで ≪抽選≫  電話・FAX・HPで受付

●日　時　2023年１月20日㈮　
　　　　　開場17：00 ／ 開演18：00
●会　場　ふくしん夢の音楽堂　大ホール
　　　　　（福島市音楽堂）
●出演者　山田和樹（指揮）、
　　　　　古海行子（ピアノ）
●プログラム（予定）
　・シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54
　・ブラームス：交響曲第２番 ニ長調 Op.73

券　種 一般前売価格 会員料金 あっせん数
Ｓ席ペア １０，８００円 ８，１００円 Ｓ席ペア・Ｓ席

あわせて20名様分Ｓ席 ６，０００円 ４，５００円
Ａ席ペア ７，２００円 ５，４００円 Ａ席ペア・Ａ席

あわせて20名様分Ａ席 ４，０００円 ３，０００円

●全席指定席
●１会員登録家族数まで・発送チケット
　※未就学児の入場はできません

●全席指定席
●１会員登録家族数まで・発送チケット
　※未就学児の入場はできません



チ
ケ
ッ
ト
あ
っ
せ
ん
・
３
温
泉
地
宿
泊
・
施
設
利
用
補
助
券
あ
っ
せ
ん

5
《ご注意ください！》　12月の入退会締切日は、12月22日㈭になっております！

受付期間　12月５日㈪～１月10日㈫17：00まで ≪抽選≫ 電話・FAX・HPで受付

劇場が、愛と希望の海になる。劇団四季とディズニーの
新次元ミュージカル、ついに仙台へ！

●対象公演日　
　①2023年２月 ４日㈯　開演13：00
　②2023年２月12日㈰　開演13：00
　③2023年２月15日㈬　開演13：30
　④2023年２月18日㈯　開演17：30
　⑤2023年２月24日㈮　開演13：30
●会　場　
　東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
　仙台市青葉区国分町3-3-7

劇団四季 ディズニーミュージカル
『リトルマーメイド』

公演日 券　種 一般前売価格 会員価格

①②
大　人 １２，１００円 １０，６００円

子ども ６，０５０円 ５，０００円

③④⑤
大　人 １１，０００円 ９，５００円

子ども ５，５００円 ４，５００円

●券　種　全席ファミリゾーンＳ席・指定席
　　　　　（大人：中学生以上　子ども：３歳～小学生）

●あっせん枚数　各公演　20枚まで
　　　　　　　　（１会員登録家族枚数まで・発送チケット）
＊子ども料金は、ご観劇当日３歳以上　小学生以下の方が対象です。
＊２歳以下のお子様は入場不可。
＊大人料金のみ購入の場合でも、ファミリーゾーンＳ席でのご案内となります。
＊急きょ公演の中止や詳細が変更となる可能性がございます。

指定宿泊施設が増えました！
～ 寒い冬は♨温泉♨で身も心もぬっくぬく♪ お湯に入って一声！あ～～幸せ!! ～
新しく指定宿泊施設利用助成券の使える福島市内（￥3,000）の旅館が増えました。
身体に良い名湯・自慢の料理・落ち着くお部屋・心からの接客をご堪能ください。

お知らせ

飯坂
 祭屋湯座衛門
 飯坂町字鍋沢4-1
 024-542-2345

飯坂
 くつろぎの宿　華滝　
 飯坂町湯野字上川原1-12
 024-542-3326

飯坂
 福すむ宿　福住旅館
 飯坂町字若葉町27
 024-542-4211

高湯
 旅館　玉子湯　
 町庭坂字高湯7
 024-591-1171

補助券の内容 あっせん価格 使用期限 温泉地 あっせん数

１０，０００円 ８，０００円 令和５年11月30日まで
（11月29日宿泊分まで） 飯坂、※土湯、高湯 各２０枚

●１会員年度内２枚まで
●発送チケット

福島市内３温泉地の宿泊・施設利用補助券をあっせんいたします。是非、ご利用ください！

受付期間　12月１日㈭～12月７日㈬17：00まで≪抽選≫ FAX・HPで受付

♨３温泉地（飯坂・土湯・高湯）宿泊・施設利用補助券あっせん

【ご注意点】
　・ 利用できる旅館・ホテルは、「飯坂温泉観光協会」「土湯温泉観光協会」「高湯温泉旅館協同組合」に加盟してい

る施設になります。加盟しているかは、各HPでご確認ください。なお、３温泉地共通の宿泊・利用補助券で
はありませんので申込みの際は、必ず希望の温泉地を記入してください。

　・ 本補助券とえふ・サポート発行の「宿泊助成券」は併用できますが、それ以外の割引サービス（国・自治体等の
制度）の併用が可能かは、直接施設等にご確認ください。

　※土湯温泉の施設については、必ず「土湯温泉観光協会」を通じてご予約ください。
　※購入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、予めご了承ください。

※　ご利用の際の注意点！　※
えふ・サポートの助成券と他の助成制度（国や自治体で行っているもの等）を併用される場合は、ご予約の際、必ず宿泊施設に併用が可能
かの確認をお願い致します。なお、指定宿泊施設利用助成券の詳細については、ガイドのＰ41以降をご参照ください。
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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１日㈭からです。
　①FAX・郵送で：利用ガイドP.79「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、お早めにお申し込みください。

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」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★2022年12月１日～2023年３月31日

券　　種 通常料金 助成券利用

１日券

大　人 3,700円 3,200円

小　人・シニア 2,700円 2,200円

※小人は３歳～小学生　※シニアは60歳以上

12月24日㈯オープンリステルスキーファンタジア
耶麻郡猪苗代町　
TEL：0242-66-2233

●対象券種　１日券
　※その他詳細等はHP又はお電話にて、
　　ご確認をお願い致します。
　※リフト券購入時に助成券の提出をお願い致します。

12月３日㈯オープン箕輪スキー場
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
　※年末年始に関しては有料。
　　普1,000円　大2,000円

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

12月17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
　（シニア・大人・子ども）
●駐 車 場　全日無料
　（24時間利用可）
　※年末年始12／29㈭～１／３㈫は休日料金

券　　種 通常料金 助成券利用

１日券

大人 平　日　4,200円
休　日　4,700円 2,350円

シニア 平　日 　3,200円
休　日　3,700円 1,850円

子ども 平　日 　3,200円
休　日　 3,700円 1,850円

※子どもは小学生。未就学児はリフト無料。
※シニアは60歳以上。（要身分証明）
※月曜日は定休日（ １／２㈪・１／９㈪は営業 ）

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 区　分 正規料金
助成券利用

平日 土日祝、12／27～１／５

１日券

大　人
（中学生以上） 4,500～5,900円 3,400円 3,900円

子ども
（小学生） 3,000～3,900円 2,200円 2,700円

※リフト乗車は大人１名様に対し、未就学児１名様同伴にて乗車無料。
※正規料金（現地リフト１日券料金）はカレンダーにより変わります。
詳しくはグランデコホームページをご確認ください。
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券種 通常料金 会員証提示 助成券利用

１
日
券

平日
大人 3,500円 3,200円 2,700円
シニア 3,100円 2,800円 2,300円
小人 2,200円 2,100円 1,600円

土日
祝日
年末年始

大人 4,300円 4,000円 3,500円
シニア 3,800円 3,500円 3,000円
小人 2,600円 2,500円 2,000円

※小人は、小学生及び未就学児（リフト無料）　※シニアは、60歳以上（要証明）
※年末年始：12月29日～１月３日

12月24日㈯オープン予定

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24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・
　　　　　　回数券（８回）

●○●○「えふ・サポート」年末年始の業務について●○●○
★☆年末年始の休業日について☆★
　12月29日㈭から１月３日㈫まで年末年始のお休みになります。
★☆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16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４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28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、2022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困難なため、12月
のみ締日を12月22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。

●○12・１月の窓口延長業務について●〇
・窓口延長業務対象日：12月21日㈬、１月18日㈬のみ19：00まで営業

　その他の水曜日の窓口営業時間は８：30～17：00までとなります。なお、状況により窓口延長業務の変更可能性があります。
変更になった場合はHPでご案内します。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。

お知らせ

券　　種 大　　人 助成券利用

１ 日 券 5,500円 4,400円

５時間券 4,400円 3,400円

※小学生以下無料、シニアは60歳以上（要証明）

12月10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
TEL0237-41-5555

●対象券種　１日券・５時間券

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
●対象期間　12月24日～３月12日
※定休日等詳しくは、
　スキー場公式ＨＰをご確認ください。

券　種 通常料金 助成券利用

１日券

大　人 5,200円 4,700円

学生・シニア 4,200円 3,700円

小学生 3,900円 3,400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

11月26日㈯オープン予定天元台高原
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 6,300円 5,800円

小　人 3,200円 2,700円

シニア・中高生 5,500円 5,000円

※シニアは60歳以上、小人は小学生以下

12月10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
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発行／編集【お申し込み・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「お問合せ」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（12月21日㈬・１月18日㈬のみ19：00まで）　《定休日》土・日・祝日、年末年始

⇦

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、「個人情報保護法」をはじめ、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

□12・１月会費の引落し日・入退会の締め切り日について
会費の引落日：12月分→12月12日（月）　１月分→１月16日（月）
入退会締切日：12月　→12月22日（木）　１月　→１月25日（水）
※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。

□給付金の申請・請求について
　給付金の申請の締め切りは毎月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。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。
※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。

□給付金・助成金の振込先について
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。振込先記入欄には担当者様に確認のうえ会費
引落口座をご記入ください。

□えふ・サポートの「ホームページ」をご活用ください！
様々な事情で会報発行月（偶数月）の１日までに会報がお手元に届かない場合は、ホームページで最新の会報をご覧頂くこと
ができます！
また、会報ではお知らせできないお得な情報も掲載することがありますので、定期的にホームページをチェックしてみましょう♪
併せて、イベントへの申し込みや各種手続きの際の申請書をダウンロード（Excel版もあり）することもできますので、是非
ご活用ください！

□FAXの重送にご注意ください！
この間、FAXの重送によりきちんとお申込みができなかったケースが発生しております。FAXで複数枚を送信される場合は、
送付状をお付けいただくか、ページ番号のご記入いただくようご協力をお願い致します。併せて正常に送信されたかのご確
認もお願い致します。

□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～

※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 応募数 実　績
柳津グルメと只見線・紅葉の絶景満喫ツアー 35名 132名 35名
えふサポCINEMA
　すずめの戸締まり 70名 106名 106名
　THE FIRST SLAM DUNK 70名 98名 98名
フラワーアレンジメント講習会 30名 39名 30名
アケビつる細工体験講習会 10名 22名 10名

チケット

チケット名 募集枚数 応募枚数（実績）
イオンシネマ映画鑑賞券 25セット 16セット
フォーラム福島映画鑑賞 15セット 13セット
図書カードNEXT 100枚 101枚
ジェフグルメカード 100セット 99セット
トイカード 200セット 153セット
市営日帰り入浴施設等入浴回数券 30セット 24セット
劇団四季リトルマーメイド 100枚 60枚
パイプオルガン・クリスマスコンサート 20枚 27枚

■□■ 次回掲載予告 ■□■
【主催事業】 日帰りバスツアー、ねりきり教室、えふサポCINEMA、ライフプランセミナー、
　　　　　料理教室（予定）
【チケット】映画鑑賞券、3温泉地宿泊施設利用補助券、商品券販売 他

●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　　2022年12月23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.156の正解は、「国語辞典・辞書」でした。応募総数68件　正解67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。

今回は、
セブン＆アイ商品券を
プレゼント！

★☆10月・11月に新規入会された会員事業所をご紹介します☆★
菅野建設㈱、AKy合同会社、ひいらぎ法律事務所、

合同会社インタレスト（敬称略・順不同）

おもしろクイズラリー
「Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ」は
いくつになるでしょう？

25　⇒　Ａ　⇒　０
44　⇒　Ｂ　⇒　６
58　⇒　Ｃ　⇒　０
67　⇒　Ｄ　⇒　８
77　⇒　Ｅ　⇒　36◎ヒント◎

全ての矢印は、同じことをしています


