
会員の皆様へ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている事業は中止あるいは延期になる場合があります。 
また、契約施設で臨時休業をしている施設もありますので、最新情報は各施設の公式サイト等でご確認ください。

申　込　書（2・3月号）

※申し込みは、ＦＡＸ 0258-37-5661・窓口・インターネット・郵送でお願いします。

年　　　　月　　　　日令和

会員番号

会員氏名

送 付  先 事　業　所　 ・　 自　宅　 ・　 窓　口 （受取り　　　　　 月　　　　　 日）

事業所名

日中連絡の取れる電話番号

希望番号（　　　　　 ）3 チケットプレゼント
2月10日（木）必着　※応募は1会員1枚限り

チケットあっせん
チケット名 公演日時 申込枚数券種・区分

ポイント使用

ポイントなし

（あっせん価格）

（ 一 般 価 格 ）

（　　　　 ）枚

（　　　　 ）枚

１

2

4

抽選

クオ・カード ペイ（1会員1口） ＊送付先…事業所のみ
2月14日（月）必着

抽選

ＫＦＣカード（1会員1枚） ＊送付先…事業所のみ
2月8日（火）必着　3月24日（木）発送予定

抽選

※申込みの番号に必ず○印と必要事項を記入してください。

◆申込結果については、受付後おおむね10日以内に通知いたします。

　ただし、抽選するものについては、抽選後の通知といたします。

◆「受付のお知らせ」と「振込依頼書」を送付しますので、代金の納入期限までにお振込みをお願い

　いたします。代金の納入確認ができましたら、手配をいたします。納入期限までに納入の確認が

　できない場合は、無効といたします。

◆送付先は会員の登録住所となります。

　また、振込依頼書のご依頼人氏名は会員氏名となります。

◆ボールペンで記入してください。

受 　 付 　 印

あっせん枚数 1,000枚　 1会員1枚
必要ポイント数 1pt

あっせん価格 一般価格　3,000円 ➡ 2,500円
申 込 期 限 2月8日（火）必着
申 込 方 法 「申込書（8ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

発 送 方 法 入金確認後、ＫＦＣカードを手配し、登録された事業所へ会員分まとめて3月24日（木）
頃送付いたします。

納 入 期 限 2月28日（月） ※納入期限までに入金の確認ができない場合は、無効といたします。

支 払 方 法 申込期限終了後抽選の上、当選者の方には振込依頼書等を送付します。
納入期限までにお支払いをお願いします。
・お知らせと一緒にお送りする振込依頼書で第四北越銀行本支店窓口からお振込みください。
・ＡＴＭでお振込みの場合、振込依頼書のご依頼人欄記載の番号とお名前を入力してください。
　手数料は「会員様負担」となりますので、差引かずに請求額をお振込みください。
・事務局窓口で現金にてお支払いいただくこともできます。

そ の 他 抽選の結果は、案内の発送をもってかえさせていただきます。
代金お支払い後または発送後のキャンセル・変更は受付できません。

ＫＦＣカード（3,000円券）
割引あっせん販売

抽選

ＫＦＣカードはケンタッキーのプリペイドカード。いつものケン
タッキーを、キャッシュレスでよりスマートにご利用いただけます。
有効期限は、カードの発行日、最後にチャージした日、最後に使
用した日、または、残高移行をした日のいずれか遅い日（当日を
含む）から起算して2年間（1年365日）です。

①湯沢高原スキー場
　ロープウェイ付リフト１日券ご招待券 ………………………………10名様

②サンリオ展　招待券 ……………………………………………………　2名様

チケットプレゼント

締 切 日 2月10日（木）必着

上の「申込書」に希望番号を記入してください。
※応募は１会員１枚とさせていただきます。

応募方法

当選者の発表はチケットの発送をもってかえさせていただきます。そ の 他

抽選

各イベント・チケットの申し込みは、ＦＡＸ・窓口・インターネット・郵送のいずれかでお願いします。
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抽選

申込期限終了後に抽選の上、当選者の方には振込依頼書等を送付します。
納入期限までにお支払いをお願いします。
・お知らせと一緒にお送りする振込依頼書で第四北越銀行本支店窓口からお振込みください。
・ＡＴＭでお振込みの場合、振込依頼書のご依頼人欄記載の番号とお名前を入力してください。
　手数料は「会員様負担」となりますので、差引かずに請求額をお振込みください。
・事務局窓口で現金にてお支払いいただくこともできます。

発送方法 入金確認後、クオ・カード ペイ2次元コード（QRコード）を手配し、登録された事業所の住所へ
会員分まとめて送付いたします。

納入期限 3月4日（金）　※納入期限までに入金の確認ができない場合は、無効といたします。

そ の 他 抽選の結果は、案内の発送をもってかえさせていただきます。
代金のお支払い後または発送後のキャンセルはできません。

①事務局から送付されたQRコードを読み込む
②お支払いボタンをタップ
③店舗のレジでバーコードを提示

※QUOカードPayは、スマートフォン以外の携帯電話およびタブレットでは
ご利用できません。

※QUOカードPayは、カードタイプのQUOカードとは異なるサービスです。
使えるお店などが異なりますのでご注意ください。

【摘み取り量り売りコース】越後姫100ｇ280円　１パック約800円（税込）
【食べ放題コース】小学生以上1,650円（税込）､幼児（4歳以上）1,450円（税込）、3歳児550円（税込）
　　　　　　　　※召し上がれる品種･･･越後姫（タイミングによりその他8品種） ※いちごの量が少なくなり次第終了となります。
【いちご3点セットコース】２月～3月１セット1,300円（税込）　4月～6月１セット1,200円（税込）
　　　　　　　　　　　※いちご味比べお皿盛り（10粒程度）+茎付ミニパックお土産収穫（5から10粒前後）+ジェラート（シングル）になります。

必要ポイント数 1pt

あっせん価格 1口　3,000円 ➡ 2,500円
申込期限 2月14日（月）必着
申込方法

支払方法

「申込書（8ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

※QUOカードPayには有効期限
　があります。

QUOカードPayの使い方

使えるお店はたくさん！
使えるお店はこちら➡

1会員1口あっせん数 200口

ローソン、ケーズデンキ、吉野家、松屋、ドトールなど幅広いお店で使えるデジタルギフト。
口座登録など一切不要。スマートフォンさえあればどなたでも使えます！

スマートフォンお持ちの方限定！
クオ・カード ペイ（3,000円分）割引あっせん販売

収穫期間 2月中旬～6月下旬
施 設 フルーツランド　白根グレープガーデン

対 象 者 会員と登録家族
※会員と登録家族1人1枚の利用　※利用補助券の追加・紛失等による再発行不可利用枚数 1会員2枚

・会員証提示による割引　※１名のみ
・いちご狩り➡5％割引

・直売料金の5％割引　ただし、手作りジェラートは1個につき50円引き　※3名まで可
・天候等により生育状況で収穫時期が異なるため、電話で確認してからお出掛けください。

そ の 他

（新潟市南区鷲ノ木新田573  TEL025-362-5535）

当日、下の利用補助券に必要事項をご記入のうえ、施設に提出し差額をお支払いください。利用方法

開園時間 11月～6月　10：00～17：00（最終受付16：30）

フルーツランド白根グレープガーデン  いちご狩り利用補助券の発行

補助額 500円
令和4年  いちご狩り利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

●利用日、会員番号､利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券は会員と登録家族に限り使用できます。
●本券1枚で1人利用できます。
●天候等により生育状況で収穫時期が異なりますので、確認をしてからお出掛けください。

コピー不可

有効期間 令和4年2月１日（火）～令和4年4月30日（土）
施 設 名 フルーツランド白根グレープガーデン

利　用　日

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可注）未記入の券は利用不可

新潟市南区鷲ノ木新田573　TEL025-362-5535

補助額 500円
令和4年  いちご狩り利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

●利用日、会員番号､利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券は会員と登録家族に限り使用できます。
●本券1枚で1人利用できます。
●天候等により生育状況で収穫時期が異なりますので、確認をしてからお出掛けください。

コピー不可

有効期間 令和4年2月１日（火）～令和4年4月30日（土）
施 設 名 フルーツランド白根グレープガーデン

利　用　日

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可注）未記入の券は利用不可

新潟市南区鷲ノ木新田573　TEL025-362-5535

キリトリキリトリ

この券は１人１枚の引き換えになります。 ※積雪の状況により、引き換えできない場合があります。

注意事項：他のリフト券種に変更することはできません。

長岡市営スキー場
（TEL 0258-34-2225）

スキー場

令和4年2月20日（日曜日）引 換 日

スキーリフト券売り場窓口引換場所

9：00～17：00営業時間

令和4年2月20日（日）限定

スキーリフト４時間券無料引換券

会員番号

会員氏名

（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

コピー不可

２月20日（日曜日）のスキーこどもの日には、大人も下の「スキーリフト４時間券無料
引換券」（１枚）を切り取り、当日、スキーリフト券売り場窓口で「スキーリフト４時間券」
１枚と引き換えられます。
※スキーこどもの日…毎月第３日曜日は子供（小学生以下）のリフト料金が無料となります。
※積雪の状況により、引き換えできない場合があります。

〈注意事項〉
「スキーリフト4時間券無料引換券」を、他のリフト券種に変更することはできません。

2月20日（日）限定

長岡市営スキー場 スキーリフト4時間券無料

3月3日（木）18：30～20：00
「日本海ドームシティープロジェクト」シンポジウム（仮題） 定員80人

ながおかワーク＆ライフセミナー開催のおしらせ
ＮＰＯ法人や市民団体の皆さんが進めている活動の講演を行います。私たちは、市民活動へ
の理解を深め、連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会の実現をめざします。
講 演 A 会   場

各講演ともに参加費無料。定員80人。お申込みは、ホームページや下記にお問合せください。

長岡地区労働者福祉協議会は、連合、労働金庫、こくみん共済coop、NPO法人女のスペース・ながおか、NPO法人地域循環
ネットワーク、フードバンクながおか、中越地域退職者連合で構成（ ）

長岡市中央図書館2階  講堂

TEL：0258-86-0111　FAX：0258-86-0884

http：//www.nagaoka-lsc.jp　mail：rengo.c@topaz.ocn.ne.jp　mail：nagaoka-lsc@galaxy.ocn.ne.jp

市民による「スポーツで地域活性化」、日本海ドームシティープロジェクトが目指すもの

主催：長岡地区労働者福祉協議会

3月5日（土）10：00～12：30
映画「こども食堂にて」上映（110分） 定員80人

講 演 B 会   場 長岡市中央図書館2階  講堂

実践報告　ながおか子ども食堂・地域食堂ネットワーク／長岡市の取り組み

3月5日（土）14：00～15：30
「親と子が逆境を生き抜くための力とは…｣（仮題） 定員80人

講 演 C 会   場 長岡市中央図書館2階  講堂

運営　特定非営利活動法人女のスペース・ながおか

参 加 費
申込方法

キリトリキリトリ

higuchi
線

higuchi
線



抽選

申込期限終了後に抽選の上、当選者の方には振込依頼書等を送付します。
納入期限までにお支払いをお願いします。
・お知らせと一緒にお送りする振込依頼書で第四北越銀行本支店窓口からお振込みください。
・ＡＴＭでお振込みの場合、振込依頼書のご依頼人欄記載の番号とお名前を入力してください。
　手数料は「会員様負担」となりますので、差引かずに請求額をお振込みください。
・事務局窓口で現金にてお支払いいただくこともできます。

発送方法 入金確認後、クオ・カード ペイ2次元コード（QRコード）を手配し、登録された事業所の住所へ
会員分まとめて送付いたします。

納入期限 3月4日（金）　※納入期限までに入金の確認ができない場合は、無効といたします。

そ の 他 抽選の結果は、案内の発送をもってかえさせていただきます。
代金のお支払い後または発送後のキャンセルはできません。

①事務局から送付されたQRコードを読み込む
②お支払いボタンをタップ
③店舗のレジでバーコードを提示

※QUOカードPayは、スマートフォン以外の携帯電話およびタブレットでは
ご利用できません。

※QUOカードPayは、カードタイプのQUOカードとは異なるサービスです。
使えるお店などが異なりますのでご注意ください。

【摘み取り量り売りコース】越後姫100ｇ280円　１パック約800円（税込）
【食べ放題コース】小学生以上1,650円（税込）､幼児（4歳以上）1,450円（税込）、3歳児550円（税込）
　　　　　　　　※召し上がれる品種･･･越後姫（タイミングによりその他8品種） ※いちごの量が少なくなり次第終了となります。
【いちご3点セットコース】２月～3月１セット1,300円（税込）　4月～6月１セット1,200円（税込）
　　　　　　　　　　　※いちご味比べお皿盛り（10粒程度）+茎付ミニパックお土産収穫（5から10粒前後）+ジェラート（シングル）になります。

必要ポイント数 1pt

あっせん価格 1口　3,000円 ➡ 2,500円
申込期限 2月14日（月）必着
申込方法

支払方法

「申込書（8ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

※QUOカードPayには有効期限
　があります。

QUOカードPayの使い方

使えるお店はたくさん！
使えるお店はこちら➡

1会員1口あっせん数 200口

ローソン、ケーズデンキ、吉野家、松屋、ドトールなど幅広いお店で使えるデジタルギフト。
口座登録など一切不要。スマートフォンさえあればどなたでも使えます！

スマートフォンお持ちの方限定！
クオ・カード ペイ（3,000円分）割引あっせん販売

収穫期間 2月中旬～6月下旬
施 設 フルーツランド　白根グレープガーデン

対 象 者 会員と登録家族
※会員と登録家族1人1枚の利用　※利用補助券の追加・紛失等による再発行不可利用枚数 1会員2枚

・会員証提示による割引　※１名のみ
・いちご狩り➡5％割引

・直売料金の5％割引　ただし、手作りジェラートは1個につき50円引き　※3名まで可
・天候等により生育状況で収穫時期が異なるため、電話で確認してからお出掛けください。

そ の 他

（新潟市南区鷲ノ木新田573  TEL025-362-5535）

当日、下の利用補助券に必要事項をご記入のうえ、施設に提出し差額をお支払いください。利用方法

開園時間 11月～6月　10：00～17：00（最終受付16：30）

フルーツランド白根グレープガーデン  いちご狩り利用補助券の発行

補助額 500円
令和4年  いちご狩り利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

●利用日、会員番号､利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券は会員と登録家族に限り使用できます。
●本券1枚で1人利用できます。
●天候等により生育状況で収穫時期が異なりますので、確認をしてからお出掛けください。

コピー不可

有効期間 令和4年2月１日（火）～令和4年4月30日（土）
施 設 名 フルーツランド白根グレープガーデン

利　用　日

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可注）未記入の券は利用不可

新潟市南区鷲ノ木新田573　TEL025-362-5535

補助額 500円
令和4年  いちご狩り利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

●利用日、会員番号､利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券は会員と登録家族に限り使用できます。
●本券1枚で1人利用できます。
●天候等により生育状況で収穫時期が異なりますので、確認をしてからお出掛けください。

コピー不可

有効期間 令和4年2月１日（火）～令和4年4月30日（土）
施 設 名 フルーツランド白根グレープガーデン

利　用　日

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可注）未記入の券は利用不可

新潟市南区鷲ノ木新田573　TEL025-362-5535

キリトリキリトリ

この券は１人１枚の引き換えになります。 ※積雪の状況により、引き換えできない場合があります。

注意事項：他のリフト券種に変更することはできません。

長岡市営スキー場
（TEL 0258-34-2225）

スキー場

令和4年2月20日（日曜日）引 換 日

スキーリフト券売り場窓口引換場所

9：00～17：00営業時間

令和4年2月20日（日）限定

スキーリフト４時間券無料引換券

会員番号

会員氏名

（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

コピー不可

２月20日（日曜日）のスキーこどもの日には、大人も下の「スキーリフト４時間券無料
引換券」（１枚）を切り取り、当日、スキーリフト券売り場窓口で「スキーリフト４時間券」
１枚と引き換えられます。
※スキーこどもの日…毎月第３日曜日は子供（小学生以下）のリフト料金が無料となります。
※積雪の状況により、引き換えできない場合があります。

〈注意事項〉
「スキーリフト4時間券無料引換券」を、他のリフト券種に変更することはできません。

2月20日（日）限定

長岡市営スキー場 スキーリフト4時間券無料

3月3日（木）18：30～20：00
「日本海ドームシティープロジェクト」シンポジウム（仮題） 定員80人

ながおかワーク＆ライフセミナー開催のおしらせ
ＮＰＯ法人や市民団体の皆さんが進めている活動の講演を行います。私たちは、市民活動へ
の理解を深め、連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会の実現をめざします。
講 演 A 会   場

各講演ともに参加費無料。定員80人。お申込みは、ホームページや下記にお問合せください。

長岡地区労働者福祉協議会は、連合、労働金庫、こくみん共済coop、NPO法人女のスペース・ながおか、NPO法人地域循環
ネットワーク、フードバンクながおか、中越地域退職者連合で構成（ ）

長岡市中央図書館2階  講堂

TEL：0258-86-0111　FAX：0258-86-0884

http：//www.nagaoka-lsc.jp　mail：rengo.c@topaz.ocn.ne.jp　mail：nagaoka-lsc@galaxy.ocn.ne.jp

市民による「スポーツで地域活性化」、日本海ドームシティープロジェクトが目指すもの

主催：長岡地区労働者福祉協議会

3月5日（土）10：00～12：30
映画「こども食堂にて」上映（110分） 定員80人

講 演 B 会   場 長岡市中央図書館2階  講堂

実践報告　ながおか子ども食堂・地域食堂ネットワーク／長岡市の取り組み

3月5日（土）14：00～15：30
「親と子が逆境を生き抜くための力とは…｣（仮題） 定員80人

講 演 C 会   場 長岡市中央図書館2階  講堂

運営　特定非営利活動法人女のスペース・ながおか

参 加 費
申込方法

キリトリキリトリ

higuchi
線

higuchi
線

higuchi
線

higuchi
線



日常にあるものとミニチュア人形を組み合わせて、別のものに見
立てたアート作品を制作するミニチュア写真家、田中達也。全国
で160万人以上を動員した「MINIATURE LIFE展」の第２弾が
やってきます。本展では新潟限定の新作を含む写真作品約120
点と立体作品約50点を紹介、ユーモアたっぷりの小さな世界を
お楽しみください。 “パン”ラシュート（2017年）

©Tatsuya Tanaka

MINIATURE LIFE展2 必要ポイント数 1 pt

開催期間 3月19日（土）～5月15日（日）
会 場 新潟市新津美術館 券種・区分 一般
あっせん枚数 100枚 あっせん価格 900円
一般価格 前売券 1,000円　当日券 1,200円
申込期限 3月18日（金）必着

3月18日（金）納入期限 そ の 他 中学生以下無料

－田中達也　見立ての世界－

MONGOL800
-etc.works- TOUR 2022

必要ポイント数 1 pt

日 時 3月19日（土）
17：30開演

会 場 新潟テルサ
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚
あっせん価格 5,900円 一般価格 6,600円
申込期限 2月16日（水）必着
そ の 他 6歳以上有料　

未就学のお客様はチケットをお持ちの保護者の方1名につ
き1名膝上での観覧にてご入場いただけます。お席が必要
な場合はチケットをご購入ください。

納入期限 2月16日（水）

券種・区分 指定
20枚
5,400円
6,000円
3月10日（木）必着
3月10日（木）

《圧巻のチャイコフスキー》

新潟日報創刊80周年（創業145年）・
BSN新潟放送開局70周年

梅田俊明指揮東京フィルハーモニー交響楽団
辻井伸行（ピアノ） 三浦文彰（ヴァイオリン）

必要ポイント数 2 pt

日 時 3月17日（木）　19：00開演
会 場 りゅーとぴあ・コンサートホール
券種・区分 Ｓ席 あっせん枚数 30枚
あっせん価格 10,800円 一般価格 12,000円
申込期限 2月15日（火）必着
そ の 他 未就学児入場不可

新型コロナウイルス対策にご協力をお願いします。
曲目・曲順は変更になる場合があります。

納入期限 2月15日（火）

4,000円一般価格

2月16日（水）

立川志らく 必要ポイント数 1 pt

日 時 5月28日（土）
14：30開演

会 場 りゅーとぴあ・劇場
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚
あっせん価格 3,200円

申込期限 2月16日（水）必着
納入期限

そ の 他 未就学児入場不可
高校生以下の方は、当日学生証等身分証を提示で
500円キャッシュバック

独演会
松田華音
ピアノ・リサイタル

HY
HANAEMI TOUR 2022-2023

6歳で芸術王国ロシアに渡り、ロシア最高峰の名門音楽
学校のピアノ科に第一位で入学後、最高のピアノ教育を
受け、若くして才能を開花させたピアニスト松田華音。
世界を舞台に活躍する美しき才能による華麗なる演奏
にご期待ください！
曲目：スクリャービン／2つのマズルカOp.40
　　　　　　　　　　2つの詩曲Op.32
　　　　　　　　　　幻想曲ロ短調Op.28
　　　　　　　　　　ワルツ 変イ長調Op.38 　ほか

7,700円一般価格

3月30日（水）

必要ポイント数 1 pt

日 時 7月30日（土）
18：00開演

会 場 長岡市立劇場
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚（1会員6枚まで）
あっせん価格 6,900円
申込期限 3月30日（水）必着 納入期限

そ の 他 3歳以上チケット必要。2歳以下のお子様はチケット不要（膝上での鑑賞可）
ただし座席が必要な場合は2歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要。
コンサートの音響は未発達の子供の耳に悪い影響を及ぼす恐れがあるそ
うです。お子様のご入場の際には耳栓などの使用をお勧めします。

三浦文彰辻井伸行
©Giorgia Bertazz ©Yuji Hori

3,000円一般価格

2月15日（火）

必要ポイント数 1 pt

日 時 5月21日（土）
14：00開演

会 場 長岡リリックホール・
コンサートホール

券種・区分 指定 あっせん枚数 30枚
あっせん価格 2,700円
申込期限 2月15日（火）必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

DUO×DUO
クラシックギター界の大御所と次世代の
旗手によるギターデュオに特化したスペ
シャル公演。4人の名手がデュオで奏で
る6通りのアンサンブルと、4人ならでは
の四重奏をお楽しみください。
出演：荘村清志、福田進一、鈴木大介、
　　　大荻康司
曲目：レイモン／ミッドナイト・メモリーズ
　　　タレガ／アルハンブラの思い出
　　　武満徹／不良少年　　　　　ほか

4,000円一般価格

3月10日（木）

必要ポイント数 1 pt

日 時 6月18日（土）
14：00開演

会 場 長岡リリックホール・
コンサートホール

券種・区分 指定 あっせん枚数 30枚
あっせん価格 3,600円
申込期限 3月10日（木）必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可未就学児入場不可

文学座公演
「一銭陶貨～七億分の一の奇跡～」
第二次世界大戦末期、金属不足のため陶製の硬貨造
りを請け負った「せともの」の郷の男たち。男たちの
見る夢を支える女たち。職人の意地がぶつかり合い、
瀬戸の陶貨造りに奇跡を起こす！？
作：佃 典彦　　演出：松本祐子
出演：鵜澤秀行、中村彰男、高橋ひろし、上川路啓志、
　　　奥田一平、奥山美代子、髙柳絢子、平体まひろ

「オリビアを聴きながら」を始め名曲の
数々をおたのしみ下さい。
演奏／小原礼（Bass）・是永巧一（Guitar）

必聴必見！日本を代表する人気ソリストが同じ
ステージで名曲を熱演する超豪華コンサート！
オール・チャイコフスキー・プログラム
スラヴ行進曲
ヴァイオリン協奏曲［ヴァイオリン：三浦文彰］
ピアノ協奏曲第1番［ピアノ：辻井伸行］

3,000円一般価格

3月10日（木）

必要ポイント数 1 pt

日 時 6月11日（土）
13：30開演

会 場 長岡リリックホール・
シアター

券種・区分 指定 あっせん枚数 20枚
あっせん価格 2,700円
申込期限 3月10日（木）必着 納入期限

そ の 他

尾崎亜美
コンサート

6,000円一般価格

3月10日（木）

必要ポイント数 1 pt

日 時 6月5日（日）
16：00開演

会 場 見附市文化ホールアルカディア・
大ホール

券種・区分 指定 あっせん枚数 20枚
あっせん価格 5,400円
申込期限 3月10日（木）必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可未就学児入場不可

世界最高水準の日本美術コレクションを誇るボスト
ン美術館の所蔵品から厳選した刀剣と武者絵率
100％の浮世絵版画、そして武者絵と共通のイメー
ジがデザインされた刀剣の鐔（つば）を通じて、さまざ
まなヒーローたちの活躍をご紹介します。また、武者
絵の世界をよりわかりやすくご紹介するため、国内コ
レクションからも刀剣、浮世絵を特別出品します。

歌川国芳 「川中島信玄謙信旗本大合戦之図」 弘化2年（1845）頃
William Sturgis Bigelow Collection
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

ボストン美術館所蔵 必要ポイント数 1 pt

開催期間 4月23日（土）～6月19日（日）
会 場 新潟県立万代島美術館 券種・区分 一般
あっせん枚数 100枚 あっせん価格 1,300円
一般価格 前売券 1,400円　当日券 1,600円
申込期限

THE HEROES 刀剣×浮世絵

京都府宇治市に位置する平等院は、ユネスコの世界遺産にも登録される古
都京都を代表する名刹です。本展では､雲中供養菩薩像（国宝）に代表される
鳳凰堂ゆかりの名品を中心に、近年の調査で発見された貴重な宝物や往時
の華麗な堂宇を偲ばせる復元模写・模造、さらには養林庵書院（重要文化
財）襖絵など、塔頭の浄土院に伝わる寺宝も紹介します。国風文化と浄土信
仰の象徴であり、いにしえから現代までの文化と美が融合する平等院の輝き
を、本展を通して感じていただければ幸いです。　

国宝《雲中供養菩薩像 南１号》
天喜元年（1053）　平等院蔵　
※後期（5/17～6/5）展示　©平等院
　本展では国宝《雲中供養菩薩像》
　を前後期２軀ずつ展示します。

撮影／山田雅子

平等院鳳凰堂と浄土院 必要ポイント数 1 pt

開催期間 4月23日（土）～6月5日（日）
会 場 新潟県立近代美術館
券種・区分 一般 あっせん枚数 100枚
あっせん価格 1,000円
一般価格 前売券 1,300円　当日券 1,500円
申込期限 3月31日（木）必着 3月31日（木）納入期限

そ の 他 中学生以下無料　※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、マスク着用の上、ご来館ください。

3月31日（木）必着 3月31日（木）納入期限

そ の 他 中学生以下無料　※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、マスク着用の上、ご来館ください。

その美と信仰

八神純子
キミの街へ～for all living things～

必要ポイント数 1 pt

日 時 5月15日（日）
16：00開演

会 場 南魚沼市民会館・
大ホール

あっせん枚数

あっせん価格

一般価格

申込期限

そ の 他

納入期限

－武者たちの物語

ポイント利用▶▶▶
チケット申し込みにはポイント
が必要です。掲載されているポ
イント数はチケット1枚の申し
込みに必要なポイント数です。
※ポイント除外のチケットもあ
ります。ご確認ください。

申込方法▶▶▶
『申込書（8ページ）』に必
要事項を記入のうえ、お
申し込みください。

支払方法▶▶▶
・チケットまたは受付のお知らせと一緒にお送りする振込
依頼書で第四北越銀行本支店窓口からお振込みください。
・ＡＴＭでお振込みの場合、振込依頼書のご依頼人欄記載
の番号とお名前を入力してください。手数料は「会員様
負担」となりますので、差引かずに請求額をお振込みくだ
さい。
・事務局窓口で現金にてお支払いいただくこともできます。

その他▶▶▶
・代金の入金確認ができましたら、手配をいたします。
・あっせん枚数がなくなり次第、受付終了となります。
・代金お支払い後または発送後のキャンセル・変更は
受付できません。
・座席は事務局で指定させていただきます。
・納入期限までに納入の確認ができない場合は、無効
といたします。

チケットあっせん情報 チケットあっせん情報
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日常にあるものとミニチュア人形を組み合わせて、別のものに見
立てたアート作品を制作するミニチュア写真家、田中達也。全国
で160万人以上を動員した「MINIATURE LIFE展」の第２弾が
やってきます。本展では新潟限定の新作を含む写真作品約120
点と立体作品約50点を紹介、ユーモアたっぷりの小さな世界を
お楽しみください。 “パン”ラシュート（2017年）

©Tatsuya Tanaka

MINIATURE LIFE展2 必要ポイント数 1 pt

開催期間 3月19日（土）～5月15日（日）
会 場 新潟市新津美術館 券種・区分 一般
あっせん枚数 100枚 あっせん価格 900円
一般価格 前売券 1,000円　当日券 1,200円
申込期限 3月18日（金）必着

3月18日（金）納入期限 そ の 他 中学生以下無料

－田中達也　見立ての世界－

MONGOL800
-etc.works- TOUR 2022

必要ポイント数 1 pt

日 時 3月19日（土）
17：30開演

会 場 新潟テルサ
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚
あっせん価格 5,900円 一般価格 6,600円
申込期限 2月16日（水）必着
そ の 他 6歳以上有料　

未就学のお客様はチケットをお持ちの保護者の方1名につ
き1名膝上での観覧にてご入場いただけます。お席が必要
な場合はチケットをご購入ください。

納入期限 2月16日（水）

券種・区分 指定
20枚
5,400円
6,000円
3月10日（木）必着
3月10日（木）

《圧巻のチャイコフスキー》

新潟日報創刊80周年（創業145年）・
BSN新潟放送開局70周年

梅田俊明指揮東京フィルハーモニー交響楽団
辻井伸行（ピアノ） 三浦文彰（ヴァイオリン）

必要ポイント数 2 pt

日 時 3月17日（木）　19：00開演
会 場 りゅーとぴあ・コンサートホール
券種・区分 Ｓ席 あっせん枚数 30枚
あっせん価格 10,800円 一般価格 12,000円
申込期限 2月15日（火）必着
そ の 他 未就学児入場不可

新型コロナウイルス対策にご協力をお願いします。
曲目・曲順は変更になる場合があります。

納入期限 2月15日（火）

4,000円一般価格

2月16日（水）

立川志らく 必要ポイント数 1 pt

日 時 5月28日（土）
14：30開演

会 場 りゅーとぴあ・劇場
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚
あっせん価格 3,200円

申込期限 2月16日（水）必着
納入期限

そ の 他 未就学児入場不可
高校生以下の方は、当日学生証等身分証を提示で
500円キャッシュバック

独演会
松田華音
ピアノ・リサイタル

HY
HANAEMI TOUR 2022-2023

6歳で芸術王国ロシアに渡り、ロシア最高峰の名門音楽
学校のピアノ科に第一位で入学後、最高のピアノ教育を
受け、若くして才能を開花させたピアニスト松田華音。
世界を舞台に活躍する美しき才能による華麗なる演奏
にご期待ください！
曲目：スクリャービン／2つのマズルカOp.40
　　　　　　　　　　2つの詩曲Op.32
　　　　　　　　　　幻想曲ロ短調Op.28
　　　　　　　　　　ワルツ 変イ長調Op.38 　ほか

7,700円一般価格

3月30日（水）

必要ポイント数 1 pt

日 時 7月30日（土）
18：00開演

会 場 長岡市立劇場
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚（1会員6枚まで）
あっせん価格 6,900円
申込期限 3月30日（水）必着 納入期限

そ の 他 3歳以上チケット必要。2歳以下のお子様はチケット不要（膝上での鑑賞可）
ただし座席が必要な場合は2歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要。
コンサートの音響は未発達の子供の耳に悪い影響を及ぼす恐れがあるそ
うです。お子様のご入場の際には耳栓などの使用をお勧めします。

三浦文彰辻井伸行
©Giorgia Bertazz ©Yuji Hori

3,000円一般価格

2月15日（火）

必要ポイント数 1 pt

日 時 5月21日（土）
14：00開演

会 場 長岡リリックホール・
コンサートホール

券種・区分 指定 あっせん枚数 30枚
あっせん価格 2,700円
申込期限 2月15日（火）必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

DUO×DUO
クラシックギター界の大御所と次世代の
旗手によるギターデュオに特化したスペ
シャル公演。4人の名手がデュオで奏で
る6通りのアンサンブルと、4人ならでは
の四重奏をお楽しみください。
出演：荘村清志、福田進一、鈴木大介、
　　　大荻康司
曲目：レイモン／ミッドナイト・メモリーズ
　　　タレガ／アルハンブラの思い出
　　　武満徹／不良少年　　　　　ほか

4,000円一般価格

3月10日（木）

必要ポイント数 1 pt

日 時 6月18日（土）
14：00開演

会 場 長岡リリックホール・
コンサートホール

券種・区分 指定 あっせん枚数 30枚
あっせん価格 3,600円
申込期限 3月10日（木）必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可未就学児入場不可

文学座公演
「一銭陶貨～七億分の一の奇跡～」
第二次世界大戦末期、金属不足のため陶製の硬貨造
りを請け負った「せともの」の郷の男たち。男たちの
見る夢を支える女たち。職人の意地がぶつかり合い、
瀬戸の陶貨造りに奇跡を起こす！？
作：佃 典彦　　演出：松本祐子
出演：鵜澤秀行、中村彰男、高橋ひろし、上川路啓志、
　　　奥田一平、奥山美代子、髙柳絢子、平体まひろ

「オリビアを聴きながら」を始め名曲の
数々をおたのしみ下さい。
演奏／小原礼（Bass）・是永巧一（Guitar）

必聴必見！日本を代表する人気ソリストが同じ
ステージで名曲を熱演する超豪華コンサート！
オール・チャイコフスキー・プログラム
スラヴ行進曲
ヴァイオリン協奏曲［ヴァイオリン：三浦文彰］
ピアノ協奏曲第1番［ピアノ：辻井伸行］

3,000円一般価格

3月10日（木）

必要ポイント数 1 pt

日 時 6月11日（土）
13：30開演

会 場 長岡リリックホール・
シアター

券種・区分 指定 あっせん枚数 20枚
あっせん価格 2,700円
申込期限 3月10日（木）必着 納入期限

そ の 他

尾崎亜美
コンサート

6,000円一般価格

3月10日（木）

必要ポイント数 1 pt

日 時 6月5日（日）
16：00開演

会 場 見附市文化ホールアルカディア・
大ホール

券種・区分 指定 あっせん枚数 20枚
あっせん価格 5,400円
申込期限 3月10日（木）必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可未就学児入場不可

世界最高水準の日本美術コレクションを誇るボスト
ン美術館の所蔵品から厳選した刀剣と武者絵率
100％の浮世絵版画、そして武者絵と共通のイメー
ジがデザインされた刀剣の鐔（つば）を通じて、さまざ
まなヒーローたちの活躍をご紹介します。また、武者
絵の世界をよりわかりやすくご紹介するため、国内コ
レクションからも刀剣、浮世絵を特別出品します。

歌川国芳 「川中島信玄謙信旗本大合戦之図」 弘化2年（1845）頃
William Sturgis Bigelow Collection
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

ボストン美術館所蔵 必要ポイント数 1 pt

開催期間 4月23日（土）～6月19日（日）
会 場 新潟県立万代島美術館 券種・区分 一般
あっせん枚数 100枚 あっせん価格 1,300円
一般価格 前売券 1,400円　当日券 1,600円
申込期限

THE HEROES 刀剣×浮世絵

京都府宇治市に位置する平等院は、ユネスコの世界遺産にも登録される古
都京都を代表する名刹です。本展では､雲中供養菩薩像（国宝）に代表される
鳳凰堂ゆかりの名品を中心に、近年の調査で発見された貴重な宝物や往時
の華麗な堂宇を偲ばせる復元模写・模造、さらには養林庵書院（重要文化
財）襖絵など、塔頭の浄土院に伝わる寺宝も紹介します。国風文化と浄土信
仰の象徴であり、いにしえから現代までの文化と美が融合する平等院の輝き
を、本展を通して感じていただければ幸いです。　

国宝《雲中供養菩薩像 南１号》
天喜元年（1053）　平等院蔵　
※後期（5/17～6/5）展示　©平等院
　本展では国宝《雲中供養菩薩像》
　を前後期２軀ずつ展示します。

撮影／山田雅子

平等院鳳凰堂と浄土院 必要ポイント数 1 pt

開催期間 4月23日（土）～6月5日（日）
会 場 新潟県立近代美術館
券種・区分 一般 あっせん枚数 100枚
あっせん価格 1,000円
一般価格 前売券 1,300円　当日券 1,500円
申込期限 3月31日（木）必着 3月31日（木）納入期限

そ の 他 中学生以下無料　※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、マスク着用の上、ご来館ください。

3月31日（木）必着 3月31日（木）納入期限

そ の 他 中学生以下無料　※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、マスク着用の上、ご来館ください。

その美と信仰

八神純子
キミの街へ～for all living things～

必要ポイント数 1 pt

日 時 5月15日（日）
16：00開演

会 場 南魚沼市民会館・
大ホール

あっせん枚数

あっせん価格

一般価格

申込期限

そ の 他

納入期限

－武者たちの物語

ポイント利用▶▶▶
チケット申し込みにはポイント
が必要です。掲載されているポ
イント数はチケット1枚の申し
込みに必要なポイント数です。
※ポイント除外のチケットもあ
ります。ご確認ください。

申込方法▶▶▶
『申込書（8ページ）』に必
要事項を記入のうえ、お
申し込みください。

支払方法▶▶▶
・チケットまたは受付のお知らせと一緒にお送りする振込
依頼書で第四北越銀行本支店窓口からお振込みください。
・ＡＴＭでお振込みの場合、振込依頼書のご依頼人欄記載
の番号とお名前を入力してください。手数料は「会員様
負担」となりますので、差引かずに請求額をお振込みくだ
さい。
・事務局窓口で現金にてお支払いいただくこともできます。

その他▶▶▶
・代金の入金確認ができましたら、手配をいたします。
・あっせん枚数がなくなり次第、受付終了となります。
・代金お支払い後または発送後のキャンセル・変更は
受付できません。
・座席は事務局で指定させていただきます。
・納入期限までに納入の確認ができない場合は、無効
といたします。

チケットあっせん情報 チケットあっせん情報
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広告

広告

～ろうきん教育ローンで生活応援～ナッキー会員証の
ご提示で

ろうきん教育ローンの金利引下げ！
●ご融資金額／最高2,000万円 ※ネットカンタン仮申込でのお申込は、1,000万円までとなります。1,000万円を超えるお申込は店頭でご相談ください。 ●ご返済期間／最長20年
●担保／不要 ●保証／保証機関の保証（保証料はろうきん負担） ※そのつど借入型（カード型）で専用カード利用期間中については融資金利に含まれています。
●保険／団体信用生命保険付（保険料はろうきん負担） ※そのつど借入型（カード型）については、専用カード利用期間満了後付保いたします。

※お申込時に会員証をご提示ください。なお、利用資格は会員本人のみとなります。※引下げ金利幅および金利適用条件・項目は、金利情勢等により見直しする場合があります。※会員証提示以外の金利引下げ条件もございます。※労働組合等へのご加入状況や、提携生協
のご利用状況により、ご案内する金利が異なります。※対象となる労働組合等および提携生協に関して詳しくはお問い合わせください。※審査結果により、ご希望に添えない場合があります。※保証人をご用意いただくことにより、ご利用いただける場合があります。※店頭または
ホームページで返済額の試算をいたします。※詳しくは店頭に説明書をご用意しております。※表示金利は2022年1月1日現在

年1.8%～年1.9%（変動金利） （変動金利）生活応援
金利 【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）

出費が重なる
在学中は

利息返済のみ
でOK！

最長20年返済
だから

毎月の返済額が
コンパクトに！

授業料はもちろん
仕送りや家賃
でのご利用もOK！

生活応援
ポイント

志望校決定前の
 ご相談・お申込

OK！

※ご紹介者様（2022年4月30日時点で預金残高2,000円以上の方）およびご契約者様（期間中にろうきんローンを10万円以上ご契約いただいた方）
2名1組で、専用フォームから応募手続きを期間中に完了した方を対象とします。※住宅ローン（不動産担保型）等つなぎ融資を利用する商品は、期間中
に10万円以上の手形貸付の契約をした方を含みます。※教育ローン（そのつど借入型）およびカードローン（マイプラン）は、期間中に契約し、かつ、
2022年5月20日時点で残高10万円以上の方を対象とします。※一部の商品については、ご融資期間によってキャンペーン対象外となる場合がありま
す。※本キャンペーンはコープローンキャンペーンと重複して適用できませんのでご了承ください。※詳しくは店頭へお問い合わせください。

60組
（120名様）

UCギフトカード

ご同僚・ご友人などペアで応募！

1万円分が当たる！
第2弾

 応募はこちら!
https://www.niigata-rokin.or.jp/campaign3_ready.php/

　　　　　　　　　　  のどちらかが
専用フォームよりご応募ください。
ご紹介者様 ご契約者様

期間中であれば「相談中」や「本申込後」等、
ご応募のタイミングはいつでもOK！
※応募回数はご紹介者様およびご契約者様、それぞ
れの立場で1回のみとさせていただきます。（お一人様
最大2回まで）※2022年5月に抽選を行い、賞品の発
送をもって当選発表とさせていただきます。

応募フォーム
第2弾

期間中、ろうきんローンをご紹介いただいた方、また紹介を受け、ろうきんローンをご契約いた
だいた方（2名様1組）に抽選で「UCギフトカード10,000円分（お一人様5,000円分）」が当たる！

実施
期間

2022年1月4日●→火
2022年4月30日●土紹介で“つながる”笑顔

ろうきんプラザ長岡（ろうきん長岡支店内）
長岡市呉服町1-3-35☎0258（33）0222 新潟ろうきん 検 索

新潟ろうきんホームページ

会員募集中！お知り合いの事業所をご紹介ください。ご紹介の事業所が入会されましたら、
ご紹介いただいた人数により、粗品を進呈いたします。

次回の
センターニュースは
4月1日発行です。

サントピアワールドがこどもから大人まで楽しめる新規施設「ひみつきち」をオープンしました。
県内初！3コースのミニ四駆サーキット、全天候型ドローンフィールドなど様々な“遊び”と“楽しい”
を追求した施設です。

利用券には「有効期間」があります

ナッキーお楽しみ抽選会の
抽選を行いました。

『令和3年度利用券』の有効期間は、3月31日までです。
令和4年度分の各種利用券申込分は、3月29日以降送付
する予定です。

当選者への景品は
ご自宅に発送しま
した。

レンタルドローンあり
（数量限定、時間制、混
雑時はレンタルできな
い場合もあります）

事務局だより
令和3年10月9日～令和4年1月7日

5件
21件
21件
41件
41件
25件
17件

成人
結婚
出産
勤続10年
勤続15年
勤続20年
勤続25年
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……
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……
……
……

…………
…………
……

…………

13件
8件
5件
28件
29件
11件
48件

勤続30年
勤続35年
勤続40年
銀婚
還暦
傷病見舞
死亡

抽選をする髙見理事長

㈱フカヤ電気
㈲ヤマムラ
百姓五代目又太郎
総美/M.O Materials
㈲大丸サービス
かねこ経営会計事務所

令和3年10月9日～令和4年1月7日
寺泊当新田
与板町与板
深沢町
乙吉町
越路中沢
堀金２

………………………………
…………………………………

…………………………
……………………

……………………………
……………………

新規加入事業所新規加入事業所

慶弔給付金慶弔給付金

サントピアワールド「ひみつきち」利用補助券

利用期間 2月1日（火）～3月31日（木）

※紛失・追加等による再発行はいたしません。

※3歳未満無料
※親子1日券は、1枚につき大人1名、3歳～小学生までのこども1名です。

利用枚数

利用料金

1会員2枚

利用資格 会員と登録家族

利用方法 ①左記の利用補助券を切り取り必要事項を記入してください。
　記入のないもの、コピーした券は無効です。
②利用当日、受付時「利用補助券」を提出し会員料金をお支払
　いください。

お問い合わせ サントピアワールド「ひみつきち」
阿賀野市久保1-1　☎0250-68-3450

サントピアワールド
「ひみつきち」利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

お問い合わせ：サントピアワールド「ひみつきち」
　　　　　　　阿賀野市久保1-1　0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年2月1日（火）～令和4年3月31日（木）
会員料金 1　日　券　1,000円（通常料金　2,000円）

親子1日券　1,500円（通常料金　2,500円）

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可注）未記入の券は利用不可

サントピアワールド
「ひみつきち」利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

お問い合わせ：サントピアワールド「ひみつきち」
　　　　　　　阿賀野市久保1-1　0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年2月1日（火）～令和4年3月31日（木）
会員料金 1　日　券　1,000円（通常料金　2,000円）

親子1日券　1,500円（通常料金　2,500円）

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可注）未記入の券は利用不可

券　　種
１　日　券
親子１日券

1,000円
1,500円

会員料金
2,000円
2,500円

通常料金

土日祝／10：00～16：00（予約不要）
平　日／13：00～21：00（予約制）

会員証提示特別割引
期間中、利用補助券がなくても会員証の提示で何回でも利用できます。
１時間券　　　500円（通常料金　1,000円）
１日券　　　1,200円（通常料金　2,000円）
親子１日券　1,700円（通常料金　2,500円）

キリトリキリトリ
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広告

～ろうきん教育ローンで生活応援～ナッキー会員証の
ご提示で

ろうきん教育ローンの金利引下げ！
●ご融資金額／最高2,000万円 ※ネットカンタン仮申込でのお申込は、1,000万円までとなります。1,000万円を超えるお申込は店頭でご相談ください。 ●ご返済期間／最長20年
●担保／不要 ●保証／保証機関の保証（保証料はろうきん負担） ※そのつど借入型（カード型）で専用カード利用期間中については融資金利に含まれています。
●保険／団体信用生命保険付（保険料はろうきん負担） ※そのつど借入型（カード型）については、専用カード利用期間満了後付保いたします。

※お申込時に会員証をご提示ください。なお、利用資格は会員本人のみとなります。※引下げ金利幅および金利適用条件・項目は、金利情勢等により見直しする場合があります。※会員証提示以外の金利引下げ条件もございます。※労働組合等へのご加入状況や、提携生協
のご利用状況により、ご案内する金利が異なります。※対象となる労働組合等および提携生協に関して詳しくはお問い合わせください。※審査結果により、ご希望に添えない場合があります。※保証人をご用意いただくことにより、ご利用いただける場合があります。※店頭または
ホームページで返済額の試算をいたします。※詳しくは店頭に説明書をご用意しております。※表示金利は2022年1月1日現在
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出費が重なる
在学中は

利息返済のみ
でOK！

最長20年返済
だから

毎月の返済額が
コンパクトに！

授業料はもちろん
仕送りや家賃
でのご利用もOK！

生活応援
ポイント

志望校決定前の
 ご相談・お申込

OK！

※ご紹介者様（2022年4月30日時点で預金残高2,000円以上の方）およびご契約者様（期間中にろうきんローンを10万円以上ご契約いただいた方）
2名1組で、専用フォームから応募手続きを期間中に完了した方を対象とします。※住宅ローン（不動産担保型）等つなぎ融資を利用する商品は、期間中
に10万円以上の手形貸付の契約をした方を含みます。※教育ローン（そのつど借入型）およびカードローン（マイプラン）は、期間中に契約し、かつ、
2022年5月20日時点で残高10万円以上の方を対象とします。※一部の商品については、ご融資期間によってキャンペーン対象外となる場合がありま
す。※本キャンペーンはコープローンキャンペーンと重複して適用できませんのでご了承ください。※詳しくは店頭へお問い合わせください。

60組
（120名様）

UCギフトカード

ご同僚・ご友人などペアで応募！

1万円分が当たる！
第2弾

 応募はこちら!
https://www.niigata-rokin.or.jp/campaign3_ready.php/

　　　　　　　　　　  のどちらかが
専用フォームよりご応募ください。
ご紹介者様 ご契約者様

期間中であれば「相談中」や「本申込後」等、
ご応募のタイミングはいつでもOK！
※応募回数はご紹介者様およびご契約者様、それぞ
れの立場で1回のみとさせていただきます。（お一人様
最大2回まで）※2022年5月に抽選を行い、賞品の発
送をもって当選発表とさせていただきます。

応募フォーム
第2弾

期間中、ろうきんローンをご紹介いただいた方、また紹介を受け、ろうきんローンをご契約いた
だいた方（2名様1組）に抽選で「UCギフトカード10,000円分（お一人様5,000円分）」が当たる！

実施
期間

2022年1月4日●→火
2022年4月30日●土紹介で“つながる”笑顔

ろうきんプラザ長岡（ろうきん長岡支店内）
長岡市呉服町1-3-35☎0258（33）0222 新潟ろうきん 検 索

新潟ろうきんホームページ

会員募集中！お知り合いの事業所をご紹介ください。ご紹介の事業所が入会されましたら、
ご紹介いただいた人数により、粗品を進呈いたします。

次回の
センターニュースは
4月1日発行です。

サントピアワールドがこどもから大人まで楽しめる新規施設「ひみつきち」をオープンしました。
県内初！3コースのミニ四駆サーキット、全天候型ドローンフィールドなど様々な“遊び”と“楽しい”
を追求した施設です。

利用券には「有効期間」があります

ナッキーお楽しみ抽選会の
抽選を行いました。

『令和3年度利用券』の有効期間は、3月31日までです。
令和4年度分の各種利用券申込分は、3月29日以降送付
する予定です。

当選者への景品は
ご自宅に発送しま
した。

レンタルドローンあり
（数量限定、時間制、混
雑時はレンタルできな
い場合もあります）

事務局だより
令和3年10月9日～令和4年1月7日

5件
21件
21件
41件
41件
25件
17件

成人
結婚
出産
勤続10年
勤続15年
勤続20年
勤続25年

…………
…………
…………
……
……
……
……

……
……
……

…………
…………
……

…………

13件
8件
5件
28件
29件
11件
48件

勤続30年
勤続35年
勤続40年
銀婚
還暦
傷病見舞
死亡

抽選をする髙見理事長

㈱フカヤ電気
㈲ヤマムラ
百姓五代目又太郎
総美/M.O Materials
㈲大丸サービス
かねこ経営会計事務所

令和3年10月9日～令和4年1月7日
寺泊当新田
与板町与板
深沢町
乙吉町
越路中沢
堀金２

………………………………
…………………………………

…………………………
……………………

……………………………
……………………

新規加入事業所新規加入事業所

慶弔給付金慶弔給付金

サントピアワールド「ひみつきち」利用補助券

利用期間 2月1日（火）～3月31日（木）

※紛失・追加等による再発行はいたしません。

※3歳未満無料
※親子1日券は、1枚につき大人1名、3歳～小学生までのこども1名です。

利用枚数

利用料金

1会員2枚

利用資格 会員と登録家族

利用方法 ①左記の利用補助券を切り取り必要事項を記入してください。
　記入のないもの、コピーした券は無効です。
②利用当日、受付時「利用補助券」を提出し会員料金をお支払
　いください。

お問い合わせ サントピアワールド「ひみつきち」
阿賀野市久保1-1　☎0250-68-3450

サントピアワールド
「ひみつきち」利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

お問い合わせ：サントピアワールド「ひみつきち」
　　　　　　　阿賀野市久保1-1　0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年2月1日（火）～令和4年3月31日（木）
会員料金 1　日　券　1,000円（通常料金　2,000円）

親子1日券　1,500円（通常料金　2,500円）

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可注）未記入の券は利用不可

サントピアワールド
「ひみつきち」利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

お問い合わせ：サントピアワールド「ひみつきち」
　　　　　　　阿賀野市久保1-1　0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年2月1日（火）～令和4年3月31日（木）
会員料金 1　日　券　1,000円（通常料金　2,000円）

親子1日券　1,500円（通常料金　2,500円）

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可注）未記入の券は利用不可

券　　種
１　日　券
親子１日券

1,000円
1,500円

会員料金
2,000円
2,500円

通常料金

土日祝／10：00～16：00（予約不要）
平　日／13：00～21：00（予約制）

会員証提示特別割引
期間中、利用補助券がなくても会員証の提示で何回でも利用できます。
１時間券　　　500円（通常料金　1,000円）
１日券　　　1,200円（通常料金　2,000円）
親子１日券　1,700円（通常料金　2,500円）

キリトリキリトリ

6 Service Center News



会員の皆様へ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている事業は中止あるいは延期になる場合があります。 
また、契約施設で臨時休業をしている施設もありますので、最新情報は各施設の公式サイト等でご確認ください。

申　込　書（2・3月号）

※申し込みは、ＦＡＸ 0258-37-5661・窓口・インターネット・郵送でお願いします。

年　　　　月　　　　日令和

会員番号

会員氏名

送 付  先 事　業　所　 ・　 自　宅　 ・　 窓　口 （受取り　　　　　 月　　　　　 日）

事業所名

日中連絡の取れる電話番号

希望番号（　　　　　 ）3 チケットプレゼント
2月10日（木）必着　※応募は1会員1枚限り

チケットあっせん
チケット名 公演日時 申込枚数券種・区分

ポイント使用

ポイントなし

（あっせん価格）

（ 一 般 価 格 ）

（　　　　 ）枚

（　　　　 ）枚

１

2

4

抽選

クオ・カード ペイ（1会員1口） ＊送付先…事業所のみ
2月14日（月）必着

抽選

ＫＦＣカード（1会員1枚） ＊送付先…事業所のみ
2月8日（火）必着　3月24日（木）発送予定

抽選

※申込みの番号に必ず○印と必要事項を記入してください。

◆申込結果については、受付後おおむね10日以内に通知いたします。

　ただし、抽選するものについては、抽選後の通知といたします。

◆「受付のお知らせ」と「振込依頼書」を送付しますので、代金の納入期限までにお振込みをお願い

　いたします。代金の納入確認ができましたら、手配をいたします。納入期限までに納入の確認が

　できない場合は、無効といたします。

◆送付先は会員の登録住所となります。

　また、振込依頼書のご依頼人氏名は会員氏名となります。

◆ボールペンで記入してください。

受 　 付 　 印

あっせん枚数 1,000枚　 1会員1枚
必要ポイント数 1pt

あっせん価格 一般価格　3,000円 ➡ 2,500円
申 込 期 限 2月8日（火）必着
申 込 方 法 「申込書（8ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

発 送 方 法 入金確認後、ＫＦＣカードを手配し、登録された事業所へ会員分まとめて3月24日（木）
頃送付いたします。

納 入 期 限 2月28日（月） ※納入期限までに入金の確認ができない場合は、無効といたします。

支 払 方 法 申込期限終了後抽選の上、当選者の方には振込依頼書等を送付します。
納入期限までにお支払いをお願いします。
・お知らせと一緒にお送りする振込依頼書で第四北越銀行本支店窓口からお振込みください。
・ＡＴＭでお振込みの場合、振込依頼書のご依頼人欄記載の番号とお名前を入力してください。
　手数料は「会員様負担」となりますので、差引かずに請求額をお振込みください。
・事務局窓口で現金にてお支払いいただくこともできます。

そ の 他 抽選の結果は、案内の発送をもってかえさせていただきます。
代金お支払い後または発送後のキャンセル・変更は受付できません。

ＫＦＣカード（3,000円券）
割引あっせん販売

抽選

ＫＦＣカードはケンタッキーのプリペイドカード。いつものケン
タッキーを、キャッシュレスでよりスマートにご利用いただけます。
有効期限は、カードの発行日、最後にチャージした日、最後に使
用した日、または、残高移行をした日のいずれか遅い日（当日を
含む）から起算して2年間（1年365日）です。

①湯沢高原スキー場
　ロープウェイ付リフト１日券ご招待券 ………………………………10名様

②サンリオ展　招待券 ……………………………………………………　2名様

チケットプレゼント

締 切 日 2月10日（木）必着

上の「申込書」に希望番号を記入してください。
※応募は１会員１枚とさせていただきます。

応募方法

当選者の発表はチケットの発送をもってかえさせていただきます。そ の 他

抽選

各イベント・チケットの申し込みは、ＦＡＸ・窓口・インターネット・郵送のいずれかでお願いします。
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サービスセンターニュース
令和4年2月1日発行

加入状況（令和4年1月1日現在） 事業所数　921社　　会員数　7,122人
公益財団法人 長岡市勤労者福祉サービスセンター 〒940-0033 　長岡市今朝白 1-10-12

TEL.37-5656 　  FAX.37-5661
E-mail : info@nakky.jp
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