
申　込　書（6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。

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

3

4

シネマチケット(1会員３枚まで） ＊送付先…事業所又は窓口

年　　　　月　　　　日令和

会員番号

会員氏名

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

事業所名

日中連絡の取れる電話番号

※申込みの番号に必ず○印と必要事項を記入してください。

受 　 付 　 印

6月7日(火)必着
抽選

サーティワン  アイスクリームギフト券(1会員1セット） ＊送付先…事業所又は窓口
6月10日(金)必着　　7月12日(火)発送予定

抽選

インターネット専用ギフトカード
アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード(1会員1枚） ＊送付先…事業所又は窓口

6月10日(金)必着　　7月15日(金)発送予定

抽選

◆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、手配いたします。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。

◆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。 

（　　　　 ）枚

No.201

6
2022

〒940-0033　長岡市今朝白1-10-12
TEL.37-5656 　  FAX.37-5661
E-mail : info@nakky.jp

令和4年6月1日発行

公益財団法人 長岡市勤労者福祉サービスセンター
加入状況 事業所数　918社　　会員数　7,135人（令和4年5月1日現在）

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。

抽選

ナッキー

サービスセンターニュース

7月29日（金）公開
『ジュラシック・ワールド 新たなる支配者』
TM & (C) 2020 UNIVERSAL STUDIOS & 
AMBLIN ENTERTAINMENT, INC.

観たい映画を、ご都合のいい日・上映時間で鑑賞できます。
インターネット予約・自動発券機で使えるようになりました！

必要ポイント数 １枚１pt

シネマチケットシネマチケット

あっせん枚数 2,400枚限定　※1会員3枚まで

 

対 象 映 画 館 T･ジョイ長岡もしくはT･ジョイ新潟万代で利用可。
他のT･ジョイでは利用できません。

申 込 期 限 6月7日(火)必着 有 効 期 限 令和4年12月31日(土）
申 込 方 法 「申込書(10ページ)｣に必要事項を記入のうえ､お申し込みください。

あっせん価格 一般価格　1,900円➡ 1,100円

支 払 方 法 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､シネマチケットを手配し､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。
窓口で受取り希望の場合は、申込書の送付先欄の窓口に◯印をつけ、受取り月日を記入してください。

使用上の注意 ・ 1枚で1名様1作品にご利用いただけます。
・ 満席の場合はご利用いただけません。
・ イベントやライブビューイング、特別興行には使えません。
・ 払い戻し不可、現金との引き換えはできません。
・ チケットは有効期限内でご利用いただけます。
・ 特別上映(3D上映等)やプレミアムシートのご利用には別途追加料金を頂戴いたします。
・ インターネット予約｢KINEZO｣､自動発券機、チケットカウンターでご利用いただけます。
・ ｢200円共通割引券｣と併用はできません。

納 入 期 限 6月22日(水） ※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。

新型コロナウイルス感染拡大防止にあたり、お客様の安全面に十分注意しながら
営業いたします。ご来場の際には、以下のとおりご協力をお願い申し上げます。
 ・ 健康に不安のある方のご来場は、ご遠慮いたします。
 ・ ご来場の際は、マスクの着用をお願いいたします。
 ・ ご利用の際は、お客様同士の間隔をあけてお並びください。
詳しくは、劇場HPにてご確認ください。 https://tjoy.jp/t-joy_nagaoka

T･ジョイからのお願い 新型コロナウイルス感染予防対策について

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。
・ 60歳以上の方は､「シネマチケット」を購入されるより、シニア料金
(要証明書)に「200円共通割引券」を使用すると1,000円で鑑賞で
ます。また、ファーストデー (12月を除く毎月1日)、水曜サービスデ
ー（毎週水曜日)も、各割引料金に「200円共通割引券」を使用すると、
1,000円で鑑賞できます。

フード･ドリンク売店
割 引 券

フード･ドリンク売店
割 引 券

(公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター6月号 コピー不可

割引適用期限 令和4年12月31日(土）
引 換 場 所 T･ジョイ長岡

「当日の座席指定券」を提示し、「本券」を提出した方に
限りフード・ドリンク売店ご利用の際、1会計につき
100円割引きします。

キリトリキリトリ

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。

会員の
皆様へ

映画 『峠 最後のサムライ』
のチケットは４ページ10 Service Center News

higuchi
線

higuchi
線



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。

そ の 他

「申込書(10ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。申込方法

納入期限 6月30日(木) ※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。

あっせんセット数 500セット(1セット 500円券×6枚）1会員1セット
必要ポイント数 1pt

あっせん価格 一般価格　3,000円 ➡ 2,500円

支払方法 申込期間終了後抽選の上、当選者の方には振込用紙等を送付します。
納入期限までにお振込みをお願いします。
・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、サーティワンアイスクリームギフト券を手配し、登録された事業所の住所へ会員分
まとめて7月12日(火)頃送付します。
窓口で受取り希望の場合は、申込書の送付先欄の窓口に◯印をつけ、受取り月日を記入してください。

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。

そ の 他

「申込書(10ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。申込方法

納入期限 6月30日(木)　※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。

あっせんセット数 500枚　1会員1枚
必要ポイント数 1pt

あっせん価格 一般価格　5,000円 ➡ 4,200円

支払方法 申込期間終了後抽選の上、当選者の方には振込用紙等を送付します。
納入期限までにお振込みをお願いします。
・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、アサヒスーパードライ鮮度ギフトカードを手配し、登録された事業所の住所へ会員分
まとめて7月15日(金)頃事務局から送付します。
窓口で受取り希望の場合は、申込書の送付先欄の窓口に◯印をつけ、受取り月日を記入してください。

申込期限 6月10日(金)必着

申込期限 6月10日(金)必着

アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード
割引あっせん販売
アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード
割引あっせん販売

インターネット専用ギフトカード

世界最大級のアイスクリームチェーン店、サーティワンアイスクリームの
「500円ギフト券」です。
全国の店舗で使用することができ(一部店舗除く。)、使用期限もありません。

抽選 サーティワン アイスクリームギフト券
割引あっせん販売
サーティワン アイスクリームギフト券
割引あっせん販売

抽選

商品の交換は、パソコンやスマートフォンなどインターネットからと
なります。製造後3日以内に工場から出荷した「アサヒスーパードライ
(350ml缶×18本)」をクール便でご指定日にお届けします。

6月2日(木)～8月30日(火) ※水曜定休日開催期間

計50名定 員

1,500円 (一般料金 3,000円)参 加 料

8月29日(月)申込期限

うつわや美野里和楽庵2階
(長岡市古正寺1-1-1　TEL 0258-28-7518)

会 場

①直接、うつわや美野里和楽庵に電話で予約してください。
　申込先及びお問い合わせ先：うつわや美野里和楽庵　TEL 0258-28-7518
②電話予約の際、開催期間内で参加希望の日時、氏名と会員番号を伝えてください。

申込方法

当日、会場で会員証を提示し、参加料をお支払いください。支払方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場の際はマスク着用をお願いします。
発熱や風邪の症状等がある場合は参加を自粛してください。

お 願 い

会員と登録家族、開催期間中1人１回
(小学生以下の方が参加する場合は、１名につき１名の保護者同伴でお願いします。)

対 象 者

寿司・和食一の『６月初夏のコース料理』、『７月盛夏のコース料理』に
利用できる食事補助券です。
詳しくはホームページをご確認ください。

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

補助額 500円
季節のコース料理(5,500円）食事補助券

●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枚につき1名様のご利用です。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

利用期間 令和4年6月1日(水)～令和４年7月31日(日)
施 設 名 寿司・和食一
利　用　日

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

補助額 500円
季節のコース料理(5,500円）食事補助券

●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枚につき1名様のご利用です。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

利用期間 令和4年6月1日(水)～令和４年7月31日(日)
施 設 名 寿司・和食一
利　用　日

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

キリトリキリトリ

(体験コース)(体験コース)美野里焼陶芸教室美野里焼陶芸教室
お皿やマグカップなど2時間で2、3個程度作ります。
夏休みの作品作りにもおススメです。7月31日までに受講して
いただくと、8月中に作品が完成します。

季節のコース料理 (5,500円)
食事補助券

（イメージ）

（イメージ）

6月1日(水)～7月31日(日)　利用期間

11:30～14:30　17:00～21:30　
月曜定休(祝日の場合は翌日）

営業時間

500円補 助 額

①寿司・和食一に電話で予約してください。
　TEL 0258-28-5001
②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。
③当日、精算の際に「食事補助券」を提出し、食事
　補助券利用料金をお支払いください。

利用方法

都合により、営業時間の変更または休業となる
場合があります。
事前にお問い合わせください。

そ の 他

会員と登録家族
会員証の提示で、ナッキー料金になります。

利用資格

寿司・和食一会 場 長岡市古正寺1丁目2972
TEL 0258-28-5001（ ）

区　分
食事補助券利用料金
ナッキー料金
一般料金

季節のコース料理
4,700円
5,200円
5,500円
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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。

そ の 他

「申込書(10ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。申込方法

納入期限 6月30日(木) ※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。

あっせんセット数 500セット(1セット 500円券×6枚）1会員1セット
必要ポイント数 1pt

あっせん価格 一般価格　3,000円 ➡ 2,500円

支払方法 申込期間終了後抽選の上、当選者の方には振込用紙等を送付します。
納入期限までにお振込みをお願いします。
・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、サーティワンアイスクリームギフト券を手配し、登録された事業所の住所へ会員分
まとめて7月12日(火)頃送付します。
窓口で受取り希望の場合は、申込書の送付先欄の窓口に◯印をつけ、受取り月日を記入してください。

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。

そ の 他

「申込書(10ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。申込方法

納入期限 6月30日(木)　※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。

あっせんセット数 500枚　1会員1枚
必要ポイント数 1pt

あっせん価格 一般価格　5,000円 ➡ 4,200円

支払方法 申込期間終了後抽選の上、当選者の方には振込用紙等を送付します。
納入期限までにお振込みをお願いします。
・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、アサヒスーパードライ鮮度ギフトカードを手配し、登録された事業所の住所へ会員分
まとめて7月15日(金)頃事務局から送付します。
窓口で受取り希望の場合は、申込書の送付先欄の窓口に◯印をつけ、受取り月日を記入してください。

申込期限 6月10日(金)必着

申込期限 6月10日(金)必着

アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード
割引あっせん販売
アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード
割引あっせん販売

インターネット専用ギフトカード

世界最大級のアイスクリームチェーン店、サーティワンアイスクリームの
「500円ギフト券」です。
全国の店舗で使用することができ(一部店舗除く。)、使用期限もありません。

抽選 サーティワン アイスクリームギフト券
割引あっせん販売
サーティワン アイスクリームギフト券
割引あっせん販売

抽選

商品の交換は、パソコンやスマートフォンなどインターネットからと
なります。製造後3日以内に工場から出荷した「アサヒスーパードライ
(350ml缶×18本)」をクール便でご指定日にお届けします。

6月2日(木)～8月30日(火) ※水曜定休日開催期間

計50名定 員

1,500円 (一般料金 3,000円)参 加 料

8月29日(月)申込期限

うつわや美野里和楽庵2階
(長岡市古正寺1-1-1　TEL 0258-28-7518)

会 場

①直接、うつわや美野里和楽庵に電話で予約してください。
　申込先及びお問い合わせ先：うつわや美野里和楽庵　TEL 0258-28-7518
②電話予約の際、開催期間内で参加希望の日時、氏名と会員番号を伝えてください。

申込方法

当日、会場で会員証を提示し、参加料をお支払いください。支払方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場の際はマスク着用をお願いします。
発熱や風邪の症状等がある場合は参加を自粛してください。

お 願 い

会員と登録家族、開催期間中1人１回
(小学生以下の方が参加する場合は、１名につき１名の保護者同伴でお願いします。)

対 象 者

寿司・和食一の『６月初夏のコース料理』、『７月盛夏のコース料理』に
利用できる食事補助券です。
詳しくはホームページをご確認ください。

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

補助額 500円
季節のコース料理(5,500円）食事補助券

●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枚につき1名様のご利用です。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

利用期間 令和4年6月1日(水)～令和４年7月31日(日)
施 設 名 寿司・和食一
利　用　日

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

補助額 500円
季節のコース料理(5,500円）食事補助券

●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枚につき1名様のご利用です。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

利用期間 令和4年6月1日(水)～令和４年7月31日(日)
施 設 名 寿司・和食一
利　用　日

会 員 番 号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

キリトリキリトリ

(体験コース)(体験コース)美野里焼陶芸教室美野里焼陶芸教室
お皿やマグカップなど2時間で2、3個程度作ります。
夏休みの作品作りにもおススメです。7月31日までに受講して
いただくと、8月中に作品が完成します。

季節のコース料理 (5,500円)
食事補助券

（イメージ）

（イメージ）

6月1日(水)～7月31日(日)　利用期間

11:30～14:30　17:00～21:30　
月曜定休(祝日の場合は翌日）

営業時間

500円補 助 額

①寿司・和食一に電話で予約してください。
　TEL 0258-28-5001
②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。
③当日、精算の際に「食事補助券」を提出し、食事
　補助券利用料金をお支払いください。

利用方法

都合により、営業時間の変更または休業となる
場合があります。
事前にお問い合わせください。

そ の 他

会員と登録家族
会員証の提示で、ナッキー料金になります。

利用資格

寿司・和食一会 場 長岡市古正寺1丁目2972
TEL 0258-28-5001（ ）

区　分
食事補助券利用料金
ナッキー料金
一般料金

季節のコース料理
4,700円
5,200円
5,500円
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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。
※ポイント不要のチケットもあ
ります。ご確認ください。

申込方法▶▶▶
『申込書（10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。

チチケットあっせんケットあっせん情報情報

松竹映画「峠 最後のサムライ」

ⓒ2020「峠 最後のサムライ」製作委員会
配給：松竹、アスミック・エース

Courtesy of Billings Productions, Inc.

ジュラシック大恐竜展
2022 inときメッセ
恐竜の森には実物大13ｍのティラノサウル
スのロボット恐竜などアメリカからやってき
た11体の恐竜ロボットが出現、恐竜たちが暴
れまわり、1億5千年前の世界を体感できま
す。ティラノサウルス「スタン」やトリケラト
プス「レイモンド」の骨格や、恐竜の化石も展
示、日本最大級の恐竜展をお楽しみください。

会 期 7月29日(金)～8月28日(日)
会 場 朱鷺メッセ・展示ホール
券種・区分 大人、子ども(3歳以上)
あっせん価格 大人 1,400円　子ども(3歳以上) 600円

前売券　大人 1,600円　子ども(3歳以上) 700円
当日券　大人 1,900円　子ども(3歳以上）1,000円

一般価格

申込期限 7月28日(木)必着
そ の 他 2歳以下無料

7月28日(木)納入期限

あっせん枚数 各100枚

新潟県展を育てた
審査員たち展
県下最大の公募展・県展の歴代審査員を務めた
作家たちの作品を一堂に展示。終戦間もない
1945年11月に全国に先駆けて開催され、新潟
の美術界を牽引してきた県展の系譜を辿る貴重
な機会です。

会 期 8月11日（木・祝）～9月8日（木）
会 場 新潟県民会館  ３階  ギャラリー
券種・区分 一般　中・高・大学生
あっせん価格 一般 700円　中・高・大学生 400円

前売券　一般 800円　  中・高・大学生 500円
当日券　一般 1,000円　中・高・大学生 700円

一般価格

申込期限 8月10日(水)必着
そ の 他 小学生以下無料

8月10日(水)納入期限

あっせん枚数 各50枚

必要ポイント数 1 pt和田誠展
和田誠はイラストレーター、グラフィックデザイナーと
して広く知られています。そのほかにも装丁家や映画監
督、エッセイスト、作曲家、アニメーション作家、アートデ
ィレクターなどさまざまな顔を持ち、その創作の広がり
はとどまるところを知りません。本展は、和田誠の膨大で
多岐にわたる仕事の全貌に迫る初めての展覧会です。和
田誠を知るうえで欠かせないトピックスを軸に、83年の
生涯で制作した多彩な作品を紹介します。

会 期 7月2日(土)～
8月28日(日)

会 場 新潟県立万代島美術館
券種・区分 一般
あっせん価格 900円

前売券 1,100円　当日券 1,400円一般価格

申込期限 7月1日(金)必着
そ の 他 中学生以下無料、大学・高校生1,100円

7月1日(金)納入期限

あっせん枚数 150枚

必要ポイント数 1 pt令和４年
山古志 闘牛大会 入場券
山古志闘牛場で開催される、国指定重要無形民俗文化財、山古志闘牛大会の入場券です。
開催日、１枚につき１名様１回限り有効です。

開 催 日 ６月19日(日)、７月17日(日)、８月２日(火)※、
３日(水)、28日(日)、９月18日(日)、10月９日(日)、
23日(日)※、11月３日(木・祝)　
13：00取組開始（受付10：00～）　雨天決行

会 場 長岡市山古志闘牛場(長岡市山古志南平地内)
券種・区分 入場券

2,200円一般価格

申込期限 11月2日(水)必着
そ の 他 中学生以下無料

11月2日(水)納入期限

あっせん枚数 100枚

チチケットあっせんケットあっせん情報情報

ニッポンが震えた、熱き心。
監督・脚本：小泉堯史
出　　 演：役所広司　松たか子、香川京子、田中泯、永山絢斗 ／ 仲代達矢
敵軍50,000人に、たった690人で挑んだ“最後のサムライ”
慶応3年（1867年）大政奉還。260年余りに及んだ徳川幕府は終焉を迎え、諸藩は東軍と西軍に二分していく。慶応４年鳥羽・
伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発した。
越後の小藩、長岡藩の家老・河井継之助は、東軍・西軍どちらにも属さない、武装中立を目指す。戦うことが当たり前となってい
た武士の時代、民の暮らしを守るために、戦争を避けようとしたのだ。だが、和平を願って臨んだ談判は決裂。継之助は徳川譜
代の大名として義を貫き、西軍と砲火を交えるという決断を下す。妻を愛し、国を想い、戦の無い世を願った継之助の、最後の
戦いが始まった・・・・・。

上 映 館 T・ジョイ長岡　他
券種・区分 一般
あっせん価格 900円
申込期限 7月15日(金)必着

上 映 日 6月17日(金)～全国ロードショー

あっせん枚数
一般価格 当日券 1,900円
納入期限 7月15日(金)

400枚(1会員4枚まで)

※印は、特別開催になります。詳細については、「山古志闘牛会」フェイスブック
ページへ掲載いたします。

あっせん価格 1,100円

佐々木象堂《瑞鳥置物》雪梁舎美術館蔵

ポイント不要

HY
HANAEMI TOUR 2022-2023

7,700円一般価格

6月24日(金)

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 6月24日(金)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。

『ぼくは王さま』（文・寺村輝夫）　
表紙 1967 　理論社 多摩美術大学
アートアーカイヴセンター蔵 
©Wada Makoto

会 期 7月16日(土)～
8月28日(日)

会 場 新潟県立自然科学館
1階　特別展示室

券種・区分 高校生以上  小･中学生

申込期限 6月30日(木)必着 6月30日(木)納入期限

そ の 他

ぶっとんでる
いきもの展２
個性重視！ちょっとかわった愛すべき生き物たちが
再結集！全国で大人気となっている、あの「ぶっとん
でるいきもの展」がパワーアップして帰ってきた！
謎すぎ！危険すぎ！派手すぎ！透けすぎ～！ 

2,000円一般価格

6月10日(金)

必要ポイント数 1 pt

日 時 7月18日（月・祝） 14：00開演
会 場 新発田市民文化会館
券種・区分 指定 あっせん枚数 20枚
あっせん価格 1,800円
申込期限 6月10日(金)必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

北海道歌旅座
ザ・コンサート ～昭和のうた～
2009年に旗揚げした北海道歌旅座。
昭和の流行歌や家族･故郷･希望が
テーマのオリジナル曲を歌い、涙あ
り、笑いありのステージで「元気」と
「感動」をお届けします。
歌･ピアノ／吉田淳子　
ヴァイオリン／高杉奈梨子　
伴奏･コーラス／ザ･サーモンズ
予定曲目
・イヨマンテの夜　・お久しぶりね
・真赤な太陽　・青い山脈　
・学生時代　・テネシーワルツ　
・愛の讃歌　他

フォレスタ コンサート
in 長岡

6,000円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 8月21日(日) 14：00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4枚まで）
あっせん価格 5,400円
申込期限 6月24日(金)必着 6月24日(金)納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

6,000円一般価格

6月10日(金)

必要ポイント数 1 pt

日 時 9月4日(日) 16：00開演
会 場 新発田市民文化会館
券種・区分 指定 あっせん枚数 10枚
あっせん価格 5,400円
申込期限 6月10日(金)必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

鈴木康博・
太田裕美・細坪基佳　　
～青春のCalendar ～
元「オフコース」の鈴木
康博、元「ふきのとう」
の細坪基佳に太田裕美
を加え、それぞれのヒ
ット曲と青春ポップス
をお楽しみください。

鈴木康博 太田裕美 細坪基佳

7,800円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 7月3日(日) 
17：00開演

会 場 長岡市立劇場
券種・区分 指定Ａ席 あっせん枚数 20枚
あっせん価格 7,000円
申込期限 6月10日(金)必着 6月10日(金)納入期限

フォークフェスタ
2022 in 長岡
人気フォークシンガー南こうせつと
イルカのコンサートが開催決定！
青春時代がよみがえる名曲の数々。
会場でお楽しみください！

※2022年3月5日（土）の
　延期公演となります。

南こうせつ イルカ

あっせん枚数 各100枚
あっせん価格 高校生以上 1,100円　小・中学生 500円

入館券付き特別展入場券（前売）　
高校生以上 1,380円　小・中学生 600円

一般価格

未就学児は、入館•特別展ともに無料。（但し、保護者の同伴が必要） 身体
障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳をご提示いただいた方は、入
館のみ無料。平日限定サービスあり。詳しくはTeNYホームページ。

■動物取扱業に関する表示  名称：株式会社エラスモブラン
チ 代表取締役 村田 健  事業所の名称:ぶっとんでるいきも
の展2  事業所の所在地:新潟県新潟市中央区女池南3丁目1
番1号  動物取扱業の種別:展示  登録番号:新動セ（動）第
22-05-002号  登録年月日:令和4年4月6日  登録の有効
期限の末日:令和9年4月5日 動物取扱責任者:村田 健

ポイント不要

ポイント不要

ポイント不要

そ の 他 映画『峠 最後のサムライ』半券キャンペーン実施（７ページ参照）

そ の 他 未就学児入場不可
新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライ
ンに遵守して頂きます。詳しくはFOBホームペ
ージをご確認ください。
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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。
※ポイント不要のチケットもあ
ります。ご確認ください。

申込方法▶▶▶
『申込書（10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。

チチケットあっせんケットあっせん情報情報

松竹映画「峠 最後のサムライ」

ⓒ2020「峠 最後のサムライ」製作委員会
配給：松竹、アスミック・エース

Courtesy of Billings Productions, Inc.

ジュラシック大恐竜展
2022 inときメッセ
恐竜の森には実物大13ｍのティラノサウル
スのロボット恐竜などアメリカからやってき
た11体の恐竜ロボットが出現、恐竜たちが暴
れまわり、1億5千年前の世界を体感できま
す。ティラノサウルス「スタン」やトリケラト
プス「レイモンド」の骨格や、恐竜の化石も展
示、日本最大級の恐竜展をお楽しみください。

会 期 7月29日(金)～8月28日(日)
会 場 朱鷺メッセ・展示ホール
券種・区分 大人、子ども(3歳以上)
あっせん価格 大人 1,400円　子ども(3歳以上) 600円

前売券　大人 1,600円　子ども(3歳以上) 700円
当日券　大人 1,900円　子ども(3歳以上）1,000円

一般価格

申込期限 7月28日(木)必着
そ の 他 2歳以下無料

7月28日(木)納入期限

あっせん枚数 各100枚

新潟県展を育てた
審査員たち展
県下最大の公募展・県展の歴代審査員を務めた
作家たちの作品を一堂に展示。終戦間もない
1945年11月に全国に先駆けて開催され、新潟
の美術界を牽引してきた県展の系譜を辿る貴重
な機会です。

会 期 8月11日（木・祝）～9月8日（木）
会 場 新潟県民会館  ３階  ギャラリー
券種・区分 一般　中・高・大学生
あっせん価格 一般 700円　中・高・大学生 400円

前売券　一般 800円　  中・高・大学生 500円
当日券　一般 1,000円　中・高・大学生 700円

一般価格

申込期限 8月10日(水)必着
そ の 他 小学生以下無料

8月10日(水)納入期限

あっせん枚数 各50枚

必要ポイント数 1 pt和田誠展
和田誠はイラストレーター、グラフィックデザイナーと
して広く知られています。そのほかにも装丁家や映画監
督、エッセイスト、作曲家、アニメーション作家、アートデ
ィレクターなどさまざまな顔を持ち、その創作の広がり
はとどまるところを知りません。本展は、和田誠の膨大で
多岐にわたる仕事の全貌に迫る初めての展覧会です。和
田誠を知るうえで欠かせないトピックスを軸に、83年の
生涯で制作した多彩な作品を紹介します。

会 期 7月2日(土)～
8月28日(日)

会 場 新潟県立万代島美術館
券種・区分 一般
あっせん価格 900円

前売券 1,100円　当日券 1,400円一般価格

申込期限 7月1日(金)必着
そ の 他 中学生以下無料、大学・高校生1,100円

7月1日(金)納入期限

あっせん枚数 150枚

必要ポイント数 1 pt令和４年
山古志 闘牛大会 入場券
山古志闘牛場で開催される、国指定重要無形民俗文化財、山古志闘牛大会の入場券です。
開催日、１枚につき１名様１回限り有効です。

開 催 日 ６月19日(日)、７月17日(日)、８月２日(火)※、
３日(水)、28日(日)、９月18日(日)、10月９日(日)、
23日(日)※、11月３日(木・祝)　
13：00取組開始（受付10：00～）　雨天決行

会 場 長岡市山古志闘牛場(長岡市山古志南平地内)
券種・区分 入場券

2,200円一般価格

申込期限 11月2日(水)必着
そ の 他 中学生以下無料

11月2日(水)納入期限

あっせん枚数 100枚

チチケットあっせんケットあっせん情報情報

ニッポンが震えた、熱き心。
監督・脚本：小泉堯史
出　　 演：役所広司　松たか子、香川京子、田中泯、永山絢斗 ／ 仲代達矢
敵軍50,000人に、たった690人で挑んだ“最後のサムライ”
慶応3年（1867年）大政奉還。260年余りに及んだ徳川幕府は終焉を迎え、諸藩は東軍と西軍に二分していく。慶応４年鳥羽・
伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発した。
越後の小藩、長岡藩の家老・河井継之助は、東軍・西軍どちらにも属さない、武装中立を目指す。戦うことが当たり前となってい
た武士の時代、民の暮らしを守るために、戦争を避けようとしたのだ。だが、和平を願って臨んだ談判は決裂。継之助は徳川譜
代の大名として義を貫き、西軍と砲火を交えるという決断を下す。妻を愛し、国を想い、戦の無い世を願った継之助の、最後の
戦いが始まった・・・・・。

上 映 館 T・ジョイ長岡　他
券種・区分 一般
あっせん価格 900円
申込期限 7月15日(金)必着

上 映 日 6月17日(金)～全国ロードショー

あっせん枚数
一般価格 当日券 1,900円
納入期限 7月15日(金)

400枚(1会員4枚まで)

※印は、特別開催になります。詳細については、「山古志闘牛会」フェイスブック
ページへ掲載いたします。

あっせん価格 1,100円

佐々木象堂《瑞鳥置物》雪梁舎美術館蔵

ポイント不要

HY
HANAEMI TOUR 2022-2023

7,700円一般価格

6月24日(金)

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 6月24日(金)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。

『ぼくは王さま』（文・寺村輝夫）　
表紙 1967 　理論社 多摩美術大学
アートアーカイヴセンター蔵 
©Wada Makoto

会 期 7月16日(土)～
8月28日(日)

会 場 新潟県立自然科学館
1階　特別展示室

券種・区分 高校生以上  小･中学生

申込期限 6月30日(木)必着 6月30日(木)納入期限

そ の 他

ぶっとんでる
いきもの展２
個性重視！ちょっとかわった愛すべき生き物たちが
再結集！全国で大人気となっている、あの「ぶっとん
でるいきもの展」がパワーアップして帰ってきた！
謎すぎ！危険すぎ！派手すぎ！透けすぎ～！ 

2,000円一般価格

6月10日(金)

必要ポイント数 1 pt

日 時 7月18日（月・祝） 14：00開演
会 場 新発田市民文化会館
券種・区分 指定 あっせん枚数 20枚
あっせん価格 1,800円
申込期限 6月10日(金)必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

北海道歌旅座
ザ・コンサート ～昭和のうた～
2009年に旗揚げした北海道歌旅座。
昭和の流行歌や家族･故郷･希望が
テーマのオリジナル曲を歌い、涙あ
り、笑いありのステージで「元気」と
「感動」をお届けします。
歌･ピアノ／吉田淳子　
ヴァイオリン／高杉奈梨子　
伴奏･コーラス／ザ･サーモンズ
予定曲目
・イヨマンテの夜　・お久しぶりね
・真赤な太陽　・青い山脈　
・学生時代　・テネシーワルツ　
・愛の讃歌　他

フォレスタ コンサート
in 長岡

6,000円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 8月21日(日) 14：00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4枚まで）
あっせん価格 5,400円
申込期限 6月24日(金)必着 6月24日(金)納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

6,000円一般価格

6月10日(金)

必要ポイント数 1 pt

日 時 9月4日(日) 16：00開演
会 場 新発田市民文化会館
券種・区分 指定 あっせん枚数 10枚
あっせん価格 5,400円
申込期限 6月10日(金)必着 納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

鈴木康博・
太田裕美・細坪基佳　　
～青春のCalendar ～
元「オフコース」の鈴木
康博、元「ふきのとう」
の細坪基佳に太田裕美
を加え、それぞれのヒ
ット曲と青春ポップス
をお楽しみください。

鈴木康博 太田裕美 細坪基佳

7,800円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 7月3日(日) 
17：00開演

会 場 長岡市立劇場
券種・区分 指定Ａ席 あっせん枚数 20枚
あっせん価格 7,000円
申込期限 6月10日(金)必着 6月10日(金)納入期限

フォークフェスタ
2022 in 長岡
人気フォークシンガー南こうせつと
イルカのコンサートが開催決定！
青春時代がよみがえる名曲の数々。
会場でお楽しみください！

※2022年3月5日（土）の
　延期公演となります。

南こうせつ イルカ

あっせん枚数 各100枚
あっせん価格 高校生以上 1,100円　小・中学生 500円

入館券付き特別展入場券（前売）　
高校生以上 1,380円　小・中学生 600円

一般価格

未就学児は、入館•特別展ともに無料。（但し、保護者の同伴が必要） 身体
障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳をご提示いただいた方は、入
館のみ無料。平日限定サービスあり。詳しくはTeNYホームページ。

■動物取扱業に関する表示  名称：株式会社エラスモブラン
チ 代表取締役 村田 健  事業所の名称:ぶっとんでるいきも
の展2  事業所の所在地:新潟県新潟市中央区女池南3丁目1
番1号  動物取扱業の種別:展示  登録番号:新動セ（動）第
22-05-002号  登録年月日:令和4年4月6日  登録の有効
期限の末日:令和9年4月5日 動物取扱責任者:村田 健

ポイント不要

ポイント不要

ポイント不要

そ の 他 映画『峠 最後のサムライ』半券キャンペーン実施（７ページ参照）

そ の 他 未就学児入場不可
新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライ
ンに遵守して頂きます。詳しくはFOBホームペ
ージをご確認ください。
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informationイインフォメーションンフォメーション
新規契約施設

河井継之助記念館

新たに契約した施設です。会員証の提示で利用できます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間等変更の場合があります。

契約施設情報

会員証を提示して、会員料金をお支払いください。

アクアーレ長岡 (ガイドブック11ページ掲載）　

７月１日より『中学生以上』の利用料金が下表の料金に
変わります。

7月1日より下表の料金等に変わります。

新潟トラベル長岡営業所

●日帰り温泉

●旅行代理店
(ガイドブック15ページ掲載)

長岡市沖田1-6　アクロスプラザ長岡内 ➡ 長岡市西神田町2-3　村山ハウスビル１Ｆ

住所が変更になりました。

区　　分 会員料金 一般料金
大人
高校生・大学生
小・中学生
障害者・介助者

160円
120円
80円
120円

200円
150円
100円
150円

区　　分 会員料金 一般料金

温泉利用

プール・温泉・
マシンジム・
スタジオ利用

520円

1,200円

850円

1,700円

利用資格 会員と登録家族
住　　所 長岡市長町1丁目甲1675-1

電話番号 0258-30-1525
開館時間 10：00～ 17：00(入館は16：30まで)
休 館 日 12月28日～ 1月4日

そ の 他 映画『峠 最後のサムライ』の公開に合わせて、映画の半券を
お持ちの方は6月17日(金) ～ 9月30日(金)まで、入館料が
一般料金から半額になります。

キャンペーン期間 6月17日(金) ～ 9月30日(金)

内　　容 キャンペーン参加店舗で、映画『峠 最後のサムライ』の入場半券・予約画面、もしくは河井継之助記念館の
入館券を提示した際、特別サービスを受けることができます。

詳細はこちら

映画『峠 最後のサムライ』半券キャンペーン

さくらの湯 (ガイドブック12ページ掲載）　

●日帰り温泉

そ の 他 会員証提示料金は、会員と登録家族合わせて5名まで一般料
金から大人100円引き（平日の夜間は50円）、小人50円引き
（平日の夜間は割引なし）

区　　分 一般料金
タオルセット・館内着付
タオルセット・館内着なし
平日17:00以降
タオルセット・館内着付
タオルセット・館内着なし
平日17:00以降

大人

小人
(3歳～小学生）

1,150円
1,000円
700円
650円
550円
450円

会員料金
850円
700円
500円
400円
300円
250円

関東町交差点

351

山本五十六
記念館

北陸福祉
保育専門学院

河井継之助記念館

長
岡
駅

河井継之助記念館HP

チチケットあっせんケットあっせん情報情報

仲道郁代
©Tomoko Hidaki

必要ポイント数 1 pt 必要ポイント数 1 pt

日 時 9月23日(金・祝) 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
あっせん価格 2,700円 3,000円一般価格

申込期限 6月10日(金)必着
そ の 他 未就学児入場不可

6月10日(金)納入期限

あっせん枚数 30枚

前川清＆川中美幸
二人爆笑コンサート2022

日 時 9月27日(火) 
13：30開演

会 場 新潟県民会館
券種・区分 指定

あっせん価格 4,900円
7,700円一般価格

申込期限 6月24日(金)必着
そ の 他 未就学児入場不可

6月24日(金)納入期限

あっせん枚数 20枚

必要ポイント数 1 pt

日 時 9月19日(月・祝) 
16：00怪宴

会 場 りゅーとぴあ  劇場
券種・区分 指定

あっせん価格 5,200円
5,800円一般価格

申込期限 6月24日(金)必着

そ の 他 未就学児入場不可
6月24日(金)納入期限

あっせん枚数 20枚

必要ポイント数 1 pt東京フィルハーモニー交響楽団 
長岡特別演奏会
東京フィルハーモニー交響楽団 首席指揮者の
アンドレア・バッティストーニが3年ぶりに長岡
市立劇場に登場！情熱的な指揮と迫力ある演奏
をどうぞお楽しみください。
指　揮：アンドレア・バッティストーニ
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目：リスト（バッティストーニ編）／「巡礼の年」第2年「イタリア」よりダンテを読んで
　　　 マーラー／交響曲第5番嬰ハ短調

日 時 9月18日(日) 14：00開演
会 場 長岡市立劇場
券種・区分 Ｓ席　Ａ席
あっせん価格 Ｓ席 5,400円　Ａ席 3,600円

Ｓ席 6,000円　Ａ席 4,000円一般価格

申込期限 6月6日(月)必着
そ の 他 未就学児入場不可

6月6日(月)納入期限

あっせん枚数 各30枚

MYSTERY NIGHT TOUR 2022  
稲川淳二の怪談ナイト 
～稲川怪談 30年連続公演～

昨年度、文化庁芸術祭大賞を受賞した仲道郁代のピアノ・リサ
イタル。ドビュッシーとラフマニノフの前奏曲を取り上げ、そ
の対比により、仲道郁代の新たなピアニズムを披露します。
曲目：ドビュッシー／前奏曲第2巻
　　  ラフマニノフ／前奏曲集 作品23より 第2番、第5番、第7番
　　  ラフマニノフ／前奏曲集 作品32より 第2番、第5番、第8番、
　　  　　　　　　　第10番、第11番、第12番
　　  ラフマニノフ／前奏曲「鐘」 作品3-2

ユニオンツールクラシックプログラムvol.25
仲道郁代ピアノ・リサイタル
前奏曲 ～永遠への兆し～

令和4年度　事業計画・予算が決まりました。
事業計画

生活支援に関する情報提供、提携金融機関で
ある労働金庫の融資制度の紹介、子育て・介護
に係る経費の一部補助を行います。

生活安定事業

会員の祝い事に祝金、傷病・住宅災害の際に見舞金、会員と
その家族の死亡には弔慰金の給付を行います。

慶弔給付事業

健康診断・人間ドック受診経費やインフルエンザ予防接種
経費の一部補助、トレッキング等の参加費の一部補助、体
育施設や日帰り温泉等の健康維持増進施設利用経費の一
部補助を行います。

健康維持及び増進事業

①カルチャーセンター・スポーツクラブ等受
講経費の一部補助、家族で楽しめる各種体
験事業参加費の一部補助を行います。

②ゴルフコンペや忘・新年会等の経費の一部
補助等により職場のコミュニケーションの
向上を支援するほか、四季折々の事業や地
域イベントを実施します。

③提携施設の宿泊料金やゴルフ場利用料金等
の一部補助、スポーツ観戦及びシネマチケ
ット等のあっせんを行うほか、割安な推奨
ツアー等の充実を図ります。

自己啓発及び余暇活動支援事業

予　　算 令和4年度  収支予算書総括表
収 入 科 目 支 出 科 目予算額（千円）

収 入 合 計

掛金負担金収入
事業収入
補助金収入
その他収入

支 出 合 計

事業費支出
管理費支出

69,120
36,153
15,580
1,195

122,048

予算額（千円）
118,310
3,738

122,048

バッティストーニ　　　　   　©Takafumi Ueno

6 Service Center News 7Service Center News



informationイインフォメーションンフォメーション
新規契約施設

河井継之助記念館

新たに契約した施設です。会員証の提示で利用できます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間等変更の場合があります。

契約施設情報

会員証を提示して、会員料金をお支払いください。

アクアーレ長岡 (ガイドブック11ページ掲載）　

７月１日より『中学生以上』の利用料金が下表の料金に
変わります。

7月1日より下表の料金等に変わります。

新潟トラベル長岡営業所

●日帰り温泉

●旅行代理店
(ガイドブック15ページ掲載)

長岡市沖田1-6　アクロスプラザ長岡内 ➡ 長岡市西神田町2-3　村山ハウスビル１Ｆ

住所が変更になりました。

区　　分 会員料金 一般料金
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高校生・大学生
小・中学生
障害者・介助者
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80円
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150円

区　　分 会員料金 一般料金

温泉利用

プール・温泉・
マシンジム・
スタジオ利用
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1,200円

850円

1,700円

利用資格 会員と登録家族
住　　所 長岡市長町1丁目甲1675-1

電話番号 0258-30-1525
開館時間 10：00～ 17：00(入館は16：30まで)
休 館 日 12月28日～ 1月4日

そ の 他 映画『峠 最後のサムライ』の公開に合わせて、映画の半券を
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一般料金から半額になります。

キャンペーン期間 6月17日(金) ～ 9月30日(金)

内　　容 キャンペーン参加店舗で、映画『峠 最後のサムライ』の入場半券・予約画面、もしくは河井継之助記念館の
入館券を提示した際、特別サービスを受けることができます。

詳細はこちら

映画『峠 最後のサムライ』半券キャンペーン

さくらの湯 (ガイドブック12ページ掲載）　

●日帰り温泉

そ の 他 会員証提示料金は、会員と登録家族合わせて5名まで一般料
金から大人100円引き（平日の夜間は50円）、小人50円引き
（平日の夜間は割引なし）

区　　分 一般料金
タオルセット・館内着付
タオルセット・館内着なし
平日17:00以降
タオルセット・館内着付
タオルセット・館内着なし
平日17:00以降

大人

小人
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1,000円
700円
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450円

会員料金
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700円
500円
400円
300円
250円

関東町交差点

351

山本五十六
記念館

北陸福祉
保育専門学院

河井継之助記念館

長
岡
駅

河井継之助記念館HP

チチケットあっせんケットあっせん情報情報

仲道郁代
©Tomoko Hidaki

必要ポイント数 1 pt 必要ポイント数 1 pt

日 時 9月23日(金・祝) 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
あっせん価格 2,700円 3,000円一般価格

申込期限 6月10日(金)必着
そ の 他 未就学児入場不可

6月10日(金)納入期限

あっせん枚数 30枚

前川清＆川中美幸
二人爆笑コンサート2022

日 時 9月27日(火) 
13：30開演

会 場 新潟県民会館
券種・区分 指定

あっせん価格 4,900円
7,700円一般価格

申込期限 6月24日(金)必着
そ の 他 未就学児入場不可

6月24日(金)納入期限

あっせん枚数 20枚

必要ポイント数 1 pt

日 時 9月19日(月・祝) 
16：00怪宴

会 場 りゅーとぴあ  劇場
券種・区分 指定

あっせん価格 5,200円
5,800円一般価格

申込期限 6月24日(金)必着

そ の 他 未就学児入場不可
6月24日(金)納入期限

あっせん枚数 20枚

必要ポイント数 1 pt東京フィルハーモニー交響楽団 
長岡特別演奏会
東京フィルハーモニー交響楽団 首席指揮者の
アンドレア・バッティストーニが3年ぶりに長岡
市立劇場に登場！情熱的な指揮と迫力ある演奏
をどうぞお楽しみください。
指　揮：アンドレア・バッティストーニ
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
曲　目：リスト（バッティストーニ編）／「巡礼の年」第2年「イタリア」よりダンテを読んで
　　　 マーラー／交響曲第5番嬰ハ短調

日 時 9月18日(日) 14：00開演
会 場 長岡市立劇場
券種・区分 Ｓ席　Ａ席
あっせん価格 Ｓ席 5,400円　Ａ席 3,600円

Ｓ席 6,000円　Ａ席 4,000円一般価格

申込期限 6月6日(月)必着
そ の 他 未就学児入場不可

6月6日(月)納入期限

あっせん枚数 各30枚

MYSTERY NIGHT TOUR 2022  
稲川淳二の怪談ナイト 
～稲川怪談 30年連続公演～

昨年度、文化庁芸術祭大賞を受賞した仲道郁代のピアノ・リサ
イタル。ドビュッシーとラフマニノフの前奏曲を取り上げ、そ
の対比により、仲道郁代の新たなピアニズムを披露します。
曲目：ドビュッシー／前奏曲第2巻
　　  ラフマニノフ／前奏曲集 作品23より 第2番、第5番、第7番
　　  ラフマニノフ／前奏曲集 作品32より 第2番、第5番、第8番、
　　  　　　　　　　第10番、第11番、第12番
　　  ラフマニノフ／前奏曲「鐘」 作品3-2

ユニオンツールクラシックプログラムvol.25
仲道郁代ピアノ・リサイタル
前奏曲 ～永遠への兆し～

令和4年度　事業計画・予算が決まりました。
事業計画

生活支援に関する情報提供、提携金融機関で
ある労働金庫の融資制度の紹介、子育て・介護
に係る経費の一部補助を行います。

生活安定事業

会員の祝い事に祝金、傷病・住宅災害の際に見舞金、会員と
その家族の死亡には弔慰金の給付を行います。

慶弔給付事業

健康診断・人間ドック受診経費やインフルエンザ予防接種
経費の一部補助、トレッキング等の参加費の一部補助、体
育施設や日帰り温泉等の健康維持増進施設利用経費の一
部補助を行います。

健康維持及び増進事業

①カルチャーセンター・スポーツクラブ等受
講経費の一部補助、家族で楽しめる各種体
験事業参加費の一部補助を行います。

②ゴルフコンペや忘・新年会等の経費の一部
補助等により職場のコミュニケーションの
向上を支援するほか、四季折々の事業や地
域イベントを実施します。

③提携施設の宿泊料金やゴルフ場利用料金等
の一部補助、スポーツ観戦及びシネマチケ
ット等のあっせんを行うほか、割安な推奨
ツアー等の充実を図ります。

自己啓発及び余暇活動支援事業

予　　算 令和4年度  収支予算書総括表
収 入 科 目 支 出 科 目予算額（千円）

収 入 合 計

掛金負担金収入
事業収入
補助金収入
その他収入

支 出 合 計

事業費支出
管理費支出

69,120
36,153
15,580
1,195

122,048

予算額（千円）
118,310
3,738

122,048

バッティストーニ　　　　   　©Takafumi Ueno
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事務局だより

次回の
センターニュースは
7月1日発行です。

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。会員募集中!会員募集中!

informationイインフォメーションンフォメーション

利用補助券の申し込みはお早めに

入会申込書・退会届の提出期限日について

利用補助券は郵送していますので、申請は日数に余裕を
もってお申し込みください。

ナッキー会員証の
ご提示で

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

ろうきん
マイカーローンの

年1.6%～年1.7%年1.6%～年1.7%年1.6%～年1.7%（変動金利） （変動金利）
生活応援
金利

【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）

利用中の
ローンの見直し
しませんか？

借換えも
OK！

保証料
0円

（保証料はろうきん負担）

ろうきん
マイカーローンは

ろうきんマスコットキャラクター「ロッキー」と
新潟ろうきんTVCMキャラクター「RYUTist」

※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4月1日現在

●ご融資金額／最高1,000万円　●ご返済期間／最長10年 
●担保／不要　●保証／保証機関の保証（保証料はろうきん負担）
●お使いみち／自動車購入、修理、カー用品の購入、免許の取得、車検、クレジットの借換え等

ろうきんマイカーローンで生活応援ろうきんマイカーローンで生活応援

詳しくは
コチラから

新潟ろうきん70年間の

皆さまへお届けします！

キャンペーン
キャンペーン

家計に潤いをお届け

キャンペーン

＆

資産づくり

キャンペーン

＆

ろうきん公式Twitter

プレゼントがもらえる！当たる！

広告

広告
献血の尊さ、美しさをもう一度見直しましょう

特定非営利活動法人  長岡献血友の会

〈献血ルーム千秋のご案内〉
12/31.1/1を除く毎日、献血できます。

受付時間　9：30から17：00

特定非営利活動法人  長岡献血友の会  事務局
〒９４０‐２１１２　長岡市大島本町２丁目３番地１２　ＴＥＬ ０２５８‐２７‐１３４０

● 6月　献血カレンダー ●
※都合により、日程・会場等が変更になる場合があります。ご了承ください。

日 曜日 実施時間会　　　　場

27 月 9：30～ 11：30さいわいプラザ

新規加入事業所新規加入事業所
令和4年3月11日～令和4年5月10日

合同会社アクティブシニア長岡  ……  中島３
㈱グリーン配送システム  ……………  石動南町
㈱山長組  ………………………………  脇野町
㈱ＴＫ防水  ……………………………  黒津町
㈱アスカ  ………………………………  摂田屋町
ミドリ薬品㈱表町調剤薬局  …………  表町３
㈲サンワフーズ  ………………………  寿１
㈱ワタナベ靴店  ………………………  東新町１
㈲オオツカ  ……………………………  曙３
㈲東洋機械製作所  ……………………  高見町
㈲遠藤電設工業  ………………………  栃尾原町４
諏佐縫製  ………………………………  上の原町
㈲丸昭鉄工  ……………………………  栃尾大野町２

慶弔給付金慶弔給付金
令和4年3月11日～令和4年5月10日

13件
18件
494件
97件
72件
63件
63件
40件

36件
20件
22件
34件
14件
1件
49件

勤続35年  ……
勤続40年  ……
銀婚　…………
還暦　…………
傷病見舞　……
災害見舞　……
死亡　…………

結婚　…………
出産　…………
入学祝　……
勤続10年  ……
勤続15年  ……
勤続20年  ……
勤続25年  ……
勤続30年  ……

１日付入会
(入会申込書)

区　分 提出期限 備　　　　　　考

前月25日
(到着分まで)

例：７月１日付け入会の場合は、６月25日
までに提出してください。

※１日付けで入会されると、当月より慶弔給
付事由があった場合対象となります。

月末付退会
(退会届)

当月25日
(到着分まで)

例：６月30日付け退会の場合は、６月25日
までに提出してください。

※25日を過ぎますと、翌月退会となり会費
徴収の対象となります。

契約施設情報

8 Service Center News



事務局だより

次回の
センターニュースは
7月1日発行です。

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。会員募集中!会員募集中!

informationイインフォメーションンフォメーション

利用補助券の申し込みはお早めに

入会申込書・退会届の提出期限日について

利用補助券は郵送していますので、申請は日数に余裕を
もってお申し込みください。

ナッキー会員証の
ご提示で

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

ろうきん
マイカーローンの

年1.6%～年1.7%年1.6%～年1.7%年1.6%～年1.7%（変動金利） （変動金利）
生活応援
金利

【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）【通常金利】 年2.30%（変動金利）

利用中の
ローンの見直し
しませんか？

借換えも
OK！

保証料
0円

（保証料はろうきん負担）

ろうきん
マイカーローンは

ろうきんマスコットキャラクター「ロッキー」と
新潟ろうきんTVCMキャラクター「RYUTist」

※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4月1日現在

●ご融資金額／最高1,000万円　●ご返済期間／最長10年 
●担保／不要　●保証／保証機関の保証（保証料はろうきん負担）
●お使いみち／自動車購入、修理、カー用品の購入、免許の取得、車検、クレジットの借換え等

ろうきんマイカーローンで生活応援ろうきんマイカーローンで生活応援

詳しくは
コチラから

新潟ろうきん70年間の

皆さまへお届けします！

キャンペーン
キャンペーン

家計に潤いをお届け

キャンペーン

＆

資産づくり

キャンペーン

＆

ろうきん公式Twitter

プレゼントがもらえる！当たる！

広告

広告
献血の尊さ、美しさをもう一度見直しましょう

特定非営利活動法人  長岡献血友の会

〈献血ルーム千秋のご案内〉
12/31.1/1を除く毎日、献血できます。

受付時間　9：30から17：00

特定非営利活動法人  長岡献血友の会  事務局
〒９４０‐２１１２　長岡市大島本町２丁目３番地１２　ＴＥＬ ０２５８‐２７‐１３４０

● 6月　献血カレンダー ●
※都合により、日程・会場等が変更になる場合があります。ご了承ください。

日 曜日 実施時間会　　　　場

27 月 9：30～ 11：30さいわいプラザ

新規加入事業所新規加入事業所
令和4年3月11日～令和4年5月10日

合同会社アクティブシニア長岡  ……  中島３
㈱グリーン配送システム  ……………  石動南町
㈱山長組  ………………………………  脇野町
㈱ＴＫ防水  ……………………………  黒津町
㈱アスカ  ………………………………  摂田屋町
ミドリ薬品㈱表町調剤薬局  …………  表町３
㈲サンワフーズ  ………………………  寿１
㈱ワタナベ靴店  ………………………  東新町１
㈲オオツカ  ……………………………  曙３
㈲東洋機械製作所  ……………………  高見町
㈲遠藤電設工業  ………………………  栃尾原町４
諏佐縫製  ………………………………  上の原町
㈲丸昭鉄工  ……………………………  栃尾大野町２

慶弔給付金慶弔給付金
令和4年3月11日～令和4年5月10日

13件
18件
494件
97件
72件
63件
63件
40件

36件
20件
22件
34件
14件
1件
49件

勤続35年  ……
勤続40年  ……
銀婚　…………
還暦　…………
傷病見舞　……
災害見舞　……
死亡　…………

結婚　…………
出産　…………
入学祝　……
勤続10年  ……
勤続15年  ……
勤続20年  ……
勤続25年  ……
勤続30年  ……

１日付入会
(入会申込書)

区　分 提出期限 備　　　　　　考

前月25日
(到着分まで)

例：７月１日付け入会の場合は、６月25日
までに提出してください。

※１日付けで入会されると、当月より慶弔給
付事由があった場合対象となります。

月末付退会
(退会届)

当月25日
(到着分まで)

例：６月30日付け退会の場合は、６月25日
までに提出してください。

※25日を過ぎますと、翌月退会となり会費
徴収の対象となります。

契約施設情報
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申　込　書（6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。

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

3

4

シネマチケット(1会員３枚まで） ＊送付先…事業所又は窓口

年　　　　月　　　　日令和

会員番号

会員氏名

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

事業所名

日中連絡の取れる電話番号

※申込みの番号に必ず○印と必要事項を記入してください。

受 　 付 　 印

6月7日(火)必着
抽選

サーティワン  アイスクリームギフト券(1会員1セット） ＊送付先…事業所又は窓口
6月10日(金)必着　　7月12日(火)発送予定

抽選

インターネット専用ギフトカード
アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード(1会員1枚） ＊送付先…事業所又は窓口

6月10日(金)必着　　7月15日(金)発送予定

抽選

◆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、手配いたします。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。

◆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。 

（　　　　 ）枚

No.201

6
2022

〒940-0033　長岡市今朝白1-10-12
TEL.37-5656 　  FAX.37-5661
E-mail : info@nakky.jp

令和4年6月1日発行

公益財団法人 長岡市勤労者福祉サービスセンター
加入状況 事業所数　918社　　会員数　7,135人（令和4年5月1日現在）

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。

抽選

ナッキー

サービスセンターニュース

7月29日（金）公開
『ジュラシック・ワールド 新たなる支配者』
TM & (C) 2020 UNIVERSAL STUDIOS & 
AMBLIN ENTERTAINMENT, INC.

観たい映画を、ご都合のいい日・上映時間で鑑賞できます。
インターネット予約・自動発券機で使えるようになりました！

必要ポイント数 １枚１pt

シネマチケットシネマチケット

あっせん枚数 2,400枚限定　※1会員3枚まで

 

対 象 映 画 館 T･ジョイ長岡もしくはT･ジョイ新潟万代で利用可。
他のT･ジョイでは利用できません。

申 込 期 限 6月7日(火)必着 有 効 期 限 令和4年12月31日(土）
申 込 方 法 「申込書(10ページ)｣に必要事項を記入のうえ､お申し込みください。

あっせん価格 一般価格　1,900円➡ 1,100円

支 払 方 法 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､シネマチケットを手配し､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。
窓口で受取り希望の場合は、申込書の送付先欄の窓口に◯印をつけ、受取り月日を記入してください。

使用上の注意 ・ 1枚で1名様1作品にご利用いただけます。
・ 満席の場合はご利用いただけません。
・ イベントやライブビューイング、特別興行には使えません。
・ 払い戻し不可、現金との引き換えはできません。
・ チケットは有効期限内でご利用いただけます。
・ 特別上映(3D上映等)やプレミアムシートのご利用には別途追加料金を頂戴いたします。
・ インターネット予約｢KINEZO｣､自動発券機、チケットカウンターでご利用いただけます。
・ ｢200円共通割引券｣と併用はできません。

納 入 期 限 6月22日(水） ※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。

新型コロナウイルス感染拡大防止にあたり、お客様の安全面に十分注意しながら
営業いたします。ご来場の際には、以下のとおりご協力をお願い申し上げます。
 ・ 健康に不安のある方のご来場は、ご遠慮いたします。
 ・ ご来場の際は、マスクの着用をお願いいたします。
 ・ ご利用の際は、お客様同士の間隔をあけてお並びください。
詳しくは、劇場HPにてご確認ください。 https://tjoy.jp/t-joy_nagaoka

T･ジョイからのお願い 新型コロナウイルス感染予防対策について

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。
・ 60歳以上の方は､「シネマチケット」を購入されるより、シニア料金
(要証明書)に「200円共通割引券」を使用すると1,000円で鑑賞で
ます。また、ファーストデー (12月を除く毎月1日)、水曜サービスデ
ー（毎週水曜日)も、各割引料金に「200円共通割引券」を使用すると、
1,000円で鑑賞できます。

フード･ドリンク売店
割 引 券

フード･ドリンク売店
割 引 券

(公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター6月号 コピー不可

割引適用期限 令和4年12月31日(土）
引 換 場 所 T･ジョイ長岡

「当日の座席指定券」を提示し、「本券」を提出した方に
限りフード・ドリンク売店ご利用の際、1会計につき
100円割引きします。

キリトリキリトリ

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。

会員の
皆様へ

映画 『峠 最後のサムライ』
のチケットは４ページ10 Service Center News


