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発 行 ／ 公 益財団法人 新潟市勤労者福祉サービ ス セ ン タ ー

〒951-8061 新潟市中央区西堀通６番町878番地１ 西堀７番館ビル３階

TEL
FAX

025-201-6113
025-201-6117
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2021 年

月号

加入状況

会 員 数 17,943 名
事業所数 1,226 事業所
令和３年７月１日現在

本誌は毎月１日～５日の間に到着するように
発送しております。５日を過ぎても届かない
場合は事務局までお問い合わせください。

テイクアウト･オードブル 利用補助券
プロの味をお手軽・お得にご自宅へ。美味しい ‘おうち時間’ をお楽しみください♪
ニピイ厳選のオードブルをご紹介します！
● ８月１日
（日）
～９月30日
（木）
の期間でご利用ください

● ご利用は会員と登録家族のみ

● 契約店舗での精算時に利用券１枚1,500円分として充当できます。
＊１会員につき１枚限り発行。契約商品１つに付き１枚の利用とし複数枚の利用は不可。
● 購入希望者は、下の契約店へ３日前
（お盆時期は１週間前）までに直接予約をしてください。
＊予約の際は
「ニピイ利用券を使うこと」
をお申し出ください。
予約後、利用ガイド巻末
「イベント申込書」
に必要事項を記入し、ニピイへ利用券をお申込みください。
（Web申込可）
商品は店頭での受け取りになります。
来店時、利用券を店舗へ提出し、代金をお支払いください。
● 契約店・商品紹介
【表示は利用券適用価格
（税込）
です。他割引等の併用はできません。】

Rucola（ルコラ） ℡.0250-47-4899

秋葉区さつき野2-10-26（JRさつき野駅近く）
オードブル４人前 5,700円（通常7,200円）
水曜、日曜夜
11：00～19：00
イタリアンベースのお料
理が自慢。お肉・お魚料
理がバランスよく入りま
す。一番人気のラザニア
はふわトロで絶品です！
休み

焼肉きなせや ℡.025-362-7555

南区大通黄金3-1-30
（白根大通病院近く）
ニピイセット
（７～８人前760g）
7,118円（通常8,618円）
木曜
12：00～18：00
国産黒毛和牛
（上カルビ
120g、
ロース180g）
、
上ハ
ラミ
（米）
180g、
ランプス
テーキ
（豪）
300g。特製タ
レ&ステーキソース付き。

受取

休み
受取

（レジ袋は有料＠５円です）

割烹すが原 ℡.025-222-8414

料理は仕入状況に応じて変更する場合もござ
います。予約時に直接施設へご確認ください。
予算に合わせて追加も可能です。

ちゃんこ大翔龍 ℡.025-246-6535 沖縄料理いちゃりば ℡.025-201-6698

中央区本町通11番町1818（市美術館より車２分） 中央区天神2-1-3
（新潟駅南けやき通り）
カレーちゃんこ２人前
（４～５名分）
オードブル４人前 9,300円（通常10,800円）
5,500円（通常7,000円）
不定休
11：00～18：00
厳選した旬の素材のおい
しさを最大限に引き出し
た、老舗自慢のお料理を
お楽しみください。
休み

月曜
16：00～19：00
特製カレー出汁と具材の
増量フルセット。ご家庭
で大鵬部屋のちゃんこを
再現できます。

受取

休み
受取

西区亀貝字堤715
（亀貝IC近く）
沖縄オードブル４～５人前
6,600円（通常8,100円）
無し
11：00～19：00
ゴーヤチャンプルー、ラ
フテー、ミミガーなど本
格沖縄料理が楽しめる一
番人気のオードブルです。
＊直前のご予約も応相談
休み

受取

＊写真はイメージです。

各種申込みは、ご利用までに余裕を持ってお申込
みください。なお、FAX及びWeb申込みは24時
間受信可能となっています。発券は８月16日（月）
より開始します。

service center news

次 号 予 告

８月13日（金）は夏季休業します

・図書カード5,000円券あっせん
・パン教室 10/3（日）、7（木）、12
（火）
・うみがたり入館券
・ゴーカートクーポン
・ジェラート共通クーポン
※内容は変更になる場合があります。

1

初掲載大特価！

サーティワン アイスクリームギフト券 3,000円分

● １会員１セット限り
（登録家族数に関係なく） ＊送付先は事業所のみ
● １セット2,200円
（額面500円×６枚）

● 600セット募集

● ８月25日
（水）
締切
（必着） ※締切後の申込・キャンセルは受付できません。
● 下の申込書に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。
10月上旬にカードを発送します。
お手元に到着後、１週間以内に代金をお振込みください。
● サーティワンの
「500円ギフト券」
は、全国のサーティワンアイスクリーム
の店舗で使用することができます。また、使用期限はありません。
※一部店舗除く。

申込先 FAX 025-201-6117

サーティワン アイスクリームギフト券申込書
営業所などの場合は「○○営業所・○○支店」まで明記

日中連絡のとれる電話番号

事業所名：

（

お届け先： 事業所のみ
№
１

）

事業所の住所を必ずご記入ください

〒

会員氏名

会員番号

申込枚数（１会員１枚限り）

（申込代表者）

１セット（額面500円×６枚）

２

１セット（額面500円×６枚）

３

１セット（額面500円×６枚）

４

１セット（額面500円×６枚）

５

１セット（額面500円×６枚）

＊お届け先は「事業所のみ」となります。＊手数料軽減のためなるべく事業所単位でお申込みください。＊振込用紙は申込代表者のお名前で発行します。

キラキラガーデンイルミネーション入場クーポン

夏のイルミネーションのテーマは「アラビアンナイト」。夢と魔法と冒険のアラビアンナイトの世界を探検しよう！
アラジンやアリババ、シンドバッドになった気分で夏の思い出を写真に
たくさん残しませんか？ SNSへの写真投稿も歓迎いたします♪
● ９月20日
（月・祝）
まで
● 会員と登録家族

＊クーポン券の対象は高校生以上

● １会員２枚限り

＊紛失･追加等による再発行はしません。

● 入場料 高校生以上500円→300円
（クーポン利用）
※小中学生 通常料金300円、未就学児無料
● クーポン券に必要事項をご記入のうえ、切り取ってご利用ください。
（クーポン券は入場時に提出）
＊各種割引との併用はできません。
● ご来場の際はマスク着用など感染症対策にご協力ください。

キラキラガーデンイルミネーション入場クーポン
大人（高校生以上）入場料300円
事業所名
会員番号
利用者
氏名
いくとぴあ 食花 キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地 TEL.025-282-4181
【イルミネーション点灯時間】18:00～21:00（最終入場20:30）
【発行】
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

■期間
R3.9.20（月・祝）
まで
＊左記に記入のない場合は
使用できません
※入場時に提出
●ご利用は会員および登録
家族に限ります
●本券１枚で１名のみ、各
種割引との併用はできま
せん
●本券は左記施設のみ有効
です

譲 渡・コピ ー 不 可

いくとぴあ 食花

キラキラガーデン

新潟市中央区清五郎336番地 ℡ 025-282-4181
【イルミネーション点灯時間】
18:00～21:00
（最終入場20:30）

キラキラガーデンイルミネーション入場クーポン
大人（高校生以上）入場料300円
事業所名
会員番号
利用者
氏名
いくとぴあ 食花 キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地 TEL.025-282-4181
【イルミネーション点灯時間】18:00～21:00（最終入場20:30）
【発行】
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

■期間
R3.9.20（月・祝）まで
＊左記に記入のない場合は
使用できません
※入場時に提出
●ご利用は会員および登録
家族に限ります
●本券１枚で１名のみ、各
種割引との併用はできま
せん
●本券は左記施設のみ有効
です

譲渡・コピー不可

小嶋屋総本店ぐるめクーポン
令和３年８月１日
（日）～10月31日（日）

小嶋屋総本店ぐるめクーポン
新潟へぎそばの老舗
「小嶋屋総本店」でこだわりの逸品をご賞味ください。
● ８月１日
（日）
〜10月31日
（日）
まで
＊８月13日
（金）〜16日
（月）
はご利用になれません。

事業所名

利用者氏名

＊譲渡・コピー・紛失などによる追加発行不可

●ご利用は会員本人および登録家族のみ
●本券１枚に付き小学生以上１人１枚限り利用可
●店内飲食のみ適応 ●他の割引の併用不可
●税込1,100円以上のメニュー1品を500円割引

● クーポン券1枚に付き税込1,100円以上のメニューを500円割引
● クーポン券に必要事項をご記入のうえ、切り取ってご利用ください。
契約店

注文時
に提出

小嶋屋総本店（県内７店舗）
契約店舗についてはニュース紙面でご確認ください

ホームページは
こちら

新津店

＊下記にご記入のうえご利用ください

会員番号

● 会員と登録家族のみ
＊クーポン券の利用は小学生以上のみ
● １会員２枚限り

８月13日（金）～16日（月）は利用不可

発行
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター
【ニピイ】

小嶋屋総本店ぐるめクーポン

℡.0250-21-7007 新潟市秋葉区さつき野4-17-13
（夕映えの跨線橋そば）

令和３年８月１日
（日）～10月31日（日）

亀田インター店 ℡.025-250-5700 新潟市中央区南長潟9-12
（新潟亀田I.Cそば）
小針店

℡.025-233-0033 新潟市西区小針3-1-1（大堀幹線沿い）

松崎店

（松崎ニュータウン入口）
℡.025-272-8838 新潟市東区新松崎2-3-16

県央店

℡.0256-66-3003 燕市井土巻3-65
（イオン県央店隣）

長岡喜多町店

℡.0258-25-9338 長岡市喜多町749（アークガレリア内）

総本店

℡.025-768-3311 十日町市中屋敷758-1（旧川西町）

譲渡・コピー不可

８月13日（金）～16日（月）は利用不可

＊下記にご記入のうえご利用ください
事業所名
会員番号

◀旬彩天へぎ

◀塩だれ天丼膳

利用者氏名

●ご利用は会員本人および登録家族のみ
●本券１枚に付き小学生以上１人１枚限り利用可
●店内飲食のみ適応 ●他の割引の併用不可
●税込1,100円以上のメニュー1品を500円割引

注文時
に提出

小嶋屋総本店（県内７店舗）
契約店舗についてはニュース紙面でご確認ください
発行
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター
【ニピイ】

アートホテル
新潟駅前

譲渡・コピー不可

レストラン“彩巴（いろは）”ランチクーポン

地産地消を心がけた体にやさしいランチです。新潟駅南口直結の好ロケーション、ご家族でもお仕事でもご利用ください。
● ８月１日
（日）〜10月31日
（日）
● ランチタイム11:30〜14:30
（ラストオーダー14:00）
● アートホテル新潟駅前
「レストラン彩巴」
中央区笹口1-1 tel 025-240-2111
（代）
提携駐車場あり
（3,000円以上のお支払いで１時間無料）
● 会員と登録家族のみ
● １会員２枚限り

＊クーポン券の利用は小学生以上

＊紛失･追加等による再発行はしません。

イメージ

● ランチメニュー
（各種）
がクーポンのご利用で300円割引となります。
● 下のクーポン券を切り取って、会計時にご提出のうえ、ご利用ください（現金精算）
＊氏名等が未記入のクーポン券およびコピーは使用できません。
＊各種割引との併用はできません。
＊期間中は混雑が予想されますので、事前のご予約をおすすめします。

レストラン “彩巴(いろは)”ランチクーポン
ランチメニュー各種300円割引
■期間

R３.８.１（日）～10.31（日）

※会計時に提出

※現金精算のみ

＊下記に記入のない場合は使用できません

事業所名
会員番号
利用者
氏名
【発行】
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

●ご利用は会員および登録
家族に限ります。
●本券１枚で１名様のみご
利用できます。
●各種割引との併用はでき
ません。
●本券は下記店舗のみ有効
です。
アートホテル新潟駅前
レストラン “彩巴
（いろは）
”
中央区笹口 1-1
tel 025-240-2111
（代）

譲 渡・コピ ー 不 可

MENU
ハンバーグ御膳1,300円、ステーキ御膳1,800円
日替わりランチ（洋風、和風）1,300円 など
サラダやデザートなどはビュッフェ形式で
お楽しみいただけます

レストラン “彩巴(いろは)”ランチクーポン
ランチメニュー各種300円割引
■期間

R３.８.１（日）～10.31（日）

※会計時に提出

※現金精算のみ

＊下記に記入のない場合は使用できません

事業所名
会員番号
利用者
氏名
【発行】
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

●ご利用は会員および登録
家族に限ります。
●本券１枚で１名様のみご
利用できます。
●各種割引との併用はでき
ません。
●本券は下記店舗のみ有効
です。
アートホテル新潟駅前
レストラン “彩巴（いろは）”
中央区笹口 1-1
tel 025-240-2111（代）

譲渡・コピー不可

実りの秋を満喫！秋のくだもの狩り
● 白根地区：８月１日～10月31日
聖籠地区：９月１日～10月31日

＊品不足の場合は早期閉園となります。
施設に確認のうえご利用ください。

● ご利用は会員と登録家族のみ
● １会員１枚限り
（登録家族数に関係なく）
● 収穫果実の合計金額に利用券１枚で800円分として利用できます。
１会員１枚の利用とし複数枚の利用はできません。差額は別途お支払いください。

イメージ

● 10月25日
（月）
募集締切
●（１）
利用ガイド巻末
「イベント申込書」
に必要事項を記入のうえ、利用券をお申込みください。
（Web申込可）
＊５施設共通利用券
（利用はいずれか１施設）
です。申込受付後、１週間以内に普通郵便で発送します。
＊複数の会員でお申込みの場合は事業所への送付とします。
（２）
ご利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください。
● どの施設も入園料は必要ありません。品種によって収穫時期･料金は変わります。
施

設

名

開園時間

フルーツランド 白根グレープガーデン
南区鷲ノ木新田573 ℡025-362-5535

（株）
白根大郷梨中村観光果樹園
南区大郷1736-1 ℡025-362-5706

聖籠町観光ぶどう園 高橋巨峰園

聖籠町二本松2277 ℡0254-27-4308

聖籠町観光ぶどう園 坂上ぶどう園

聖籠町二本松1057-2 ℡0254-27-3125

聖籠町観光ぶどう園 KEN'Zグレープガーデン
聖籠町二本松字正庵988-1 ℡0254-27-8283

品

種

9:00～18:00

ぶどう１㎏800円～
（税込）
巨峰、
ロザリオビアンコ、
シャインマスカット ほか多種

8:00～17:00

梨１㎏500円～
（税込）
幸水、
あきづき、
かおり ほか多種
ぶどう：巨峰、
ピオーネ、
シャインマスカット など

8:00～17:00

ぶどう１㎏800円～
（税込）
巨峰、
シャインマスカット、
紅瑞宝、
甲斐路 など40種

9:00～17:00

ぶどう１㎏1,000円～
（税込）
巨峰、
シナノスマイル、
シャインマスカット ほか多種

9:00～16:00

35余種の種なし葡萄 シャイン、
天山、
クインニーナ、
クイーンセブン Ⓟ･介護用トイレ完備

ミスタードーナツ商品券 3,000円分
手作りドーナツはもちろん、その他のメニューも人気！
全国のミスタードーナツでご利用できる商品券です。

● 会員本人のみ、１会員１セット限り
（登録家族数に関係なく）
＊送付先は事業所のみ
● １セット2,400円
（額面500円×６枚）
● 600セット募集 先着順ではありません。締切日までにお申込みください。
● ８月17日
（火）
締切
（必着） ＊締切後の申込･キャンセルは受付できません。

※ 写真はイメージです

● 下の申込書に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。９月中旬、商品券を発送します。
到着後、同封の振込用紙で１週間以内に代金をお振込みください。

● 全国のミスタードーナツで使えます。有効期限はありません。購入金額が額面に満たない場合はおつりがでます。

ミスタードーナツ商品券申込書
事業所名：

日中連絡のとれる電話番号

営業所などの場合は「○○営業所・○○支店」まで明記

（

お届け先： 事業所のみ
№
1

申込先 FAX 025-201-6117
）

事業所の住所を必ずご記入ください

〒

会員氏名

会員番号

（申込代表者）

申込内容（１会員１セット限り）
１セット（額面500円×6枚）

2

１セット（額面500円×6枚）

3

１セット（額面500円×6枚）

４

１セット（額面500円×6枚）

５

１セット（額面500円×6枚）

＊お届け先は
「事業所のみ」
となります。 ＊手数料軽減のためなるべく事業所単位でお申込みください。 ＊振込用紙は申込代表者のお名前で発行します。
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重ねる切り絵「森のふくろう」

おうち時間を
楽しもう！

工作用カッターでも手軽にチャレンジできる切り絵のキットです。
３枚の切り絵を重ね合わせて、立体感のあるふくろうが完成します。
落ち着いた色合いで、森の中に佇むふくろうをイメージしたデザインとなって
います。ふくろうのお腹のデザインの中には、他の森の動物達も隠れて居ます
ので、ぜひ探してみてください♪
● １名

700円 （通常1,500円）

● 会員と登録家族のみ
● 50名募集

＊応募多数の場合は抽選

● ８月18日
（水）
締切

＊8月末までに発送予定
（選外通知なし）

●（１）利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、FAXやWebから
お申し込みください。
（２）
締切後、当選者へ品物と参加費振込用紙を送付します。
＊作成キット発送のため、当選後のキャンセルはできません。ご了承いただける
方のみご応募ください。
● 作家

祐琴 -YUKO- さん

大きさ 縦約12cm×横約10cm
麻ひもで吊り下げたり、アクリル板に
挟んで飾ったりすると素敵です。

初・中級ゴルフ教室（８回コース）
● ８月17日
（火）
～10月16日
（土）
週１回×８回コース
（途中に休講日あり）

● クラス

● 山木戸サンライズゴルフセンター
（東区山木戸1500-1）
● ご参加は会員と登録家族

＊対象は大人のみ

● １名15,890円
（一般参考20,000円）＊現地支払
＊練習ボールは別途
（１回500円～1,000円程度）
● 計40名募集
（定員になりしだい締切）

曜 日
開講日

時

間

＊都合で受講できない場合は振替受講可
（要予約）

火曜日
木曜日
金曜日
土曜日
８/17
８/19
８/20
８/21
18：30～ 18：30～ 18：30～ 13：00～
19：30～ 19：30～
18：30～

定員内であれば２週目以降からの参加も可能です
● 講 師 井上 星一郎氏
日本プロゴルフ協会ティーチングプロ

● 持ち物 グローブ、運動のできる服装、
運動靴、タオル等
予約先：山木戸サンライズゴルフセンター
（TEL.025-274-2427）
＊予約の際は
「ニピイ会員であること」
をお申し出ください。

● 受講希望者は、施設へ直接、受講申込みをしてください。

予約後、利用ガイド巻末
「イベント申込書」
に必要事項を記入のうえ、受講補助券をお申込みください。
初回レッスン日に受講補助券を施設へ提出し、参加費をお支払いください。

スパ＆ラウンジ長潟利用券

「日常を忘れ心からくつろげる場所」をコンセプトにしたスパ＆ラウンジ長潟の利用券です。
人工温泉SPA、サウナの後はラウンジでゆっくり。
通常は会員制の入浴施設ですが、この機会にぜひご利用ください。
● 利用期間

８月５日
（木）
～10月31日
（日）
まで

＊除外日8/11～8/15

● スパ&ラウンジ長潟

平日 OPEN 8:00 CLOSE 23:00（最終入館22:00）
日祝 OPEN 8:00 CLOSE 22:00（最終入館21:00）
新潟市中央区長潟1203-1 ℡025-288-6226 Ⓟあり

● 会員と登録家族のみ
● ニピイ特別料金

＊入館は16歳以上に限る

1,300円
（一般料金2,199円）

● １. 利用ガイド巻末
「イベント申込書」
に必要事項を記入し、利用券をお申込み
ください。受付後、１週間以内に利用券を普通郵便で送付します。
＊利用券は１人１枚必要です。利用日までに必ずお申込みください。
２. ご利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください。
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感染症対策のため利用条件があります
①新潟県在住の方
②新潟県在住の身分証明ができる方
③同意書のご記入ができる方

サービスセンター杯

ロングランゴルフコンペ

●開 催 期 間
９月７日
（火）
～９月30日
（木） 20日間開催
●会

場
紫雲ゴルフ倶楽部 飯豊コース
新発田市元郷211 TEL0254-41-2471

●利 用 資 格
会員本人及びその配偶者
利用回数は期間中1人一回のみとなります。
● プレー料金
会員本人・配偶者は
「コンペ補助券」
利用により、表の料
金から2,000円引きでご参加できます。
※会員本人は
「ゴルフ場利用補助券
（2,000円）
（年間２
」
回の補助）
の併用もできます。
「ゴルフ場利用補助券」を利用される方は、利用ガイド
ブック巻末「利用補助券申込書」により別途お申し込みく
ださい。

日付

スタート プレー料金

備

考

９月 7日㈫ 飯豊IN

９：42 10,720 ランチ付き得々デー

９月 8日㈬ 飯豊OUT

９：42 10,170

９月 9日㈭ 飯豊OUT 10：06 10,170
９月10日㈮ 飯豊OUT

９月12日㈰
●申 込 方 法
① 紫雲ゴルフ倶楽部にTELで予約をします。
９月14日㈫
予約の際に、
「ニピイのコンペ」と必ず申し出てください。
９月15日㈬
※予約は必ず一週間前までに入れてください。
９月16日㈭
② 予約の取れた方は、ニピイに
「コンペ補助券」
を請求して
ください。
９月17日㈮
利用ガイドブック巻末
「イベント申込書」
に必要事項を記
入し、FAX等でお申し込みしてください。
９月18日㈯
③ ニピイから、コンペ補助券と専用スコアカードを送付し
９月20日（月・祝）
ます。
９月21日㈫
④ 参加当日、受付でコンペ補助券を提出してください。
⑤ プレー終了後、専用スコアカードをフロントに提出して
９月22日㈬
ください。
９月23日（木・祝）
＊１バック、２バックの場合は、別途割増料金になります。
●競 技 方 法
・18ホールストロークプレー
・９/18ホールペリア方式
・同ネットの場合は年長者が上位
・６インチプレー可、１グリップOK
・その他、JGAルール及び当クラブローカルルールとします。

コース

飯豊IN

９：42

10,170 月・金サービスデー
9,290 レディース優待デー

10：06 14,350

飯豊OUT 10：00 10,170
飯豊OUT

９：42 10,720 ランチ付き得々デー

飯豊IN

９：36 10,170

飯豊IN

９：42

飯豊OUT

９：42 14,350

飯豊OUT

９：42 14,350

飯豊OUT

９：42 10,170

10,170 月・金サービスデー
9,290 レディース優待デー

飯豊OUT 10：00 10,170
飯豊OUT

９月24日㈮ 飯豊IN

９：42 14,350
９：36

10,170 月・金サービスデー
9,290 レディース優待デー

９月26日㈰ 飯豊OUT 10：00 14,350
９月27日㈪ 飯豊OUT

８：42 10,170 JWOメモリアル ★

９月28日㈫ 飯豊OUT 10：06 10,170 JWOメモリアル ★

９月29日㈬ 飯豊OUT ９：36 10,170 JWOメモリアル ★
●表
彰
９月30日㈭ 飯豊OUT ９：36 10,170 JWOメモリアル ★
成績は専用スコアカードの提出者を対象に集計いたします。
コンペ期間終了後、順位を決定し、成績表、賞品は後日発 ■プレー料金は消費税込みの料金です。
■ランチ付得々デーと★マークは食事付き（ランチ）料金です。
送します。

チケット斡旋
■ご利用は会員と登録家族のみ、お１人１枚まで
■利用ガイド巻末
「チケット申込書」に記入しFAX、またはWebよりお申込み
ください。
申込内容に記入もれがある場合は受付できませんのでご注意ください。
注）発券後のキャンセルはお受けできません。不明な点は事前にご確認ください。
チケットと専用振込用紙（振込手数料ニピイ負担）を同送します。
専用振込用紙を使って指定銀行窓口でお支払いください。
購入者の個人情報は必要な範囲において販売元へ提供する場合があります。
●展覧会等の延期や中止が決定した場合でもチケットは捨てないでください。
（返金対象となった場合に必要です。）
●日時・座席指定の公演は当面の間、斡旋を見合わせております。

高畑勲展 日本のアニメーションに遺したもの

高畑勲（1935－2018）は、1960年代から半世紀にわたって日本のアニメーショ
ンを牽引し続けたアニメーション映画監督です。本展では、高畑の演出術に注目
し、制作ノートや絵コンテなどの未公開資料も紹介しながら、
その豊饒な作品世界の秘密に迫ります。
● 2021年９月18日（土）～11月14日（日）
● 新潟県立近代美術館 企画展示室
● 一般1,000円（前売1,300円）300枚

※大学･高校生は当日券1,300円ですが、一般券のお申込みが可能です。
※中学生以下無料

● ９月10日（金）締切

※先着順で受付
（発送は８月20日より）
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かぐや姫の物語
©2013 畑事務所・Studio Ghibli・NDHDMTK

ホッと
一息

漢字リレーパズル

【８月18日必着】

ニピイFAX 025−201−6117

【例】のように、リストの漢字を使って三字熟語を作ってください。矢印でつながっているマスには同じ漢字が入ります。
最後まで使わずにリストに残った、２つの漢字でできる熟語が答えです。
解答および必要事項を記入の
うえ、ニピイまでFAX等でご
応募ください。
正解者の中から抽選で100名
にクオカード500円分をプレ
ゼントします。

解答

会員番号

間違い探し正解発表

－

正解 ③７個

会員または家族

氏名

事業所名
送付先に○

事業所／自宅

〒

【ニピイへ一言】

正解者の中から抽選で100名にミスド商品券500円
分をプレゼントいたしました。
（応募数784件）

令和２年度 事業及び決算報告
事業報告
●生活安定事業

○サービスセンター共済事業

決算報告
9件

●健康維持増進事業

○定期健康診断受診費補助 7,777 人
○人間ドック受診費補助

○スポーツスクール
受講料補助
○スポーツ教室等への参加
○スポーツ施設利用券斡旋

3,339 人
22 人
359 人
651 冊

●自己啓発援助事業

○カルチャースクール等
受講料補助
○各種講座への参加

●慶弔給付事業
○祝金
○勤続

○見舞金

●余暇活動援助事業

○イベント実施・施設利用券斡旋

113,516 人

123 人

2,765 件
1,840 件
264 件

基本財産・特定資産運用益 291,033円
雑収益
1,762,459円

・クオカード全会員（8/1 現在）へ配付
・レストラン企画

・ゴルフコンペ

・日帰り温浴施設

・映画館

・各種クーポン券

など

・ゴルフ場
収入額合計
322,661,402円

計 50 種類のイベント実施・
施設利用券を斡旋
○商品券・食事券斡旋

・新潟市共通商品券
・グルメカード

・クオカード

・図書カード

13,893 枚

など

○各種鑑賞・入場券斡旋
36 人

新潟市補助金
12,350,000円

672 枚

・企画展、コンサート など
18 種類のチケットを斡旋

○宿泊助成

228 人

●情報提供事業

○利用ガイド（2020～2021年度版）

1回

○サービスセンターニュース（月 1 回） 計 12 回
○ホームページの更新（月１回）
○利用補助券冊子

計 12 回
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受取会費
172,935,200円
事業運営費 282,465,576円
内訳：
健康維持増進事業費
31,256,628円
自己啓発援助事業費
407,148円
余暇活動援助事業費
171,245,704円
慶弔給付事業費
60,585,212円
事業推進費
18,970,884円

事業収益
（参加費・給付金収入など）
135,322,710円
内訳：
健康維持増進事業収益
1,632,900円
自己啓発援助事業収益
60,000円
余暇活動援助事業収益
115,996,810円
慶弔給付事業収益
17,633,000円

管理費（人件費・事務費等）
45,006,207円

支出額合計
327,471,783円

お知り合いの事業所をご紹介ください
日頃よりニピイをご利用いただき、ありがとうございます。
サービスセンターの事業は、会員が増えれば増えるほど、より充実した事業を提供することができます。
ぜひ、皆さまのお知り合いやお取引先をご紹介ください。

未加入事業所の紹介特典
（ご紹介くださると）

■未加入事業所をご紹介いただいた方には 1,000円分の商品券をプレゼントいたします。
■さらに、ご紹介をいただいた事業所が加入した場合には、入会者1人につき、1,000円分の商品券をプレゼントいたします。

≪最大40,000円≫

【例】20人の事業所が入会されますと1,000円×20人＝20,000円分の商品券をプレゼントいたします。

新規加入事業所の特典

■新規でご加入いただいた事業所には、下記の商品券をプレゼントいたします。

≪最大30,000円≫
新規入会者数

商品券金額

新規入会者数

商品券金額

新規入会者数

商品券金額

新規入会者数

商品券金額

51名様以上

30,000円

2 名から 5 名様

2,000円

11名から20名様

5,000円

31名から40名様

15,000円

6 名から10名様

3,000円

21名から30名様

10,000円

41名から50名様

20,000円

事務局からのお知らせ
■８月の慶弔給付金対象者
対象者

８月１日付でニピイ会員の資格があり下表に
該当する方

請

事由発生日を迎えてから６か月以内
＊事由発生前のご請求は受付できません。

求

給付種類

対象者

■新規提携施設のご案内
ゴルフ場利用補助券が使用でき、会員証提示割引も併用でき
ます。但し、除外日や除外プレー等がありますので、各施設
にご確認ください。
ノーブルウッドゴルフクラブ
新発田市藤塚浜2001 TEL.0254-41-0210
会員証提示割引 平日1,100円 土日祭日1,650円
中峰ゴルフ倶楽部
新発田市本田130-4 TEL.0254-32-1200
会員証提示割引 500円

■入会・退会の手続き

勤続祝金
（満10年）

平成23年８月入社

勤続祝金
（満15年）

平成18年８月入社

勤続祝金
（満20年）

平成13年８月入社

勤続祝金
（満25年）

平成８年８月入社

勤続祝金
（満30年）

平成３年８月入社

勤続祝金
（満35年）

昭和61年８月入社

成人祝金

平成13年８月生まれ

還暦祝金

昭和36年８月生まれ

水晶婚祝金

平成18年８月結婚

銀婚祝金

平成８年８月結婚

ニピイの入退会は月単位で管理しています。入会は書類
受付日の翌月１日からの加入、退会は書類受付日の月末
での退会となります。ただし、毎月５日まで猶予期間を
設けていますので、この期間中であれば当月の入会や前
月末の退会にも対応します。詳しくは利用ガイドをご参
照いただくか、事務局へお問い合わせください。

＊結婚・出産などの祝金、傷病・災害・死亡などの見舞
金は、事由発生の都度ご請求ください。

■郵便、FAXの受付について
ニピイでは、各種申込みを郵便やFAXで受付けていま
す。締切日
（必着）
厳守で業務を行っていますので、受付
の確認が必要な場合は、お電話でお問合わせをお願いし
ます。特に、入会・退会の手続きや、給付金の申請等、
ご注意をお願いします。

■適正利用のお願い
利用範囲外の方への利用券等の譲渡・転売などを固くお
断りいたします。不正が発覚した場合、利用制限や退会
の対象となりますのであらかじめご了承ください。

「ニピイバスを探せ！」
プレゼント賞品発送について
ニピイ４月号で募集した「ニピイバスを探せ！」には
たくさんのご応募をいただきありがとうございまし
た。当選結果は７月下旬に賞品の発送をもって代え
させていただきました。
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