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service center news
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

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。

加 入 状 況（令和４年４月１日現在）

会員数 18,368 名 ／ 事業所数 1,200 事業所

～おうち時間を楽しもう～

重ねる切り絵「金魚と波紋」作成キット
家にあるカッターで手軽にチャレンジできる、切り絵のキットです。切り絵
を重ね合わせて、立体感のある作品が完成します。背景が４種類（春夏秋冬）
あるので、季節によって違う雰囲気を味わうことができます。
● １セット 1,300円
（通常料金 3,000円）
＊波紋・金魚
（赤と黒）
・背景４種類１セット
● 会員と登録家族
● 50名募集

＊１会員につき１セット限り

＊応募多数の場合は抽選

● ５月22日
（日）
締切

＊６月初旬発送予定
（選外通知なし）

●（１）
「イベント申込書」
に必要事項を記入し、FAXまたはWebからお申し込み
ください。
（２）
締切後、当選者へ切り絵キット・参加費振込用紙を送付します。
（３）
到着後、同封の振込用紙で３週間以内に代金をお振込みください。
＊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

＊アクリル板はつきません

イメージ

大きさ 縦約12cm×横約12cm
台紙に貼ったり、アクリル板に挟んで
飾ったりすると素敵です。

祐琴 -YUKO- さん

ボルダリング・ルートクライミング体験
クライミング初心者向けの１時間体験コースです。遊び方は専門スタッフが教えてくれるので、安心してお楽しみいただけます。
● 利用期間

５月11日
（水）
～７月10日
（日）
まで

● ＣＡＭＰ４
TEL.025-270-8460 新潟市東区松島1-4-32 Ⓟあり
〈平日〉15：00～22：00 〈土日祝〉10：00～18：00 火曜定休日
＊その他営業日詳細は店舗へご確認ください。
● 会員と登録家族

＊ご利用は小学生以上１人１回のみ

● 100名募集

● 料金コース ＊当日現地にて現金精算
①ルートクライミング＆ボルダリング大人・小人共通： 2,000円（一般料金2,500円）
＊ルートクライミングを３回とボルダリングを体験するコースです。
②ボルダリング大人：1,000円
（一般料金1,500円）
③ボルダリング小人
（中学生以下）
：500円
（一般料金1,000円）
＊お子様のご利用は保護者の方が責任をもって見ていただくことが条件となります。
＊体験されない方は、一律300円の入場料が必要となります。

● 持ち物 薄手の靴下、マスク、
飲み物、タオル
※動きやすく、汚れてもよい
服装でお越しください。

● ⒈ 直接店舗
【ＣＡＭＰ４】
へ電話で予約をします。
＊
「ニピイ会員で利用券を使用すること」
をお申し出ください。
＊予約は利用日の３日前までにお願いします。＜完全予約制＞
⒉ 予約の取れた方は、
「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。
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。
⒊ ご利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください。
service center news
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フリーマーケットでeco生活 出店券（５・６月開催）
フリマ初心者の方、出品数が少ない方、子ども連れの方も安心してご参加になれます。
フリマで楽しくecoに取り組みましょう！
● ①５月15日
（日）
（寄せ植え同時開催）
②６月５日
（日）
（寄せ植えなし ５月が中止の場合は寄せ植え同時開催）
各９：00～12：00／雨天中止／ニピイ補助を利用しての参加はいずれか１回のみ
● 白山公園空中庭園
（空中庭園フェア）
にて１区画出店
● 出店者は会員と登録家族

●飲食物・動植物の販売はできません
●営利目的優先の方は参加できません
●駐車場は各参加者で確保してください

● 出店料無料
（一般出店料1,000円はニピイが補助します）
● 各日20区画募集（間口約2.5m×奥行2.0m、１家族１区画）
● 開催日の前週金曜日まで先着順にて受付。募集数に達ししだい終了。

● ⑴ 下の申込先へ直接予約をします。
「ニピイ出店券利用」とお伝えください。
出店申込先：
（公財）
新潟市開発公社 白山公園駐車場 TEL.025-225-3021
⑵ 予約後、利用ガイド巻末
「イベント申込書」
に記入しFAX、またはWebよりニピイまで「出店券」をお申込みください。
⑶「出店券」
を普通郵便で送付しますので、当日、受付へ提出してください。

ホテルグローバルビュー新潟 レストランクーポン
朝食ビュッフェ・ランチ・カフェメニューで幅広く使えるクーポンです。
改装し美しくなったホテルレストランをお楽しみください♪
● ５月９日
（月）
～７月31日
（日）
の期間でご利用ください。
● ホテルグローバルビュー新潟 ２Ｆレストラン
「DINING EDIT ECHIGO」
中央区弁天1-2-4 TEL.025-245-8770
＊2,000円以上の飲食でホテル駐車場１h無料
● ご利用は会員と登録家族のみ
● １会員２枚限り

＊紛失・追加等による再発行はしません。

● 1,300円以上のメニューに対し300円引きクーポン１枚利用できます。
＊ニピイ会員証提示10％割引を併用できます。
＊ご利用はお１人１枚限り、他サービス･クーポン･ポイント･割引併用不可。

イメージ

● クーポンに必要事項を記入のうえ、切り取ってご利用ください。
DINING EDIT ECHIGO メニュー紹介
（クーポン＆割引適用料金、税込）
【朝食】6:30～10:00（最終入場9:30） 【ランチ】11:30～14:30
（LO14:00）

・朝食ビュッフェ 大人（中学生以上）
1,050円（通常1,500円）
＊小学生750円は会員証提示で675円に
＊未就学児は無料
ご飯がすすむ健康的なおかずや新潟の
名物料理、サラダ・デザート・ドリン
クをビュッフェスタイルで。

・雪室熟成ハンバーグ 870円（通常1,300円）
・魚介と彩り野菜のパエリア
1,050円（通常1,500円）
・炙り鯛茶漬け
1,050円（通常1,500円）
・牛ハラミステーキ 1,320円（通常1,800円）
・炊き込み釜炊き御膳 1,320円（通常1,800円）など
全メニュー サラダ・デザート・ドリンクビュッフェ付き

ホテルグローバルビュー新潟 レストランクーポン
レストランメニュー
300円引き＆10％割引
利用対象：1,300円以上のメニュー
利用期間：令和４年５月９日月
～７月31日日

会員
番号

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

・抹茶パルフェ870円（通常1,300円）
・春の甘味プレート ドリンクセット
870円（通常1,300円）など
レストランは予約なしでもご利用いただけ
ますが、事前のご予約をお勧めします。

ホテルグローバルビュー新潟 レストランクーポン
レストランメニュー
300円引き＆10％割引

利用者
氏名

・ご利用は会員 ･ 登録家族に限ります
・お１人 1 枚、1,300 円以上のメニュー 1 品に適用
・会員証提示 10％割引と併用可能
・他の割引 ･ ポイントなどの併用はできません
・事前予約をお勧めします

【カフェ】10:00～17:00
（LO16:30）

※ 欄内に記入のない券は使用できません

●ホテルグローバルビュー新潟 レストラン
「DINING EDIT ECHIGO」
中央区弁天 1-2-4 TEL.025-245-8770

譲渡・コピー不可

利用対象：1,300円以上のメニュー
利用期間：令和４年５月９日月
～７月31日日

会員
番号
利用者
氏名

・ご利用は会員 ･ 登録家族に限ります
・お１人 1 枚、1,300 円以上のメニュー 1 品に適用
・会員証提示 10％割引と併用可能
・他の割引 ･ ポイントなどの併用はできません
・事前予約をお勧めします
【発行】
ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

※ 欄内に記入のない券は使用できません

●ホテルグローバルビュー新潟 レストラン
「DINING EDIT ECHIGO」
中央区弁天 1-2-4 TEL.025-245-8770

譲渡・コピー不可

期 間
R4.5.7
（土）
～
R4.7.31
（日）

サルーングループお食事クーポン

お食事メニュー300円割引
※本券１枚で１名様のみ有効

※注文時に提出

＊下記に記入のない場合は使用できません

サルーングループは、リーズナブルで美味しいハンバーグ･ステーキ専門店。
ランチからディナータイムまでご利用できるクーポン券です。

会員番号
利用者氏名

● ５月７日
（土）
～７月31日
（日）
● ご利用は会員と登録家族

●利用は会員・登録家族に限る。 ●本券は各種割引との併用は不可。
●本券は下記店舗のみ有効。

● １会員２枚限り

ステーキとハンバーグのさるーん（５店舗）
新発田店／桜木店／新津店／三条店／長岡店
石焼ステーキ贅（６店舗） 松崎店／亀田店／小新店／県央店／
長岡アクロスプラザ店／長岡古正寺店

＊紛失・追加等による再発行はしません。

● お食事メニューがクーポンのご利用で300円割引となります。
＊サイドメニュー･ドリンクのみでのご利用は除く・テイクアウト可

【発行】
ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

● 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。
（クーポンは注文時に提出／各種割引との併用不可）

譲渡・コピー不可
期 間
R4.5.7
（土）
～
R4.7.31
（日）

● ご利用は下記の契約店舗のみ
（営業時間は各店舗によって異なります）
ステーキとハンバーグのさるーん

新発田店 新発田市新栄町2-4-38 TEL 0254-26-2029
桜木店 中
 央区神道寺2-5-7 TEL 025-248-1729
新津店 秋
 葉区北上2040 TEL 0250-24-7575
三条店 三
 条市東裏館2-1310-1 TEL 0256-35-5926
長岡店 長
 岡市新保1-1821-1 TEL 0258-37-3977

石焼ステーキ贅

お食事メニュー300円割引

松崎店 東
 区松崎1-19-26 TEL 025-272-2220
亀田店 江
 南区亀田四ツ興野1-568-2 TEL 025-383-5855
小新店 西
 区小新大通2-2-5 TEL 025-201-1070
県央店 燕
 市佐渡5202 TEL 0256-61-2929
長岡アクロスプラザ店 長
 岡市沖田1-41 TEL 0258-31-2066
長岡古正寺店 長
 岡市古正寺2-2 TEL 0258-86-1129

※本券１枚で１名様のみ有効

※注文時に提出

＊下記に記入のない場合は使用できません

会員番号
利用者氏名
●利用は会員・登録家族に限る。 ●本券は各種割引との併用は不可。
●本券は下記店舗のみ有効。
ステーキとハンバーグのさるーん（５店舗）
新発田店／桜木店／新津店／三条店／長岡店
石焼ステーキ贅（６店舗） 松崎店／亀田店／小新店／県央店／
長岡アクロスプラザ店／長岡古正寺店
【発行】
ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

イメージ

イメージ

譲渡・コピー不可

りゅーとぴあ・１コイン・コンサート
～ランチタイム・コンサート～2022 入場クーポン

りゅーとぴあの大人気コンサート！公演時間１時間、小品・名曲中心、出演者のトークもある気軽な形式で、クラシック
初心者の方には特にオススメです。明るく豪華なコンサートホールで、素敵なひとときを過ごしませんか。
● ５月13日
（金） ６月４日
（土） ７月５日
（火） ９月２日（金）
10月３日
（月） 12月24日
（土） ＊各回11：30開演（開場 10：45）
● 会員と登録家族
（未就学児童は入場不可）
● １会員２枚限り

＊紛失･追加等による再発行はしません。

● 料金：全席自由300円
（通常500円）
＊チケットレス/当日会場にてお支払いください。
● 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
＊感染対策については施設案内に従ってください。

土屋 杏子（ヴァイオリン）
Ⓒ平舘平

正住 真智子（ピアノ）

りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館コンサートホール
新潟市中央区一番堀通町3-2

TEL.025-224-5615

＊公演内容は各回ごとに異なります。
←コンサートの詳しい情報はこちらからご覧ください。

りゅーとぴあ・１コイン・コンサート
入場クーポン

～ランチタイム・コンサート～2022

LEO（箏）

Ⓒ日本コロムビア

りゅーとぴあ・１コイン・コンサート
入場クーポン

～ランチタイム・コンサート～2022

＊下記に記入のない場合は使用できません

入場料300円
（通常500円）

■利用期間
5/13・6/4・7/5・
9/2・10/3・12/24
のいずれか１日
※入場時に提出

※現金精算のみ

（通常500円）

利用者氏名

●利用は会員本人・登録家族に限る。
●本券 1 枚で 1 名のみ、各種割引との併用は不可。
●本券は下記施設のみ有効。
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館コンサートホール
新潟市中央区一番堀通町 3-2 TEL.025-224-5615

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

＊下記に記入のない場合は使用できません

入場料300円

会員番号

譲渡・コピー不可

高橋 優介（ピアノ） ⒸAyane Shindo

■利用期間
5/13・6/4・7/5・
9/2・10/3・12/24
のいずれか１日
※入場時に提出

※現金精算のみ

会員番号
利用者氏名

●利用は会員本人・登録家族に限る。
●本券 1 枚で 1 名のみ、各種割引との併用は不可。
●本券は下記施設のみ有効。
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館コンサートホール
新潟市中央区一番堀通町 3-2 TEL.025-224-5615

【発行】
ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

譲渡・コピー不可

仕事で使える！

Word半日セミナー

Wordの基本操作を学習します。
Menu
自己流で操作している方、操作方法を見直したい方におすすめな
•基本の書式設定（文字の色付け・中央揃え等）
コースです。
•段落番号・箇条書き •表の挿入
奥が深いWordの世界。この機会に基本から振り返ってみましょう。
•均等割り付け
•印刷設定

● ６月11日
（土）13：30～16：30
● スタッフエースビジネススクール
新潟市中央区万代１丁目６番１号
万代シテイバスセンタービル４階
● ご参加は会員と登録家族

•テキストボックスの活用

新潟万代校
けやき教室

＊文字入力できる方が対象

● 15名募集
（応募多数の場合は抽選／最少催行６名）
● １名3,000円
（プリントテキスト代込、一般参考料金6,600円）
＊プリントテキスト付 ＊現地支払
● ５月22日
（日）
締切
＊案内は当選者のみ５月27日発送予定
（選外通知なし）
● 利用ガイド巻末
「イベント申込書」
に必要事項を記入し、FAXまたはWebよりお申込みください。

骨格診断で本当に似合うファッションが分かる！
自分に似合う洋服が分かる講座です。着やせして見える、おしゃれに見える
ファッションで魅力アップを目指しましょう！
● ①６月５日
（日）
10:00～11:30 必ず「希望日（第２希望の指定も可）」
②６月７日
（火）
13:30～15:00 「参加当日の連絡先電話番号」をご明記ください。
● 新潟日報カルチャースクール メディアシップ教室
新潟市中央区万代3-1-1 TEL.025-385-7340
※メディアシップ第１または第２駐車場にお停めの場合は30分無料券を進呈
● １名

1,500円 （通常3,000円）

● 会員と登録家族
● 各回

12名募集
（最少実施５名） ＊応募多数の場合は抽選

● ５月22日
（日）
締切

＊案内は５月24日発送予定
（選外通知なし）

●「イベント申込書」
に必要事項を記入し、FAXまたはWebよりお申し込みください。
当選者へのみご案内を送付します。ご案内の口座へ直接参加費をお振込みください。

講師 イメージワン 関口京花さん

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
■「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。
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
注）
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。

新潟日報創刊80周年（創業145年）
・BSN新潟放送開局70周年
「山形美術館所蔵 長谷川コレクション展」

山形美術館は2014
（平成26）
年には開館50周年を迎えました。収蔵作品の核と
なっているのが長谷川コレクションです。同コレクションは代々の長谷川家当主
から寄贈を受けた収蔵品で、重要文化財の与謝蕪村《奥の細道図屏風》の他、山
形県指定有形文化財を有しています。本展では、山形の紅花商人ゆかりの長谷
川家に伝世した美術品
「長谷川コレクション」の優品を中心に、
「山形県関係の美
術」
や
「フランス近代美術」
分野の収蔵作品もひろくご紹介し、山形美術館の充実
した作品をお楽しみいただきます。
● 2022年５月28日
（土）
～７月18日
（月･祝）＊一部の作品は展示替あり
● 新潟市新津美術館
● 一般640円
（前売800円）
※大学・高校生は当日券800円ですが、
一般券のお申込みが可能です。
※中学生以下無料

● ５月23日
（月）
締切

※先着順で受付
（発送は５月中旬より順次）
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与謝蕪村《奥の細道図屏風》安永8（1779）年
山形美術館蔵（山）長谷川コレクション

ホッと
一息

漢字リレーパズル【５月22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または
Webよりご応募ください。
正解者の中から抽選で100名
にジェフグルメカード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

－

会員または家族

氏名

正解 ④８個

事業所名

正解者の中から抽
選で100名にクオ
カード500円分を
プレゼントいたし
ました。
（応募数638件・
正解数311件）

送付先に○

事業所／自宅

〒

【ニピイへ一言】

広告

service center news

5

広告

事務局からのお知らせ
■５月の慶弔給付金対象者
対象者 ５月１日付で会員資格があり下表に該当する方

事由発生日を迎えてから６か月以内
請 求
＊事由発生前のご請求は受付できません。
給付種類

ニピイFAXの受信について

①月初など申込みが立て込んでいると受信できない場合
があります。時間をおいて再送信してください。
②送信側が非通知設定の場合、受信できません。非通知
設定にされている場合は、“186”をつけて送信してく
ださい。
FAXが送信できない場合は、上記２点をお確かめください。

■入会・退会の手続き
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。

対象者

勤続祝金
（10年）

平成24年５月入社

勤続祝金
（15年）

平成19年５月入社

勤続祝金
（20年）

平成14年５月入社

勤続祝金
（25年）

平成９年５月入社

勤続祝金
（30年）

平成４年５月入社

勤続祝金
（35年）

昭和62年５月入社

勤続祝金
（40年）

昭和57年５月入社

20歳祝金

平成14年５月生まれ

還暦祝金

昭和37年５月生まれ

水晶婚祝金

平成19年５月結婚

銀婚祝金

平成９年５月結婚

■新規入会事業所紹介（４月入会：３事業所）

＊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。

・
（医）
健周会
・
（株）
エムエスネット
・
（株）
メディアシップ・ブランド

次号予告

中央区姥ケ山
西区五十嵐中島
中央区万代

※内容は変更になる場合があります。

・ミニ盆栽教室 6/30、7/2
・観光物産品販売 6/29、7/3
・すいか産直販売 6/26
・クオカード
・サーティワンアイスクリームギフト券
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