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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８月１日現在）

会員数 18,512 名 ／ 事業所数 1,202 事業所

秋の寄せ植え教室
季節の草花を使って寄せ植えを作ります。花の名前や管理方法・寄せ植えを作るコツなどを学びましょう！
● ①９月29日
（木）10：00～
②10月１日
（土）10：00～
③10月１日
（土）13：30～
● 新津フラワーランド

※各回定員10名
（最少実施２名）
所要時間約１時間半

新潟市秋葉区古津891-1

● 参加料金1,300円
（一般料金2,500円） ＊現地支払
● 会員と登録家族

＊参加は中学生以上、１人１回限り

● ９月14日
（水）
締切

＊案内は当選者のみ９月16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。
● 「希望日時（第２希望以下の記入も可）」
「当日参加の連絡先電話番号」を必ずご記入ください。
＊必要に応じて電話番号を施設へ提供します。
● 持ち物

手袋、エプロン

● 材料の取り消しができないため、当選後のキャンセルは参加費（1,300円）をご負担いただ
きます。後日、会場へご来店いただければ完成品をお渡しします。

イメージ

鉢サイズ：
W325×D270×H150 内径260
モスグリーン系のレトロなバケツ
型の鉢を使う予定です。
植物は旬の素材を使用するため仕
入れ状況によります。

おためし伝筆
（つてふで）講座
字が苦手な方もくせ字の方も、魅力ある文字が書ける「伝筆（つてふで）」。
心を温かくする筆文字書道を一緒に楽しみましょう。
● ①10月２日
（日）13：30～15：30 必ず「希望日（第２希望の指定も可）」
②10月４日
（火）13：30～15：30 「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
※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

2,400円（通常4,000円）

● 会員と登録家族
● 各回８名募集
（最少実施５名） ＊応募多数の場合は抽選
● ９月14日
（水）
締切

＊案内は９月15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。

イメージ

● 講師 一般社団法人伝筆®協会認定講師 篠田マレ子さん
＊必要に応じて電話番号を施設へ提供します。

次
号
予
告

・苔玉作り体験 10/29（土）
、30（日）
、11/9（水）
・フレンズ秋のギャザリング
11/6～30の各（日）
（水） 計８回
・新潟ドームスラッガーズパーククーポン

・パーソナルカラー講座 11/2（水）、11/5（土）
・お香講座 11/1（火）、11/6
（日）
・ユニクロギフトカード１万円分 ・とんかつクーポン
・ドラゴンドラクーポン
※内容は変更になる場合があります。
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フリーマーケットでeco生活 出店券（９・10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！
● ① ９ 月25日
（日）
（寄せ植え同時開催）
②10月10日
（月・祝）
（寄せ植えなし ９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

● 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。

●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
● 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。
●駐車場は各参加者で確保してください
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。

ニピイ会員限定

舞子高原ホテル宿泊プラン

ホテル周辺には観光・レジャースポットもあり、南魚沼を満喫できます。
地産食材をふんだんに使用したお食事をご用意してお待ちしております。
● ９月１日
（木）
～10月31日
（月）
● 会員と登録家族

●宿泊特典

● 利用回数は１人１回

舞子高原ホテルへニピイ会員であることを伝え、予約をしてください。
●（1）
舞子高原ホテル TEL.025-783-3511【受付時間８：00～17：00】
新潟県南魚沼市舞子2056-108
（2）ニピイ会員証をご提示いただき、当日チェックインします。
● お一人様１泊２食付き代金
（税込）
平日8,800円（通常9,900円）／休前日11,000円（通常14,300円）
■
■
■
■
■

ご予約は２名様より。
小学生は大人料金の70％、３歳以上未就学児は大人料金の50％、０～２歳以下無料。
大人（中学生以上）の方は入湯税120円をいただきます。
宿泊日を含まない１週間前からキャンセル料金が発生します。
他の割引との併用についてはホテルへ直接ご確認ください。

ロイヤルツインルーム

夕食ブッフェ（イメージ）

・ロイヤルツインルームor和室に無料グレードアップ
※部屋数に限りがあるため、ご予約時にホテルへご確認ください。
・グラウンド・ゴルフおよび、ディスクゴルフのプレーサービス
＊さらに1人＋1,000円で下記の特典が付きます。
ご希望の方はご予約時にホテルにお伝えください。
①アーリーチェックイン（14：00～） ②レイトチェックアウト
（～11：00） ③アメニティのグレードアップ ④客室お風呂満
喫セット ⑤スパークリングワイン（小）プレゼント（20歳以上の
方限定、１部屋に１本）
＊19歳以下の方は、スパークリングワインの代わりに売店アイス
クリーム引換券が付きます。 注）１人１枚ずつ

会員本人は宿泊助成も併用できます。別途お申込みください。

マリンピア日本海 年間パスポート引換券 うみがたり入館券（10〜３月利用分）
● ご利用は会員と登録家族に限ります
（１人１枚限り）

● 有効期限

● パスポート作成日より１年間有効

● 会員と登録家族、１人１枚まで

● 価格

● 価格

大人
（高校生以上）3,000円
（一般料金3,500円）
小人
（小中学生） 1,000円
（一般料金1,300円）
㊟希望の券種【大人・小人】と必要枚数をお書きください。
その枚数と一致する利用者名をご記入ください。
締切後の申込み・キャンセルはお受けできません。
＊３歳以下無料、幼児（４歳以上）年間パスポート一般料金400円
（今回斡旋はありません）

● ９月20日
（火）
締切

＊10月中旬に発送予定

●「チケット申込書」に必要事項を記入しFAX、またはWebより
お申込みください。引換券到着後、３週間以内に代金をお振込
みください。
引換券を施設に提出し、
当人の顔写真入りパスポー
トを作成します。
㊟パスポートを作成する際、引換券の区分が当人の券種区分と異
なる場合は無効となります。
・１年間、何度でも入館可能！
・館内レストラン１割引！
・ミュージアムショップで1,000円以上購入で
ステッカープレゼント！
・提携水族館の入館料割引！
＊詳細はマリンピア日本海HPをご覧ください

令和４年10月１日～令和５年３月31日まで
● 200名募集

券種区分
会員料金（一般料金）
大人（18歳以上） 1,300円（1,800円）
高校生
700円（1,100円）
小・中学生
500円 （900円）
３歳以下
幼児（４歳以上）
300円 （500円） 無料

● ９月13日（火）締切、９月下旬発送予定
●「チケット申込書」でお申込みください。
入館券到着後、３週間以内に代金をお振込みください。
㊟ 希望の券種【大人・高校・小中・幼児】をご明記ください。
申込枚数と一致する利用者名をご記入ください。
締切後のキャンセルはできません。

＊感染症予防対策等による入館対応はHPで事前にご
確認ください。

新潟県上越市五智2-15-15
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● プランパスワード
● 契約団体番号

festhx22
1101

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） ＊個別封筒は付きません。
● 1,200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。
● ９月13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。10月中旬、商品券を発送します。
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。
● 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：

（

お届け先： 事業所のみ
№
1

申込先 FAX 025-201-6117
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

）

事業所の住所を必ずご記入ください

〒

会員氏名

会員番号

申込内容（１会員１セット限り）

（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。
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ホッと
一息

ナンプレ数字パズル【９月19日必着】ニピイFAX 025−201−6117
ルールに従ってすべての空きマスに数字を埋め、A･B･Cの合計を出
します。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。

A

ルール

・ タテ列（９列）
、 ヨコ列（９列）のそれぞれの列の中に、
１～９の数字が必ず１つずつ入ります。
・ ３×３マス の太線で囲まれたブロック（９個）の中にも
１～９の数字が必ず１つずつ入ります。

B

間違い探し
正解発表

C

正解 ③７個

解答欄

正解者の中から抽選で100
名に商品券500円分をプレ
ゼントいたしました。
（応募数723件・正解数486件）

合計

【ニピイへ一言】

送付先に○

事業所名
会員番号

事業所／自宅

〒

－

会員または家族

氏名

鳥屋野交通公園でゴーカートに乗ろう！
● ９月２日
（金）
～11月20日
（日）開園時間９：00～17：00
＊ゴーカートの利用日：金・土・日・祝日のみ
● 会員本人と登録家族
● １会員３枚

＊譲渡・コピー・紛失などによる追加発行不可

● ゴーカート乗車料
（入園料は無料）
区分

利用できる人

クーポン利用 一般料金

１人乗り 小学生・中学生

無料

100円

２人乗り 幼児及び小学４年生までと16歳以上の付添い

無料

150円

● 下のクーポン券に必要事項をご記入のうえ、利用時に係員にご提出ください。
本券１枚で
「１人乗り」
または
「２人乗り」
のゴーカートに１回無料で乗車できます。
● 鳥屋野交通公園
（中央区女池3-6-3、江南高校・球技場並び）
TEL 025-283-9433 ＊お車は球技場の駐車場をご利用ください。

１周約700メートルの車道では、交
通標識を見ながらゴーカートに乗っ
て楽しく交通体験ができます。なま
ずバスや消防自動車、すべり台など
の遊具もあります。

ゴーカート乗車クーポン

ゴーカート乗車クーポン

ゴーカート乗車クーポン

令和４年９月２日〜11月20日有効

令和４年９月２日〜11月20日有効

令和４年９月２日〜11月20日有効

会員番号

会員番号

会員番号

利用者氏名

利用者氏名

利用者氏名

利用区分

いずれかに◯

１人乗り

／

２人乗り

利用区分

いずれかに◯

１人乗り

／

２人乗り

利用区分

いずれかに◯

１人乗り

／

２人乗り

注）未記入の券は利用不可
●会員・登録家族のみご利用になれます。
●本券１枚で１人乗り・２人乗りいずれか１回乗車可。
●利用時に係員に提出してください。
●下記施設でのゴーカート利用以外は使用できません。

注）未記入の券は利用不可
●会員・登録家族のみご利用になれます。
●本券１枚で１人乗り・２人乗りいずれか１回乗車可。
●利用時に係員に提出してください。
●下記施設でのゴーカート利用以外は使用できません。

注）未記入の券は利用不可
●会員・登録家族のみご利用になれます。
●本券１枚で１人乗り・２人乗りいずれか１回乗車可。
●利用時に係員に提出してください。
●下記施設でのゴーカート利用以外は使用できません。

新潟市中央区女池3-6-3
TEL.025-283-9433

新潟市中央区女池3-6-3
TEL.025-283-9433

新潟市中央区女池3-6-3
TEL.025-283-9433

鳥屋野交通公園

＊ゴーカート利用は金・土・日・祝のみ
【発行】
ニピイ
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

鳥屋野交通公園

＊ゴーカート利用は金・土・日・祝のみ

譲渡・コピー不可

【発行】
ニピイ
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

鳥屋野交通公園

＊ゴーカート利用は金・土・日・祝のみ

譲渡・コピー不可

【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

チ ケ ット 斡 旋

注）
締切後のキャンセルや追加はお受けできません。不明な点は
事前にご確認ください▶席次は販売元からの配券によるため
ご要望にそえません。
（車椅子席取扱いは販売店のみ）▶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▶購入したチケットは延期・中止の場合でも捨てな
いでください。
（返金対象となった場合に必要）

■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」に必要事項を記入
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。

ダリ版画展

シュルレアリスムを代表する画家として知られるサルバドール・ダリ
（1904～1989）。その多彩な創作活動の中から版画作品約200点を展示
し、20世紀最大の奇才といわれるダリの真髄に迫ります。
● 2022年10月８日（土）～12月４日（日）
● 新潟県立近代美術館
● 一般960円（前売1,200円）300枚

■チケット発送＆代金の支払いについて
期間チケットは発送開始日以降に先着順で発送します。
抽 選チケットは締切後10日以内に当選者のみ案内を送付
し、公演の１週間前までにチケットの現物を送付します。
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
ますので、３週間以内に指定銀行窓口でお支払いください。

斉藤和義 弾き語りツアー 2022
●
●
●
●

※大学･高校生は当日券1,200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25日（日）締切

2022年10月21日
（金）
18：30
新潟県民会館
指定席6,930円
（一般7,700円）
20枚
９月15日
（木）
締切

※応募多数の場合は抽選
（当選者のみ通知）
※３歳未満入場不可、３歳以上
チケット必要
※会員及び登録家族１人１枚、
最大４枚まで

※先着順で受付（発送は９月下旬より順次）

村松崇継 Piano Sings 2022

手嶌葵の『ただいま』を始め、普段耳にすることが多い、映画やドラマ、
ミュージカルの音楽を手掛ける気鋭の作曲家・音楽プロデューサー。紅
白歌合戦で竹内まりやが歌唱した『いのちの歌』は日本中の小中学校で歌
い継がれる代表曲です。
● 2022年11月12日（土）14：00
● 新潟県民会館・小ホール
● 全席指定4,500円（一般5,000円）
20枚
● ９月15日（木）締切

立川談笑 独演会
●
●
●
●

2022年12月17日
（土）
13：00
りゅーとぴあ・能楽堂
全席指定3,330円
（一般3,700円）
20枚
９月15日
（木）
締切

※応募多数の場合は抽選
（当選者のみ通知）
※未就学児入場不可

※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児入場不可

KERA・MAP＃010
「しびれ雲」

劇作家・演出家ケラリーノ・サンドロヴィッチの待望の新作公演に、舞台・
ドラマ・バラエティ番組で大活躍中の井上芳雄を始め、緒川たまき、と
もさかりえ、萩原聖人など幅広い俳優陣が集結！
● 2022年12月24日（土）14：00
2022年12月25日（日）13：00
● りゅーとぴあ・劇場
● 全席指定6,750円（一般7,500円）
Ｕ252,700円（一般3,000円）各日20枚
※U25は公演時25歳以下。入場時、要身分証

● ９月15日（木）締切

※クリスマスペアチケット希望の方はりゅーとぴあまで
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知） ※未就学児入場不可
※希望日時および券種をご記入ください

■９月の慶弔給付金対象者
求

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。
給付種類

・勤続祝金
（10年）
・勤続祝金
（15年）
・勤続祝金
（20年）
・勤続祝金
（25年）
・勤続祝金
（30年）
・勤続祝金
（35年）
・勤続祝金
（40年）
・20歳祝金
・還暦祝金
・水晶婚祝金
・銀婚祝金

“日本の生んだ世界のバレエ団”として国内外で高く評価されている東京
バレエ団。クリスマスにぴったりな演目「くるみ割り人形」をご家族揃っ
てお楽しみください。
● 2022年12月25日
（日）
14：00
● 新潟県民会館・大ホール
● 全席指定Ｓ席7,200円
（一般8,000円）

20枚
● ９月15日
（木）
締切
※応募多数の場合は抽選
（当選者のみ通知）
※５歳以上有料、４歳以下入場不可

©KiyonoriHasegawa

■新規指定店のご案内

対象者 ９月１日付で会員資格があり下表に該当する方
請

令和４年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業
東京バレエ団
「くるみ割り人形」
全２幕

対象者
平成24年９月入社
平成19年９月入社
平成14年９月入社
平成 ９ 年９月入社
平成 ４ 年９月入社
昭和62年９月入社
昭和57年９月入社
平成14年９月生まれ
昭和37年９月生まれ
平成19年９月結婚
平成 ９ 年９月結婚

＊他給付金は事由発生の都度ご請求ください。

一級建築士事務所（有）三善建築設計事務所
会員証提示で、建築相談・見積チェック・家相等
初回１時間無料
新潟市中央区沼垂東5-14-3 TEL.025-246-0678
ツヴァイ新潟店
会員証提示で、入会初期費用11,000円（税込み）値引き
※対象ニピイ会員及び二親等以内の親族
新潟市中央区万代1-4-33
損保ジャパン・新潟セントラルビル３階
TEL.025-365-2281

■新規入会事業所紹介（８月入会：３事業所）
・
（株）
細川洋蘭農園
・
（株）
共宥
・こども写真館トム・ソーヤー
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江南区茗荷谷
中央区女池上山
中央区東出来島

広告

広告
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