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●５月17日（日）　�第１部：「風水」�12：00〜13：30�
第２部：「手相」�14：00〜15：30

両方参加も可能です。「両方希望」と記入し第１希望・第２希望もお書きください。
●いくとぴあ食花�２階�講座室（中央区清五郎401、Ⓟあり）
●ご参加は、会員と登録家族（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）
参加対象は小学生以上。申込みのないお子様の同伴はできません。

●各講座500円　＊振込用紙払い
●各40名募集（最少催行20名）　＊応募多数の場合は抽選
●４月26日(日)締切　＊案内は４月28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等でお申込みください。
●講師�小林�大輔さん　吉咲代表、プロ手相家、氣場風水師範、宅地建物取引主任

身近な「風水」「手相」講座
新潟で人気の手相・風水鑑定士である吉咲の小林先生が風水や手相についてお教えします。
金運・健康運・仕事運・恋愛運など、運気をＵＰさせましょう！

●風水講座
・風水って何？
・幸運を呼び込む風水学
・�身近な生活に取り入れて�
みよう�など

●手相講座
・基本的な手相の見方
・�手相からわかる私の運気
・願いが叶う手相術�など

各部ごとに受付します。
希望の部を明記ください。

会 員 数 17,885名
事業所数 1,293事業所
令和２年３月１日現在

●①５月９日（土）　②５月16日（土）　③５月21日（木）
各日９：00現地集合／12：00解散予定　＊雨天実施
希望日を必ずご記入ください（第３希望まで記入可）

●ロイヤル胎内パークホテル集合（胎内市夏井1191-3）、バス移動あり
●ご参加は会員と登録家族（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）
●小学生以上1,300円（一般参考料金2,900円）　＊振込用紙払い
＊ワラビ採り･あく抜き講習･入浴料･保険料を含みます。
＊幼児は参加無料ですがお申込みは必要。バス移動の際、正座席はありません。

●各日40名募集（最少実施10名）　＊応募多数の場合は抽選
●４月19日（日）締切　＊ご案内は４月21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等でお申込みください。
＊申込書には参加者全員（幼児含む）のお名前をご記入ください。

大地の恵みを体感！胎内ワラビ採り
胎内のまぶしい緑の中、山菜の王様「ワラビ採り」を楽しみませんか。
初心者でも指導を受けながら採ることができます。お気軽にご参加ください。

・ご自分で採ったワラビは格別！
　採ったぶんだけワラビはお持ち帰り
・初心者でも大丈夫！
　地元インストラクターが同行します
・収穫後は温泉入浴で身体もさっぱり

事務担当者の皆様へ
会員異動の手続きはお早めに

退会届【３月31日退会分】
入会届【４月１日入会分】
＊�事業所間の異動は、退会届･入会届を同時にご提出ください。

→４月５日（日）必着で
　ご提出ください。

新型コロナウイルス感染症対策に関するご案内
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、レジャー施設において
臨時休業の措置が取られています。有効期限のあるチケットの対応
など、最新情報は施設の公式サイト等で必ずご確認ください。なお、
今後の状況により、掲載イベントの中止やチケット発送が遅くなる
場合がありますのでご了承ください。
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　　　　  田植え体験 in 弥彦村
自然豊かな弥彦山のふもと、田植えを楽しみましょう！
田植え体験の後は、ご入浴と美味しい御膳でのんびり♪

女性と漢方セミナー 春の養生法
日々の体調管理に漢方の力を役立ててみませんか。
春は環境が変化し心身のバランスも乱れがちになります。
春先に起こりやすい症状や養生法もわかりやすくお伝えします。

●５月10日（日）９：00〜13：00　＊小雨決行
●さくらの湯（弥彦村大字麓1970）、契約田んぼ
●会員と登録家族（会員と同居している配偶者・親・22歳までの子）
お子様は保護者と一緒にご参加ください。

●３歳以上一律1,800円（一般料金4,000円）��＊参加当日現地払い
稲苗の手植え・特製御膳・ご入浴・レジャー保険付き
昼食は御膳ですが、未就学児はお子様セット＆プチデザートになります。
２歳以下のお子様は無料(食事等なし)で同伴可能【申込みは必要】

●50名募集（最少催行10名）　＊応募多数の場合は抽選
●４月16日（木）締切　＊案内は４月20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等でお申込みください。
●植えた稲を秋に収穫します。今回の参加者は稲刈りに優先的にご参加いただけます。

●４月25日（土）10：30〜12：00
４月28日（火）10：30〜12：00

●漢方カフェめぐり（中央区米山５-14-13　駐車場あり）
●ご参加は会員と登録家族（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）
＊対象は女性のみ（お子様の同伴はできません）＊初心者向け

●1,000円（一般参考料金2,000円）＊薬膳茶＆薬膳菓子付き
開催日までに専用振込用紙でお支払いください。

●各10名募集（応募多数の場合は抽選／最少催行４名）
●４月15日（水）締切　＊案内は当選者のみ４月17日発送（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等でお申込みください。

自然教室

イメージ

イメージ

希望日をご記入ください
（第２希望まで記入可）

スポーツ教室参加補助券
新潟市内の公共体育施設で開催されるスポーツ教室の参加費を補助します。

●ご利用は会員と登録家族（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）
＊対象は小学生以上

●１会員１セット限り（３枚綴り）　＊登録家族数に関係なく
※紛失･追加等による再発行はいたしません。

●スポーツ教室の参加費を1,000円補助します。
・スポーツ教室の参加は各施設へ直接お申込みください。
・参加費2,000円以上の教室１コースにつき１枚ご利用できます。
・横越総合体育館、西川総合体育館では、メンバーズチケット（30枚チケット）
　を購入する際にご利用できます。
・他の割引、クーポンとの併用も可能です。
・詳細は各施設ホームページなどでご確認ください。

●2021年３月31日まで有効
●（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等でお申込みください。
（２）各体育施設のスポーツ教室で補助券を提出し、参加費をお支払いください。

利用できる施設

北　区
豊栄総合体育館
遊水館
北地区スポーツセンター

東　区
東総合スポーツセンター
新潟市庭球場
下山スポーツセンター

中央区

鳥屋野総合体育館
西海岸公園市営プール
新潟市陸上競技場
新潟市体育館

江南区 亀田総合体育館
横越総合体育館

南　区
白根カルチャーセンター
白根総合公園屋内プール
味方体育館

西　区 西総合スポーツセンター
黒埼地区総合体育館

西蒲区 西川総合体育館
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新潟東映ホテル
ステーキあづま ランチクーポン

【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

事業所名

会員番号

利用者氏名

・ご利用は会員･登録家族に限ります
・本券１枚で１名様のみ有効
・事前予約のうえ、ランチメニューのみ適応
・各種割引との併用は不可／注文時に提出
新潟東映ホテル ９F 「ステーキハウスあづま」
TEL 025-244-7101㈹【要予約】　中央区弁天 2-1 -6

ランチクーポン 500円引き
利用期間 R2.4.1㊌～6.13㊏

ステーキハウス

※   欄内に記入のない券は
利用できません

【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

事業所名

会員番号

利用者氏名

・ご利用は会員･登録家族に限ります
・本券１枚で１名様のみ有効
・事前予約のうえ、ランチメニューのみ適応
・各種割引との併用は不可／注文時に提出
新潟東映ホテル ９F 「ステーキハウスあづま」
TEL 025-244-7101㈹【要予約】　中央区弁天 2-1 -6

ランチクーポン 500円引き
利用期間 R2.4.1㊌～6.13㊏

ステーキハウス

※   欄内に記入のない券は
利用できません

●４月１日（水）〜６月13日（土）　�
＊除外日：木曜、日曜、祝日、GW(4/29〜5/6）
ランチタイム
営 業 時 間

（月）〜（金）�11：30〜15：00�（LO14：00）�
　��（土）��　�11：30〜15：30�（LO14：30）

●新潟東映ホテル�９Ｆ�ステーキハウスあづま
中央区弁天２-１-６　TEL�025-244-7101㈹【要予約】
＊ホテル駐車場はレストランのご利用で２時間無料

●クーポン利用は会員と登録家族（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）のみ
●１会員２枚限り　＊紛失・追加等による再発行はいたしません
●ランチタイムメニューにクーポン１枚で500円分として利用できます。
＊お１人１枚の利用とし１人で複数枚の利用はできません。

●事前に施設にご予約をお取りください。
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。

目の前でシェフが焼き上げる極上のステーキをお楽しみください！

ナンプレ 数字パズル 中級編 【４月20日必着】
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または郵送でご応募ください。正解者の中から抽選で50名に商品券500円分をプレゼントします。

・� 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。

空きマスが少ない部分を狙う
・�緑のブロックには�'4'�が入ります。

・�ピンクのヨコ列には�'9'�が、タテ列
には�'6'�と�'3'�が入ります。

このようにタテ・ヨコ・ブロックの関
係を確かめながら次々とマスを埋めま
しょう。

例題（解き方）

事業所名

会員番号 －

会員または家族
氏名

送付先に○
事業所／自宅

〒

【ニピイへ一言】

ル
ー
ル

合計解
答
欄

ニピイFAX
025−201−6117

ホッと
一息

service center news 　3



●４月14日（火）〜６月20日（土）
週１回×８回コース（途中に休講日あり）

●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
（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）
●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）
●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。
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。

初・中級ゴルフ教室（８回コース）
●�クラス� ＊都合で受講できない場合は振替受講可（要予約）

曜　日 火曜日 木曜日 金曜日 土曜日
開講日 4/14 4/16 4/17 4/18

時　間 18：30～ 18：30～ 18：30～ 18：30～
19：30～ 19：30～

●�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

フリーマーケットでeco生活（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16日（土）（寄せ植え同時開催）　②６月20日（土）（寄せ植えなし）
各９：30〜12：30、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（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）
●出店料無料（一般出店料1,000円はニピイが補助します）
●20区画募集�（間口約2.5m×奥行2.0m、１家族１区画）
●３月28日（土）９：00より先着順で受付、開催日の前週金曜日まで受付可。
募集数に達ししだい終了。

●（１）下の申込先へ直接予約します。「ニピイ出店券利用」とお伝えください。
（２）利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。「ニピイ出店券」を郵送いたします。
●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

●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

走り方教室
運動会に向けた走り方教室を実施します。走り方のコツを教わって、運動会で発揮しよう！
●４月29日（水・祝）　　�①１，２年生の部　10：00〜11：00�

②３〜６年生の部　11：15〜12：15
●アルビレックス新潟　フットサルコート　Ⓟあり　※雨天決行
新潟市東区新松崎３-309
※保護者はご見学ください。

●会員と登録家族（参加は小学生のみ）
●１名　500円
＊参加費は開催日までに専用振込用紙でお支払いください。

●各回30名募集（最少催行人員５名）　＊応募多数の場合は抽選
●４月16日（木）締切
＊当選案内は４月17日発送予定です。選外の通知はありません。

●利用ガイド巻末「イベント申込用紙」に必要事項を記入し、ＦＡＸ等でお申込みください。
●外ばき、飲み物、タオル　＊運動のできる服装でご参加ください。
●講師　オールアルビレックス・スポーツクラブ　菅野　文宣先生

短距離走法の指導
・正しい姿勢・フォームの作り方
・スタートダッシュの方法
・速く走るコツ　　など

希望時間を
ご記入ください。
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サントピアワールド  フリーキップ利用補助券
入園料と乗り放題フリーキップがセットになったお得なプランです！
●ご利用は会員と登録家族(会員と同居の配偶者・親・22歳までの子)
＊対象は３歳以上

●年度内10枚まで（登録家族数に関係なく）　＊紛失･追加等による再発行不可
●2021年３月31日まで使える通年利用券
＊発売日(利用日)は施設HPでご確認ください

●（１）�利用ガイド巻末「利用補助券申込書」に必要事項を記入のうえ、FAX等でお申込みく
ださい。利用予定日の１か月前より受付。利用券は１人１枚必要。

（２）受付後、ニピイより利用補助券を普通郵便で送付いたします。
（３）利用当日、フリーキップをご購入の際に補助券を提出し代金をお支払いください。

イベント結果報告
イベント名 参加者
山の下海浜公園プール回数券 36 冊
貸切映画「ライオン･キング」 655 名
ソーセージ教室 24 名
映画鑑賞券「最高の人生の見つけ方」 96 枚
ドローン体験教室 35 名
ロングランゴルフコンペ 94 名
うみがたり入館券 193 枚
クオカード･ジェフグルメカード 527セット
認知症セミナー 17 名
エンジョイラン2019 106 名
弥彦で稲刈り体験 65 名
レジュフラワー講座 24 名
ビジネスマナースキルアップ研修 11 名
フリーマーケットでeco生活 10 名
納涼会プラン 974 名
ビジョンよしだプールクーポン 438 枚
ホテル日航新潟スイーツブッフェクーポン 99 枚
タリーズコーヒースクール 14 名
初中級ゴルフ教室（秋･冬） 24 名
ピーナッツ収穫＆ハーブティー講座 33 名
サントピアワールドホリデープラン 176 名
小嶋屋総本店ぐるめクーポン 3,909 枚
マックカード 564セット
ホテルシェフの料理教室９～２月 72 名
舞子高原ホテル宿泊プラン 141 名
バドミントン教室 33 名
ミニ盆栽のある暮らし 28 名
秋のくだもの狩り利用券 1,307 枚
サルーングループお食事クーポン 1,295 枚
シスコザベーカリークーポン 292 枚
てつぼう教室 23 名
漢方セミナー 16 名
あんフラワー講座 9 名
蔵見学と味噌仕込み体験 40 組

イベント名 参加者
大根抜き 200 名
自宅で簡単 魚介のパエリア 29 名
鳥屋野交通公園ゴーカートクーポン 2,031 枚
ソフトバレーボール大会 133 名
こども商品券 289セット
天然素材のクリスマスリース 20 名
とんかつクーポン 4,244 枚
クリスマスハーバリウム 31 名
ハーブ香る玄米カイロづくり 20 名
はじめての太極拳 18 名
はりはり漬けづくり 30 名
お正月飾り 31 名
玉ねぎ塩麹づくり 24 名
サンタがおうちにやって来る 8 名
親子クリスマスケーキ教室 53 組
こびきの里お食事クーポン 161 名
映画鑑賞券「男はつらいよ」 64 枚
ANAクランプラザホテル新潟ランチクーポン 235 名
東映ホテルランチクーポン 520 名
ハッピークリスマス利用券 1,014 名
アイスアリーナ滑走引換券 191 名
ロイヤルミルクティー講座 14 名
初めてのルーシーダットン 23 名
オリジナルアロマづくり 19 名
推奨ツアー利用補助券（長岡花火ほか） 119 名

令和元年９月～令和２年２月に実施のイベント結果をご報告します

ゴールデンフリーキップ
一部を除いて乗り放題�
【発売日】土日祝、春休み、GW、夏休み

おとな（中学生以上） 2,600円（一般4,200円）
こども（３歳〜小学生） 2,200円（一般3,700円）

ウィーク10フリーキップ
指定の10機種が乗り放題�
【発売日】ゴールデンフリーキップ発売日以外の平日

おとな（中学生以上） 2,400円（一般3,100円）
こども（３歳〜小学生） 1,900円（一般2,600円）

ナイターフリーキップ
一部を除いて乗り放題�
【発売日】指定日の17:00〜21:00

おとな（中学生以上） 2,000円（一般2,700円）
こども（３歳〜小学生） 1,500円（一般2,200円）

新潟駅・新津駅からの無料シャトルバス運行しています（要予約）

阿賀野市久保１-１
TEL.0250-68-3450

  次 号 予 告
・クオカードあっせん　・ラーメンクーポン
・新潟グランドホテルランチクーポン
・ハンモックヨガ　　　・Excelステップアップ
・庭園講座　　　　　　・ホテルシェフの料理教室
� ※内容は変更になる場合があります。
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■利用資格　会員と登録家族（会員と同居している配偶者・親・22歳までの子）
■申込枚数　�会員と登録家族１人１枚まで（申込上限のある公演は別途記載）
■申込方法　�利用ガイド巻末「チケット申込書」に必要事項を記入し、FAX等で

お申込みください。
　　　　　　申込書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。
■チケットのお申込みにあたって
　●�締切日厳守でお申込みください。締切後の追加手配はできません。
　●��申込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。
　●各公演の席次は販売元からの配券によるため、ご要望に添うことができません。
　●車椅子席は販売元のみの取り扱いとなります。

■チケットの発送について
　●先着順のチケットは、１週間以内の到着を目指し発送します。
　●��抽選のチケットは、締切後、ご案内を10日以内に発送します。�
（ご案内は当選者のみ発送、選外通知はありません）�
その後、当選者にはチケット現物を公演日の１ケ月前〜１週間前までに
送付します。

■チケット代金のお支払いについて
　��チケット送付時に専用振込用紙（振込手数料ニピイ負担）を同封します。�
専用振込用紙を使って指定銀行窓口よりお支払いください。

■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。

2020トリックアートinときメッセ ～大江戸散歩＆ＡＲ体験～
トリックアートが３年ぶりに新潟にやってきます。江戸時代にタイムスリップ
して散歩したり、人魚姫になったり、恐竜に食べられそうになるなど、約40点
の面白い作品が眼前に出現。スマートフォンやタブレットで動き出す作品を見
れるＡＲ（拡張現実）の作品も登場し、より不思議で楽しい世界を体験できます。
● 2020年４月28日（火）〜５月６日（水・振休）
● 朱鷺メッセ4F�国際会議室（マリンホール）
● 大人(中学生以上）700円（前売800円）200枚�
子ども（３歳〜小学生）400円（前売500円）200枚
※２歳以下無料

● ４月22日（水）締切
※先着順で受付。なくなりしだい終了　※希望の券種をご記入ください

刀剣乱舞-本丸博-2020
『刀剣乱舞-ONLINE-』サービス開始五周年の公式展示イ
ベント！ゲームをはじめ、アニメ・舞台・ミュージカル・
映画等のメディアミックスも含めた多彩な展示を実施。
● 2020年４月18日(土)〜５月10日(日)
● 新潟県民会館３Ｆ�ギャラリー
● 入場券1,800円（一般2,000円）100枚
● ４月30日（木）締切
※先着順で受付、なくなりしだい終了。
※小学生以上有料。小学生未満のお子様は成人１名につき１名無料。
※グッズ付チケット2,600円はローソンチケットのみで販売。

トミカ博 in NAGAOKA 
～まちをまもるクルマ大集合！～
● 2020年５月２日(土)〜５月６日(水・振休)�
9:30〜16:00（最終入場15:30）

● ハイブ長岡
● 大人（中学生以上）700円（前売800円）150枚�
子ども（３歳〜小学生）500円（前売600円）150枚
※２歳以下入場無料
※料金には入場記念品を含む（有料入場者のみ）

● ４月23日（木）締切
※先着順で受付、なくなりしだい終了
※希望の券種をご記入ください

東京ゲゲゲイ歌劇団 Vol.Ⅳ　キテレツメンタルワールド
リーダーのMIKEYがBOW、MARIE、MIKU、YUYUの四人と活動するアーティスト集団。2013年、ダ
ンスコンテストへの出場を機に結成。歴代最高得点で優勝。2017年に発表したMV「ゲゲゲイの鬼太
郎」はYouTubeにて2800万回再生を突破し、秋にはDERAMS�COME�TRUEとのコラボMV「世界中
からサヨウナラ」を発表。3rd�Album「黒猫ホテル」を掲げ行われた全国ツアーは、大好評により急遽追
加公演も行われるなど、ダンスにとどまらず彼らのキテレツメンタルワールドの表現は止まらない。
● 2020年５月17日（日）17:30
● 新潟テルサ
● 全席指定6,750円（一般7,500円）20枚
● ４月14日（火）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※�大人1名につき3歳未満のお子様1名まで膝上に限り無料。�
ただし、座席が必要な場合はご購入ください。

TSUKEMEN CONCERT 2020 「JITAN CLASSIC」
Wヴァイオリン＆ピアノによる３人組インスト・ユニット。日本全国のみなら
ず欧米・アジアなど世界で500本を超えるライブを開催し、40万人以上の観
客を動員。10周年記念アルバム「Ⅹ」（テン）など、発売したCDはクラシック・
チャートにおいて次々と１位を獲得している。
● 2020年６月13日（土）14:00
● りゅーとぴあ・コンサートホール
● 全席指定4,950円（一般5,500円）20枚
● ４月14日（火）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

ORANGE RANGE LIVE TOUR 020 
～NAKED×REFINISHED-3 mics and back sounds～
● 2020年７月19日（日）18:00
● 新潟LOTS
● スタンディング4,500円（一般5,000円）20枚
● ４月14日（火）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※小学生以上チケット必要　※ドリンク代別
※�お客様のご判断にて未就学児童のご同伴をお願い
いたします。そのことに伴う事故につきましては
主催者・会場等は一切の責任を負いません。

※�お客様を含む会場内の映像・写真が公開される事
がありますので予めご了承下さい。

丘みどりディナーショー
● 2020年５月10日（日）�
昼の部：�受付11:30〜�

食事12:00〜�ショー13:30〜
　�夜の部：�受付16:30〜��

食事17:00〜�ショー18:30〜
● ホテルオークラ新潟コンチネンタルルーム
● Ａ席１名23,800円（一般28,000円）各部20枚
● ４月15日（水）締切
※先着順で受付。なくなりしだい終了　
※希望の部をご記入ください

郷ひろみ 
Hiromi Go Concert Tour 2020
● 2020年６月10日（水）18:30
● 新潟県民会館
● 全席指定7,200円（一般8,000円）50枚
● ４月20日（月）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。

Noism0+Noism1+Noism2 
実験舞踊vol.2『春の祭典』／『FratresⅢ』
『春の祭典』と『Fratres』シリーズ完結編の２本立て。�［演出振付］金森穣
● 2020年６月12日（金）19:00�
2020年６月13日（土）17:00�
2020年６月14日（日）15:00

● りゅーとぴあ・劇場
● Ｓ席4,050円（一般4,500円）各20枚
● ４月16日（木）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※希望の日時をご記入ください
※未就学児入場不可

石崎ひゅーい Band Tour 2020「Parade for You」
● 2020年６月21日（日）17:30
● 新潟LOTS
● スタンディング4,410円�
（一般4,900円）20枚
● ４月14日（火）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※ドリンク代別。チケットには整理番号つき。
※６歳以上チケット必要。５歳以下入場不可。

お申込条件をご確認のうえお申込みくださいニピイのチケット斡旋お得です!!

ⓒ ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社
タカラトミーの登録商標です。

©2015-2020 DMM GAMES/Nitroplus

©篠山紀信
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純烈コンサート2020　YOU ARE MY SUNSHINE !!!!
元戦隊ヒーロー出身俳優中心のメンバーで構成された４人組グループ。
シングル「プロポーズ」が10万枚を超え、2018年９月度ゴールドディスクに認定。
予定曲：スターライト札幌、今夜はドラマチック、星降る夜のサンバ、キサス・
キサス東京、幸福あそび、愛でしばりたい　他
● 2020年７月２日（木）�
昼の部14:00／夜の部18:00

● 新潟県民会館
● 全席指定3,700円（一般7,000円）各20枚
● ４月14日（火）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童入場不可　※希望の部をご記入ください

M&Oplaysプロデュース『リムジン』
重ねた罪に比べて実入りの少ない、あまりに非効率な夫婦の悲喜劇
［作・演出］倉持裕
［出演］�向井理、水川あさみ、小松和重、青木さやか、宍戸美和公、�

田村健太郎、田口トモロヲ
● 2020年７月５日（日）15:00
● りゅーとぴあ・劇場
● Ａ席4,500円（一般5,000円）20枚
● ４月16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

ふれあいホッとコンサートin県民会館
新潟ゆかりのアーティストによる豪華なガラコンサート
出演：�奥村愛弦楽四重奏、鈴木愛美（ソプラノ）、高橋維（ソプ

ラノ）、丸田悠太（フルート）、本間千也（トランペット）、
史佳Fumiyoshi（三味線）、薫風之音（尺八・箏）　他

● 2020年７月19日（日）14:00
● 新潟県民会館�大ホール
● Ｓ席2,700円（一般3,000円）50枚�
Ａ席1,350円（一般1,500円）50枚

● ４月19日（日）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��※希望の券種をご記入ください

劇団四季ミュージカル 
『コーラスライン』
● 2020年７月22日（水）18:30
● 新潟県民会館�大ホール
● Ｓ席8,000円（一般8,800）40枚
● ４月15日（水）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※３歳以上有料、２歳以下入場不可

林家たい平 師匠出演！「はじめての落語」
「落語のイロハ」や「寄席囃子」など落語がさらに面白くなる講座つき！
出演：�林家たい平、林家はな平、春風亭一花、�

稲葉千秋（お囃子）、三増紋之介（江戸曲独楽）
● 2020年７月23日（木・祝）14:00
● 長岡市中之島文化センター
● 一般1,800円（一般2,000円）30枚�
中学生以下400円（一般500円）30枚

● ４月19日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※５歳未満入場不可
※希望の券種をご記入ください

藤田真央ピアノ・リサイタル
2019年６月チャイコフスキー国際コンクールで第２位を受賞。�
聴衆から熱狂的な支持を受けた演奏をお聴き逃しなく！
ベートーヴェン：ピアノソナタ第８番「悲愴」　ほか
● 2020年８月26日（水）19:00
● りゅーとぴあ・コンサートホール
● Ｓ席3,150円（一般3,500円）20枚
● ４月16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

絢香 LIVE TOUR 2020  
“遊音倶楽部～2nd grade～”
● 2020年８月30日（日）18:00
● 新潟県民会館
● 全席指定7,110円（一般7,900円）30枚
● ４月20日（月）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童の入場はできません。
※会員及び登録家族１人１枚、最大４枚まで

ソロデビュー20周年 上妻宏光「生一丁！」Tour 2020−2021“伝統と革新”
上妻宏光ソロデビュー20周年。原点である津軽五民謡を“生音”で披露し、“生き様”で魅せる！
2020年、原点回帰。通算100公演を数える「生一丁！」Tourが、5年ぶりに決定！数々の津軽三味
線大会で優勝するなど輝かしい実績を持ち、ジャンルを超越して国内外の様々なアーティストと
共演しながら伝統楽器の可能性を追求してきた上妻宏光。真骨頂である津軽三味線の一流の技術
と“生音”の響きを体感できるプレミアムな公演を体感して欲しい！
● 2020年９月５日（土）18:00
● りゅーとぴあ・能楽堂
● 全席指定5,400円（一般6,000円）20枚
● ４月14日（火）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童入場不可

ディズニー・オン・アイス 
“JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY”新潟公演
● 2020年９月５日（土）１回目10:00／２回目14:00／３回目18:00�
2020年９月６日（日）１回目10:00／２回目14:00／３回目18:00

● 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
● SS席（大人）6,120円（一般6,800円）�
SS席（こども）5,220円（一般5,800円）各公演計30枚

● ４月20日（月）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）��※希望の日時をご記入ください��※こども：３歳から小学生。２歳以下の方は
大人１名につき１名まで膝上無料。ただし席が必要な方は有料。�※やむを得ない事情により、公演日時・開演時間は変更
になる場合がございますので予めご了承ください。�※お客様の安全確保のため、公演中に花束や手紙等を出演者にお渡し
頂く演出はございません。当日お持ちいただいた場合、インフォメーションにてお預かりし出演者にお届け致します。

MYSTERY NIGHT TOUR 2020  
稲川淳二の怪談ナイト
● 2020年９月12日（土）17:30
● りゅーとぴあ・劇場
● 全席指定5,040円（一般5,600円）�
20枚

● ４月14日（火）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童入場不可

令和二年　子　新潟虹色寄席
三遊亭白鳥／入船亭扇辰／柳家喬太郎／�
林家彦いち／桃月庵白酒／立川談笑／�
春風亭一之輔／林家二楽
● 2020年９月22日（火・祝）13:00
● りゅーとぴあ・劇場・能楽堂
● 全自由4,410円（一般4,900円）30枚
● ４月20日（月）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

サッカーアルビレックス新潟 ホームゲーム観戦チケット
● 2020年４月18日（土）� 14:00�ギラヴァンツ北九州戦�
2020年４月29日（水・祝）� 14:00�レノファ山口FC戦�
2020年５月６日（水・振休）�14:00�アビスパ福岡戦

● 会場／デンカビッグスワンスタジアム
観戦エリア 券�種 会員価格 斡旋枚数

Ｎスタンド自由席
Ｓスタンド自由席
E2スタンド自由席

大　人 1,760円（前売2,200円） Ｎ� 50枚
Ｓ� 30枚
E2�30枚小･中･高 ���800円（前売1,000円）

● 締切は各試合の1週間前。先着順で受付、なくなりしだい終了
※希望の試合日時･対戦チーム･観戦エリア･券種をご記入ください
※グループでのまとめ買いはご遠慮ください
※施設改修工事に伴う一部立入禁止エリアがあります。HPでご確認ください。

撮影者：下坂敦俊

©渡部孝弘
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©Disney, ©Disney/Pixar
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■４月の慶弔給付金対象者
対象者 ４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　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 対象者
勤続祝金（満10年） 平成22年４月入社
勤続祝金（満15年） 平成17年４月入社
勤続祝金（満20年） 平成12年４月入社
勤続祝金（満25年） 平成７年４月入社
勤続祝金（満30年） 平成２年４月入社
勤続祝金（満35年） 昭和60年４月入社
成人祝金 平成12年４月生まれ
還暦祝金 昭和35年４月生まれ
水晶婚祝金 平成17年４月結婚
銀婚祝金 平成７年４月結婚

＊ 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。

■新規入会事業所紹介 （３月入会：５事業所）
・新潟交通労働組合� 中央区万代
・（株）大島ホケン新潟北営業所� 北区かぶとやま
・（株）大島ホケン新潟中央営業所� 中央区湖南
・（株）新津園芸� 秋葉区浦興野
・（株）B�works� 中央区美咲町

事務局からのお知らせ
■新規提携店のご案内
はあとふる鍼灸治療院
　鍼灸(自費受診)・整体コース10%割引
　新潟　�新潟市江南区鵜ノ子4-466アピタ新潟亀田店内�

℡�025-385-6422
　豊浦　�新発田市荒町甲1611-51ヴァルメ豊浦内�

℡�0120-972-609

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

《最大40,000円》を上限に進呈いたします。

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、加入人数に応じ
て《最大30,000円》を上限に商品券を進呈いたします。

■�ニピイ利用ガイドブック78頁「紹介カード」に必要事
項をご記入の上、ニピイ事務局までご紹介（ＦＡＸ）
お願いいたします。

FAX：025-201-6117

＊利用ガイドブックは２年間使用します。
＊各種申込書等は最新の書式をご利用ください。
＊利用補助券冊子は、紛失されても再発行ができません。
　また、前年度分は使用できませんのでご注意ください。
＊利用補助券の他人への譲渡･転用を固く禁じます。

2020年度（４月～）の主な変更点
〇下記の利用券が通年でご利用できます
　サントピアワールドフリーキップ利用補助券
　新潟市体育施設で開催されるスポーツ教室の参加補助券
　ごまどう湯っ多里館利用券（利用券は利用補助券冊子にあります）
※�その他、契約施設の変更や増減などがあります。ご利用の際は、利用ガイドブックをご確認ください。

〇新潟市体育施設回数券（体育館･プール）
　65歳以上のあっせんを開始します
〇スポーツ＆カルチャースクール受講料補助
　�受講料補助額（上限）･支払方法が変更となります

2020～2021年度版 利用ガイドブック
2020年度分 利用補助券冊子を発送しました
2020～2021年度版 利用ガイドブックと2020年度分 利用
補助券冊子を事業所を通して会員の皆様にお配りしました。

■給付金対象者一覧表を発送します
登録内容をもとに令和２年度（４月〜翌３月）に発生する給
付についてお送りします（４月25日までに送付予定）給付事
務の参考資料としてご活用ください。

■入学祝金のご請求をお忘れなく
４月１日付でニピイ会員の資格があり、この春、
小･中学校に入学されるお子様がいらっしゃる会
員は入学祝金を請求できます。

■４月は第１期（４～６月分）の会費引落月です
４月30日（木）に指定口座から引落しいたします。前日ま
でに預金残高をご確認くださいますようお願いします。

なお、会費が未納ですと給付金やチケット購入など各種サービ
スを受けることができなくなりますのでご注意ください。
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