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加入状況

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。
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82020年
月号

会 員 数 18,043名
事業所数 1,274事業所
令和２年７月１日現在

●８月１日(土)〜９月30日(水)の期間でご利用ください
●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）
●契約店舗での精算時に利用券１枚1,000円分として充当できます。
＊�利用券は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できません。

●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。
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【表示価格は定価です。ここに会員特典５％割引と利用券1,000円引きを併用できます。他割引等の併用不可】

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�5,000円（税込）

休み�水曜、日曜夜
受取�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！
（レジ袋は有料＠５円です）

割烹伊万里  ℡.025-373-5400
南区臼井372-1（イオン白根店より車７分）
オードブル３〜４人前�6,000円（税抜）

休み�不定休
受取�11：00〜18：00
とっておきの食材を使い
目と舌で楽しめるお料理
をご提供。この質でこの
量はコスパ最強です！
＊�8/10〜15はお盆特別メ
ニュー・特別価格となり
ます。

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）�5,780円（税抜）

休み�木曜
受取�12：00〜18：00
肉のプロが厳選したカル
ビ 和150g、お得ハラミ豪

250g、上ハラミ米180g、
上タン塩米 180g。さらに
特製タレ付き！

割烹すが原  ℡.025-222-8414
中央区本町通11番町1818（市美術館より車２分）
オードブル４人前�10,000円（税抜）

休み�不定休
受取�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。

ちゃんこ大翔龍� ℡.025-246-6535
中央区天神2-1-3（新潟駅南けやき通り）
醤油ちゃんこ２人前（４〜５名分）�6,480円（税込）

休み�月曜
受取�16：00〜19：00
特製醤油出汁と具材の増
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。

沖縄料理いちゃりば� ℡.025-201-6698
西区亀貝字堤715（亀貝IC近く）
沖縄オードブル４〜５人前�5,000円（税抜）

休み�無し
受取�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

＊写真はイメージです。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。

テイクアウト･オードブル 1,000円利用補助券
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６店舗のオードブルをご紹介します！

期間中、ニピイ会員に限り契約商品が５％ｏｆｆ！
さらに、利用券で1,000円引きとなります。

クオカードの配付について
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント開催等の自粛が続いており、例年のような
サービス提供ができておりません。つきましては、会員の皆さまへ500円分のクオカードをお配りしま
すのでご活用ください。
● 配付対象者　　　　８月１日に会員である方
● 配付時期・方法　　８月末までに各事業所あてにお送りします
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ミスタードーナツ商品券申込書 申込先 FAX 025-201-6117

事業所名：
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

（　　　　　　）

お届け先：事業所のみ
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）

1 （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。

●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）
●500セット募集
●８月17日（月）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。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 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。

※ 写真はイメージです

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

●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）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。

●10月25日（日）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。�

＊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いたします。

（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 品　　種
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 9:00〜18:00 ぶどう１㎏800円〜（税別）

巨峰、ロザリオビアンコ、シャインマスカット�ほか多種
（株）白根大郷梨中村観光果樹園
南区大郷1736-1�℡025-362-5706 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
聖籠町観光ぶどう園 高橋巨峰園
聖籠町二本松2277�℡0254-27-4308 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
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 9:00〜17:00 ぶどう１㎏800円〜（税込）

巨峰、シナノスマイル�など25品種以上
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 9:00〜16:00 緑のシャイン･赤い紅たまき･桃割れウインク･大きい天山

（てんざん）種なし主体に25余種、Ⓟ･介護用トイレ完備

イメージ

＊品不足の場合は早期閉園もございます。
　施設に確認のうえご利用ください。
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サービスセンター杯　ロングランゴルフコンペ
●９月８日（火）〜９月30日（水）�22日間開催
●紫雲ゴルフ倶楽部　(飯豊コース)　TEL0254-41-2471
●会員本人およびその配偶者　　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」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」（年間２回まで）の併用もできます。「ゴルフ場利用補助券」を併用される方

は、利用ガイドブック巻末「利用補助券申込書」により別途お申込みください。
●申 込 方 法
ア、�紫雲ゴルフ倶楽部にTELで予約をします。（一週間前まで）
　　�予約の際に、「ニピイのコンペ」と必ず申し出てください。
イ、�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。
　　�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

でお申込みください。
ウ、�ニピイから、コンペ補助券と専用スコアカードを送付します。
エ、�参加当日、受付でコンペ補助券を提出してください。
オ、�プレー終了後、専用スコアカードをフロントにご提出ください。

●競 技 方 法
ア、�18ホールストロークプレー。
イ、�９／18ホールペリア方式。
ウ、�同ネットの場合は年長者を上位とします。
エ、�６インチプレー可、１グリップOK。
オ、�その他、JGAルール及び当クラブローカルルールによる。

●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、賞品は後日発送します。

●賞　　　品　優勝〜10位、飛び賞、BB賞、BM賞、BG賞等
<�備　　考�>
　・予約は飯豊コースのみ
　・各日とも予約枠は２組としますが、空がある場合は予約可能です。
　・キャディを希望の場合は別途料金がかかります。
　・プレー料金は、税別、振興金含、カート１台含。（１Ｂ、２Ｂはカート割増料金有）
　・９月８日・９月16日は「得々デー」により食事付。
　・★印付の９月28日〜９月30日はJWOメモリアルにより食事付。
<�提供価格�>�平日/13,430円の処�9,230円　土日祝/18,430円の処�13,030円

日付 曜日 コース スタート プレー料金
９月８日 火 飯豊IN 10：00 9,230 
９月９日 水 飯豊OUT 9：30 9,230 
９月11日 金 飯豊IN 9：00 9,230 
９月12日 土 飯豊IN 10：00 13,030 
９月13日 日 飯豊OUT 9：12 13,030 
９月14日 月 飯豊OUT 8：30 9,230 
９月15日 火 飯豊IN 9：12 9,230 
９月16日 水 飯豊IN 8：30 9,230 
９月17日 木 飯豊IN 8：30 9,230 
９月18日 金 飯豊IN 8：30 9,230 
９月19日 土 飯豊OUT 9：48 13,030 
９月20日 日 飯豊IN 8：30 13,030 
９月21日 月･祝 飯豊OUT 9：12 13,030 
９月22日 火･祝 飯豊IN 8：42 13,030 
９月23日 水 飯豊IN 9：30 9,230 
９月24日 木 飯豊OUT 9：30 9,230 
９月25日 金 飯豊OUT 8：42 9,230 
９月26日 土 飯豊IN 9：42 13,030

９月27日 日 飯豊OUT 10：12 13,030飯豊IN 10：12
９月28日★ 月 飯豊OUT 9：00 9,230 
９月29日★ 火 飯豊OUT 9：30 9,230 
９月30日★ 水 飯豊IN 8：12 9,230 

●申込方法　各商品のＱＲコードかURLから専用サイトにアクセスし、ご注文下さい。
詳しい内容や注意事項につきましては、サイト内でご確認ください。
※こちらはニピイへの申し込みはできません。

●申込期間　令和２年９月15日（火）まで　※１会員につき１商品１セットまで

巣ごもり応援  お取り寄せ特別企画 ～第２弾～ インターネット申込限定
　「全福市場」で紹介されているお取り寄せ商品の中から厳選したものを、ニピイ会員特別価格にてご購入いただけ
ます。おいしい食べ物で暑い夏を乗り切ろう!!

国産うなぎ蒲焼（有頭）２本セット
　暑い夏にぴったり！国産のうなぎを職人が丹精込めて作り上
げました。程よい脂がのっていて、ふわっととろけるおいしさ
を味わえます。２尾で250gの大サイズは食べ応え満点です。
会員価格　3,500円（通常4,980円）
内 容 量　�250ｇ前後（有頭２尾入��化粧箱）
入金確認後順次発送
URL：https://bit.ly/3gm4igT

ナガノパープル１kg （２～３房）
　【巨峰】×【ロザリオビアンコ】で誕生した長野の新品種ぶどうです。
　種が無く、皮ごと食べられますので、甘くてジューシーな味わい
を丸ごと味わえます！この機会にぜひご賞味ください！
会員価格　3,700円（通常4,400円）
内 容 量　１箱１kg（２〜３房）
９月上旬ごろから順次発送
URL：https://bit.ly/2BZyTlc

全商品
送料無料!!

〈購入パスワード〉
202 0

※各商品共通
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防災用品 台風・地震などの自然災害への備えに
　災害時への備えはもちろん、入院介護用・アウトドア用としても幅広くご利用いただける防災グッズをご紹介します。
2021年３月19日までいつでもご利用いただけます。
●商品の詳細はサイト内でご確認ください。
●ニピイニュース誌面の掲載は一例です。
サイト内の商品はすべてご購入いただけます。
※なお、振込みに係る手数料は購入者負担となります。
※�商品の発送は、申込受付後、約７〜10日前後でご指定先へ�
発送します。
　（お申込み状況によって、納期が前後する場合があります。）
※こちらはニピイへの申し込みはできません

Ⅰ 非常食 斡旋価格
（税・送料込）

通常価格
（税込・送料別）

1-1
ａ　アルファ米3袋×4種＝計12袋 4,180円 4,644円

ｂ　�アルファ米100g×50袋入り（ケース単位） 15,606円 18,360円

1-2 非常食長期保存「携帯用おにぎり」30袋入り 5,702円 7,128円

1-3「米粉めん」30食入り 10,368円 12,960円

1-4 非常食「ライスクッキー」48食入り 9,331円 11,405円

1-5「ミルクスティック（プレーン）8本入り」30袋入り 7,258円 9,072円

1-6 非常食「ひだまりパン」（36個） 9,720円 12,052円

1-7「長期保存食ギフトボックス」 4,860円 5,400円

1-8「オフィス非常食セット」5セット 8,000円 8,910円

Ⅱ 非常用トイレ 斡旋価格
（税・送料込）

通常価格
（税・送料込）

1 マイレット　mini10（3箱セット） 5,300円 5,820円

2 マイレット　S-100（100回分） 12,500円 16,200円

3 プラダントイレ（便座） 4,100円 4,480〜5,080円

4 プラダントイレセット 9,200円 10,300〜10,900円

Ⅲ  水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋 斡旋価格
（税・送料込）

通常価格
（税込・送料別）

1 2枚入×3袋 800円
300円/袋

2 2枚入×80袋 20,000円

Ⅰ 非常食
●アルファ米
　�100％国産米です。
お湯を注いで15分で
出来上がり。スプー
ン付きで食器不要。
NASAから宇宙食に
認定！
　賞味期限　常温５年
●ひだまりパン
　�長期保存なのにふんわり食感。プレーン、
メープル、チョコの３つの味が楽しめます。
　賞味期限　５年６ヵ月

Ⅱ 非常用トイレ
●マイレットmini
　�用を足した後に抗菌性凝固剤を振りかける
と、汚物を素早く固めて、においも閉じ込
めます。安全で安心
な優れた抗菌性凝固
剤を使用。（10年間保
存可能）

　�処理後は、袋ごと可
燃ごみとして処分し
ます。

Ⅲ 水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋
水やタオルを使わない、頭髪の汚れをふき取る手袋型の
シャンプーシートです。水を使わない・泡が出ないので、
場所を問わず簡単にご使用いただけます。手袋型のため、
細かな部分まで力を入れて、しっか
りふき取ることができます。
５年間保存可能。

正解者の中から抽選で400名にマックカード500円分をプレゼントいたしました。（応募数1,046件）

７月号 第１問  間違い探し 解答 ７月号 第２問  ナンプレ 解答

「防災シリーズ」へのアクセスはコチラから

①全福センターホームページへアクセス
　https://www.zenpuku.or.jp
②［ログイン］ をクリック
③全福センターＩＤ・パスワードを入力
　［ログイン］ ボタンをクリック
　ＩＤ： s h 　パスワード：zenpuku
④「防災シリーズ」 のバナーをクリック

　
⑤「お申込みはこちら」 からご購入ください

ご注文はネットから
のみ承ります
※電話・メール不可
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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。
●令和２年10月31日（土）まで
＊８月13日（木）〜16日（日）はご利用になれません

●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）
＊クーポン券の利用は小学生以上のみ

●１会員２枚限り　＊譲渡・コピー・紛失などによる追加発行不可
●クーポン券1枚に付き税抜1,000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

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

契約店

◀
梅
だ
れ
天
丼
膳

◀
旬
彩
天
へ
ぎ

発行（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】 譲渡・コピー不可

＊下記にご記入のうえご利用ください

事業所名

会員番号

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
●税抜1,000円以上のメニュー1品を500円割引

小嶋屋総本店ぐるめクーポン

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

令和２年10月31日（土）まで有効
８月13日（木）～16日（日）は利用不可

注文時
に提出

発行（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】 譲渡・コピー不可

＊下記にご記入のうえご利用ください

事業所名

会員番号

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
●税抜1,000円以上のメニュー1品を500円割引

小嶋屋総本店ぐるめクーポン

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

令和２年10月31日（土）まで有効
８月13日（木）～16日（日）は利用不可

注文時
に提出

ホームページは
こちら

クロスワードパズル 【８月20日必着】
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100名にサー
ティワンギフト券500円分をプレゼントします。

ニピイFAX
025−201−6117

ホッと
一息

A B C D E

1 2 3

4

C

5

6

A

7 8

B

9

10 11

12

D

13

14

E

タテのカギ ヨコのカギ
1 眠いとだんだん重くなる…
2 宝○○が当たって一攫千金！
3 妻はクイーン、息子はプリンス
5 定規やメジャーに刻まれている
7 「温」はさんずい、では「冷」は？
9 四字熟語「付和○○○○」
11 本。○○○スタンド
12 ３位の選手に贈られるメダル
13 ○○バッグ持参でお買い物

1 歌手が握って熱唱
3 桃太郎さんのお供は、犬と猿とこの鳥
4 足裏でしっかりと踏みしめる
6 人生は山あり○○あり
8 「土竜」と書く生き物
10 バットをぶんぶん振ること
12 首都はベルリン
13 徳川家康が開いた幕府
14 飛行機に乗るために○○○○へ向かう

会員番号 － 事業所名

会員または家族
氏名

送付先に○
事業所／自宅

〒

【ニピイへ一言】
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■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　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８月入社
勤続祝金（満15年） 平成17年８月入社
勤続祝金（満20年） 平成12年８月入社
勤続祝金（満25年） 平成７年８月入社
勤続祝金（満30年） 平成２年８月入社
勤続祝金（満35年） 昭和60年８月入社
成人祝金 平成12年８月生まれ
還暦祝金 昭和35年８月生まれ
水晶婚祝金 平成17年８月結婚
銀婚祝金 平成７年８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。

事務局からのお知らせ

■入会・退会の手続き
ニピイの入退会は月単位で管理しております。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
を設けておりますので、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いたします。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。

■利用ガイドブック掲載内容の変更
・住所変更　タビックスジャパン　新潟支店　（P12）
　　新潟市中央区米山4-1-31-605
・営業終了　大森東急ＲＥＩホテル（P15）
　　2021年１月16日の利用をもって終了
・ホテル名変更　（P31）�※レストランは継承
　　ホテルグローバルビュー新潟（旧:ラマダホテル新潟）

■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。

■新規入会事業所紹介 （７月入会：３事業所）
・（福）新潟県共同募金会� 中央区上所
・（株）クラサポ� 西区青山
・（株）ピーアールシー� 北区木崎

  次 号 予 告
・坐禅体験��・なし産直販売��・うみがたり入館券
・ポポロクーポン　・ゴーカートクーポン　・フリマ出店券
・ANAホテルお弁当クーポン� ※内容は変更になる場合があります。

「THE ドラえもん展 NIIGATA 2020」 
前売券の払戻しについて

新型コロナウイルス関連の臨時休館により代金の払
戻しを行います。未使用の前売券がお手元にある方
は８月18日(火)までにニピイまでご連絡ください。

2019年度 事業及び決算報告

収入額合計
273,461,981円

事業収益（参加費・給付金収入など）
　　86,253,485円
内訳：
　健康維持増進事業収益� 3,361,400円
　自己啓発援助事業収益� 875,100円
　余暇活動援助事業収益� 64,151,985円
　慶弔給付事業収益� 17,865,000円

受取補助金等
13,000,000円

基本財産・特定資産運用益� 280,992円
雑収益� 1,957,904円

受取会費
171,969,600円

管理費（人件費・事務費等）
49,026,072円

支出額合計
262,975,085円

事業運営費　213,949,013円
内訳：
　生活安定事業費� 21,600円
　健康維持増進事業費� 33,702,599円
　自己啓発援助事業費� 2,222,052円
　余暇活動援助事業費� 101,825,605円
　慶弔給付事業費� 58,570,197円
　事業推進費� 17,606,960円

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 9件
○生活安定セミナー事業 17人

●健康維持増進事業
○定期健康診断受診費補助 7,790 人
○人間ドック受診費補助 3,214 人
○スポーツスクール受講料補助 24人
○スポーツ教室等への参加 1,521 人
○スポーツ施設利用券斡旋 1,152 冊

●自己啓発援助事業
○カルチャースクール等受講料補助 56人
○各種講座への参加 728人

●慶弔給付事業
○祝金 2,563 件
○勤続 1,872 件
○見舞金 282件

●余暇活動援助事業
○イベント実施・施設利用券斡旋 93,685 人

　　・納涼会プラン　・レストラン企画　・ゴルフコンペ
　　・映画鑑賞会　　・日帰り温浴施設　・映画館
　　・東京ディズニーリゾート　・ゴルフ場　　など

計 88 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 4,988 枚

　　・新潟市共通商品券　・クオカード
　　・グルメカード　・図書カード　など
　○各種鑑賞・入場券斡旋 4,552 枚
　　・企画展、コンサート　・サッカー観戦チケット　など

計 116 種類のチケットを斡旋
　○宿泊助成 1,475 人

●情報提供事業
○利用ガイド（2018〜 2019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） 計 12回
○利用補助券冊子 1回

8月13日(木)・14日(金)は 
夏季休業いたします

各種申込みは、ご利用までに余裕を持ってお申
込みいただきますようお願いいたします。なお、
FAX及びWeb申込みは24時間受信可能となっ
ております。発券は８月17日（月）より開始いた
します。
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