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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３月１日現在）

会員数 18,216 名 ／ 事業所数 1,215 事業所

ご当地講座「酒造りと新潟の歴史を知る酒蔵見学」
創業1767年と250年以上もの歴史を持つ「今代司酒造」。
趣ある酒蔵見学では、専門スタッフが新潟の歴史を織り交ぜながらご案内します。
２種類の見学コースからお選びください。
● ①Ａコース ５月15日
（日）
10：30～12：30 10名募集（最少催行５名）
コース内容：今代司酒蔵見学45分→利き酒セミナー45分→無料テイス
ティング

※利き酒セミナー…利き酒のやり方
（簡易版）
、
利き酒の実践
（３～５種類の酒を用意します。）
● ②Ｂコース ５月15日
（日）
12：30～14：30 20名募集（最少催行10名）
コース内容：今代司酒蔵見学45分→酒蔵内部見学15分→無料テイスティ
ング→ガチャ
※内部見学…普段は入れない場所を九代目蔵元が案内します。
※ガチャ……はずれなし
（１等1,300円以上の地酒）
希望コースを必ずご記入ください。
● Ａコース・Ｂコース共通で無料テイスティングは甘酒（ノンアルコール）２種
類、季節のお酒１類を用意。
ご希望の方は有料のテイスティング（1,000円（税込）で10種類以上の日本
酒を１種類１杯ずつ）
もご利用できます。
● 今代司酒造株式会社 （中央区鏡が岡1番1号）
● Ａコース１名2,000円（参考料金3,960円）
保険料込
Ｂコース１名 900円
（参考料金2,000円）
● 会員と登録家族

＊参加はAコースのみ20歳以上

● ４月14日
（木）
締切 ＊案内は当選者のみ４月22日発送予定
（選外通知なし）

＊当選後、JEUGIAカルチャーセンターイオンモール新潟南へ直接支払い
またはご案内の口座へ直接参加費をお振込みください。
● 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。
「希望コース（第２希望以下の指定も可）
」
「当日参加の連絡先電話番号」をご
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。

次 号 予 告

※内容は変更になる場合があります。

・ホテルグローバルビュー新潟レストランクーポン
・サルーングループお食事クーポン
・ワード半日セミナー ６月11日
（土）
・重ねる切り絵「金魚と波紋」作成キット
・フリマ出店券 ５月15日
（日）
、６月５日
（日）
・ボルダリング体験利用券

５月号の到着は５/7
（土）
以降です

G.W.期 間 は 配 送 業 者 が お 休 み の
ため５月号の到着は５/７（土）以降
となります。５/12（木）で未達の場
合はニピイまでご連絡ください。
ニピイHPでのPDF公開は５/２（月）
です。
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イメージ

～おうち時間を楽しもう～

母の日の
プレゼントにも

ウッドレースフラワーアレンジ

アートフラワーを使ったおうちで手軽に作れる手作りキット（専用ボンド付き）です。
作り方は、二次元コード付き説明書で確認しながら作成できます。
ウッドレースプレートは、スクエアタイプですのでお好きな向きでお作り頂けます。
壁掛けにしても立てかけて飾っても素敵です。
一部ワイヤーをかける作業はありますが、ほとんどがボンドをつけてフォームに刺す
だけなのでどなたでも簡単にお作り頂けます。
● １個

1,500円
（一般料金2,800円）

● 会員と登録家族
● 50名募集

＊応募多数の場合は抽選

● ４月14日
（木）
締切

＊４月下旬発送予定
（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よりお申込みください。
（２）締切後、当選者へ作成キット・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

lereposd'unange

だるまやグループ
ラーメンクーポン

期

間：R4.4/1(金)～
R4.6/30(木)
除外日：4/29～5/8

会員番号

だるまやグループラーメンクーポン
人気ラーメン店のおいしい一杯をお楽しみください。
● ４月１日（金）～６月30日（木）
除外日：４月29日～５月８日

利用者
氏名

※注文時に提出 ※めん類以外 ( サイドメニューは除く ) にも使えます。
●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●テイクアウトには利用できません。
●本券は下記店舗のみ有効です。
●本券は 1 枚で 1 名様のみ有効、他の割引との併用は不可です。
ラーメンだるまや（亀田店／女池店／竹尾インター店／亀貝店／新津店／古正寺店／上越高田店）
ラーメン万人家（紫竹山店／中山店／大学前店／女池上山店／長岡川崎店）
ラーメン亭吉相（物見山店／県庁前店／イオン南店／長岡七日町店）
ちゃーしゅうや武蔵
（アピタ亀田店／アピタ西店／笹口店／女池インター店／大学前店／イオン東店／
イオン青山店／万代店／新発田 JoyTown 店／イオン新発田店／アピタ長岡店／
長岡駅店／長岡七日町南店）
ラーメン亭一兆（コメリ店／黒埼店）麺や大舎厘（亀田早通店）ダルマ食堂（小新店）
ラーメン亭孔明（長潟店）ごはんが美味しい大福家（黒埼店） 麻婆会館（南笹口店）

だるまやグループ
ラーメンクーポン

期

間：R4.4/1(金)～
R4.6/30(木)
除外日：4/29～5/8

＊下記に記入のない場合は使用できません

会員番号

● １会員２枚限り
＊紛失・追加等による再発行はしません。
● クーポンのご利用で、めん類が300円割引となります。
※めん類以外（サイドメニューは除く）にも使えます。
● クーポン券に必要事項を記入のうえ、切り取ってご利用ください。
（クーポン券は注文時に提出／他の割引との併用不可／テイクアウト不可）

ご利用は下記の契約店舗のみ
ラーメンだるまや
ラーメン万人家
ラーメン亭吉相
ラーメン亭一兆

利用者
氏名

※注文時に提出 ※めん類以外 ( サイドメニューは除く ) にも使えます。
●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●テイクアウトには利用できません。
●本券は下記店舗のみ有効です。
●本券は 1 枚で 1 名様のみ有効、他の割引との併用は不可です。
ラーメンだるまや（亀田店／女池店／竹尾インター店／亀貝店／新津店／古正寺店／上越高田店）
ラーメン万人家（紫竹山店／中山店／大学前店／女池上山店／長岡川崎店）
ラーメン亭吉相（物見山店／県庁前店／イオン南店／長岡七日町店）
ちゃーしゅうや武蔵
（アピタ亀田店／アピタ西店／笹口店／女池インター店／大学前店／イオン東店／
イオン青山店／万代店／新発田 JoyTown 店／イオン新発田店／アピタ長岡店／
長岡駅店／長岡七日町南店）
ラーメン亭一兆（コメリ店／黒埼店）麺や大舎厘（亀田早通店）ダルマ食堂（小新店）
ラーメン亭孔明（長潟店）ごはんが美味しい大福家（黒埼店） 麻婆会館（南笹口店）

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

● ご利用は会員と登録家族

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

めん類１杯
300円割引

＜出来上がりサイズ＞
フレーム約18cm×約18cm
フラワー部直径約10cm
＊予想製作時間 40分程度

町原さん

＊下記に記入のない場合は使用できません

めん類１杯
300円割引

イメージ

譲渡・コピー不可

ちゃーしゅうや武蔵

亀田店／女池店／竹尾インター店／亀貝店／新津店／
古正寺店／上越高田店

 竹山店／中山店／大学前店／女池上山店／長岡川崎店
紫
物見山店／県庁前店／イオン南店／長岡七日町店
コメリ店／黒埼店

アピタ亀田店／アピタ西店／笹口店／女池インター店／
大学前店／イオン東店／イオン青山店／万代店／
新発田JoyTown店／イオン新発田店／アピタ長岡店／
長岡駅店／長岡七日町南店

麺や大舎厘（亀田早通店）ダルマ食堂（小新店）ラーメン亭孔明（長潟店）
ごはんが美味しい大福家（黒埼店） 麻婆会館（南笹口店）
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フラワージェルランタン教室 受講補助券
ガラスの器の側面にドライフラワーを配置してジェルで固定します。
内側にキャンドルを入れられるので、火をつけるとやさしい灯りがともります。
● ４月～６月の３ヶ月間
（開催日はnimivaloホームページでご確認ください。）
午前の回 10：30～／午後の回 13：00～ 所要時間60～90分
ニ

ミ

バ

ロ

● nimivalo（江南区江口4063、Ⓟあり）
● １名1,800円（通常3,850円）
作ったランタンとキャンドルは当日持ち帰りできます。
● ご参加は会員と登録家族
（中学生以上）＊１人１回限り
nimivaloへ直接予約します
【完全予約制／余裕をもってご予約を】
●（１）
nimivalo TEL 050-1082-3806
（受付10:00～17:00）
必ず
【ニピイの受講券を利用する】
ことをお伝えください。
注意）
nimivaloのHPからのネット予約･メール申込みは不可
（２）
予約が成立した方は、当日持参する「受講補助券」をニピイへ申請します。
利用ガイド巻末「イベント申込書」に記入しFAX、またはWebよりお申
込みください。
受付後１週間以内にニピイより
「受講補助券」を普通郵便で送付します。
（３）
参加当日、受講補助券を提出し、参加費をお支払いください。
（当日現金精算）
● 講師

nimivalo

イメージ

増山 優さん

ポポラマーマ＆紅虎餃子房お食事クーポン
あつあつモチモチ「ゆで上げ生パスタ」が自慢のポポラマーマ、にんにく不使用の棒餃子や黒酢の真っ黒すぶたが名物
の紅虎餃子房、新潟市内の３店舗で使えるお食事クーポン券です。この機会にぜひご利用ください。
● ４月１日
（金）
～６月30日
（木）
まで ＊４/29～５/８除外
● 会員と登録家族
● １会員２枚限り

＊紛失・追加等による再発行はしません。

● クーポン券１枚につき、700円
（税込）
以上のメニューを300円割引。
● クーポン券に必要事項を記入のうえ、切り取ってご利用ください。
● 他の割引との併用は不可です。(注文時に提出)
＊期間中は混雑が予想されます。満席の場合は、お待ちいただく場合があります。
● ポポラマーマ 河渡マーケットシティ店
新潟市東区河渡庚240-1 TEL025-374-6616
ポポラマーマ 出来島店
新潟市中央区南出来島２-8-17 TEL025-378-6701
紅虎餃子房 新潟店
新潟市中央区東大通1-7-10 TEL025-385-7667

ポポラマーマ＆紅虎餃子房お食事クーポン

ポポラマーマ＆紅虎餃子房お食事クーポン

700円 (税込 )以上ご注文の方に限り300円割引

700円 (税込 )以上ご注文の方に限り300円割引

期 間 R4.4.1金～6.30木 ＊4/29～5/8除外

＊下記に記入のない場合は使用できません

●利用は会員本人・登録家族に限る。

会員番号

●各種割引との併用は不可。
●本券１枚で 1 名様のみ有効。

利用者
氏名
ポポラマーマ
ポポラマーマ
紅虎餃子房

●本券は下記の 3 店舗のみ有効。
●本券は注文時に提出。
河渡マーケットシティ店
出来島店
新潟店

新潟市東区河渡庚240-1
新潟市中央区南出来島２-8-17
新潟市中央区東大通1-7-10

発行（公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】

TEL025-374-6616
TEL025-378-6701
TEL025-385-7667

期 間 R4.4.1金～6.30木 ＊4/29～5/8除外

＊下記に記入のない場合は使用できません

●各種割引との併用は不可。
●本券１枚で 1 名様のみ有効。

利用者
氏名

●本券は下記の 3 店舗のみ有効。
●本券は注文時に提出。

ポポラマーマ
ポポラマーマ
紅虎餃子房

service center news

譲渡・コピー不可

●利用は会員本人・登録家族に限る。

会員番号
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河渡マーケットシティ店
出来島店
新潟店

新潟市東区河渡庚240-1
新潟市中央区南出来島２-8-17
新潟市中央区東大通1-7-10

発行
（公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター
【ニピイ】

TEL025-374-6616
TEL025-378-6701
TEL025-385-7667

譲渡・コピー不可

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（金・祝）
①１，２年生の部 10：00～11：00
②３～６年生の部 11：30～12：30

希望時間・参加当日の連絡先電話番号を
必ずご記入ください。

● 亀田市民会館 大ホール 新潟市江南区船戸山５-７-２
※保護者の付き添いが必要です。

Ⓟあり

● 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。

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

● 各回20名募集
（最少催行人員５名） ＊応募多数の場合は抽選
● ４月14日
（木）
締切
＊当選案内は４月15日発送予定です。選外の通知はありません。
●「イベント申込用紙」
に必要事項を記入し、FAXまたはWebよりお申込みください。
● 内ばき、飲み物、タオル
● 講師

＊運動のできる服装でご参加ください。

オールアルビレックス・スポーツクラブ

菅野

文宣さん

初・中級ゴルフ教室（８回コース）
● ４月12日
（火）
～６月11日
（土）
週１回×８回コース
（途中に休講日あり）

●クラス
曜 日
開講日

● 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

時

＊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）

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
４/12
４/14
４/15
４/16
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

● 受講希望者は、施設へ直接、受講申込みをしてください。

●持ち物
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。

井上星一郎氏
日本プロゴルフ協会ティーチングプロ
グローブ、運動のできる服装、運動靴、タオル等

予約後、施設へ持参する「受講補助券」をニピイへ申請します。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、
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。

チケット
斡旋

受講前
『無料体験レッスン』
４/２(土)～９(土)
＊ボール代金は各自負担
＊ご予約はゴルフセンターまで

■ご利用は会員と登録家族のみ、お１人１枚まで
●展覧会等の延期や中止が決定した場合で
■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。
もチケットは捨てないでください。
（返金
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。
対象となった場合に必要です。）
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。
●日時・座席指定の公演は当面の間、斡旋
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。
を見合わせております。
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。

平等院鳳凰堂と浄土院 その美と信仰

京都府宇治市に位置する平等院は、ユネスコの世界遺産にも登録される古都
京都を代表する名刹です。本展では､ 雲中供養菩薩像（国宝）に代表される鳳
凰堂ゆかりの名品を中心に、近年の調査で発見された貴重な宝物や往時の華
麗な堂宇を偲ばせる復元模写・模造、さらには養林庵書院（重要文化財）襖絵
など、塔頭の浄土院に伝わる寺宝も紹介します。

ボストン美術館所蔵
THE HEROES 刀剣×浮世絵－武者たちの物語

● 2022年４月23日（土）～６月５日（日）

武者絵は、軍記物語や武勇伝説に登場する英雄(ヒーロー)を描いた絵画で
す。本展覧会では、世界最高水準の日本美術コレクションを誇るボスト
ン美術館の所蔵品から厳選した刀剣と武者絵率100％の浮世絵版画、そし
て武者絵と共通のイメージがデザインされた刀剣の鐔(つば)を通じて、さ
まざまなヒーローたちの活躍をご紹介します。

● 新潟県立近代美術館
● 一般1,000円（前売1,300円）

● 2022年４月23日（土）～６月19日（日）
● 新潟県立万代島美術館
● 一般1,100円（前売1,400円）

※会期中一部展示替えあり
（前期:～5/15(日)、後期:5/17(火)～）

※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

※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

● ４月19日（火）締切

国宝
《雲中供養菩薩像 南１号》天喜元年
（1053） 平等院蔵
※後期
（5/17～6/5）
展示 Ⓒ平等院

※先着順で受付
（発送は４月中旬より順次）

● ４月19日（火）締切

※先着順で受付
（発送は４月中旬より順次）
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歌川国芳「川中島信玄謙信旗本大合戦之図」弘化2年（1845）頃
William Sturgis Bigelow Collection
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

ホッと
一息

間違い探し 〜間違いはいくつ？〜【４月14日必着】 025－201－6117
ニピイFAX

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名にクオカード500円分
をプレゼントします。※印刷による傷や汚れ、微妙な色の違いなどは含みません。

左右の絵に間違いは何個
あるでしょうか？下記の
番号でお選びください。

①５個 ②６個
③７個 ④８個

解答欄

会員番号

ナンプレ 数字パズル 正解発表

－

会員または家族

正解者の中から抽選で100
名に図書カード500円分を
プレゼントいたしました。
（応募数661件・正解数646件）

氏名

事業所名
送付先に○

事業所／自宅

〒

【ニピイへ一言】

広告

の
ニピイ会員証
ご 提 示で

ろうき ん マイカー ロ ーン で 生 活 応 援

ろうきん

ろうきんマスコットキャラクター
「ロッキー」
と
新潟ろうきんTVCMキャラクター
「RYUTist」

マイカーローンの
ろうきん
マイカーローンは

生活応援
金利

1.6 %～年1.7 %

年

（変動金利）

紹介で“つながる”笑顔

保証料

（保証料はろうきん負担）

【 通常金利 】年

2022年 月 日 火

1万円分が当たる！

土

60組

（120名様）

期間中、ろうきんローンをご紹介いただいた方、また紹介を受け、ろうきんローンをご契約いた
だいた方（2名様1組）に抽選で「UCギフトカード10,000円分（お一人様5,000円分）」が当たる！

第2弾

※ご紹介者様（2022年4月30日時点で預金残高2,000円以上の方）およびご契約者様（期間中にろうきんローンを10万円以上ご契約いただいた方）
2名1組で、専用フォームから応募手続きを期間中に完了した方を対象とします。※住宅ローン
（不動産担保型）等つなぎ融資を利用する商品は、期間中
に10万円以上の手形貸付の契約をした方を含みます。※教育ローン（そのつど借入型）およびカードローン（マイプラン）は、期間中に契約し、かつ、
2022年5月20日時点で残高10万円以上の方を対象とします。※一部の商品については、ご融資期間によってキャンペーン対象外となる場合がありま
す。※本キャンペーンはコープローンキャンペーンと重複して適用できませんのでご了承ください。※詳しくは店頭へお問い合わせください。

新 潟ろうき ん

新潟ろうきん

2.30%

OK！

（変動金利）

※お申込時に会員証をご提示ください。なお、利用資格は会員本人のみとなります。※引下げ金利幅および金利適用条件・項目は、金利
情勢等により見直しする場合があります。※会員証提示以外の金利引下げ条件もございます。※労働組合等へのご加入状況や、提携生
協のご利用状況により、
ご案内する金利が異なります。※対象となる労働組合等および提携生協に関して詳しくはお問い合わせください。
※審査結果により、
ご希望に添えない場合があります。※保証人をご用意いただくことにより、
ご利用いただける場合があります。※店頭
またはホームページで返済額の試算をいたします。※詳しくは店頭に説明書をご用意しております。※表示金利は2022年2月1日現在

1 4 ●→
ご同僚・ご友人などペアで応募！ 実施
期間 2022年4月30日●

UCギフトカード

借換えも

0円

（変動金利）

●ご融資金額／最高1,000万円 ●ご返済期間／最長10年
●担保／不要 ●保証／保証機関の保証
（保証料はろうきん負担）
●お使いみち／自動車購入、修理、カー用品の購入、免許の取得、車検、クレジットの借換え等

利用中の
ローンの見直し
しませんか？

ご紹介者様 ご契約者様 のどちらかが

専用フォームよりご応募ください。

※応募回数はご紹介者様およびご契約者様、
それぞ
れの立場で1回のみとさせていただきます。
（お一人様
最大2回まで）※2022年5月に抽選を行い、賞品の発
送をもって当選発表とさせていただきます。

店舗一覧
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第2 弾

応募フォーム

https://www.niigata-rokin.or.jp/campaign3_ready.php/

期間中であれば「相談中」や「本申込後」等、
ご応募のタイミングはいつでもOK！

ご相談・お問い合わせはこちらから

検索

service center news

応募 はこちら!

事務局からのお知らせ

新年度版の冊子を送付しました
●2022～2023年度版 利用ガイドブック
●2022年度版 利用補助券冊子
事業所を通じ会員の皆様へお配りしました。

慶弔給付金
（勤続40年）
の
追加について

＊利用ガイドブックは2年間利用します。
＊各申込書は最新の書式をご利用ください。
＊利用補助券冊子は紛失しても再発行できません。
また、前年度分は使用できません。

慶弔給付金
「勤続40年祝金」
を新たに追加します。
給付金額は10,000円です。
令和４年４月１日以降、発生日を迎える給付より適用
になります。

2022～2023 年度版

利用ガイドブック
お祝い・お見舞いもバックアップ！
各種慶弔給付金

健康は一生の財産です！

■４月の慶弔給付金対象者

定期健康診断・人間ドックの補助

職場旅行・家族旅行などに！

利用補助券冊子

旅行・宿泊情報
ホームページ https://www.nipy.jp/

休日はレジャーを楽しもう！

会員番号・氏名をご記入ください。

レジャー・文化施設の利用

会員募集中! 未加入事業所をご紹介ください。

いい汗かいてリフレッシュ！
体育館・プール回数券の割引あっせん

東中通↑

新潟市↑
美術館

NEXT21
中央区役所
みずほ
銀行
●

柾谷

古町
ルフル

ホテル
イタリア軒
●
西堀通

GS
●

（公財）新潟市勤労者福祉
サービスセンター
西堀７番館ビル３F

小路

対象者

（西堀地下駐車場入口）

古町通

２年間

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３F

TEL.025-201-6113

↓ 柳都大橋

勤続祝金
（10年）

平成24年４月入社

勤続祝金
（15年）

平成19年４月入社

勤続祝金
（20年）

平成14年４月入社

勤続祝金
（25年）

平成９年４月入社

勤続祝金
（30年）

平成４年４月入社

勤続祝金
（35年）

昭和62年４月入社

勤続祝金
（40年）

昭和57年４月入社

成人祝金

平成14年４月生まれ

還暦祝金

昭和37年４月生まれ

水晶婚祝金

平成19年４月結婚

銀婚祝金

平成９年４月結婚

〒951-8061
新潟市中央区西堀通6番町878番地1

t e l.
fax.

保存版
ご利 用 期 間

https://www.nipy.jp/
営業時間 午前8時30分～午後5時
定 休 日 土・日・祝日および年末年始
ホームページ

会員募集中！ 未加入事業所をご紹介ください。

2022年４月１日 2023年3月3１日

西堀7番館ビル3F

025-201-6113
025-201-6117

※再発行はいたしませんので、
紛失などないようご使用ください。
※他人への譲渡・転用を禁じます。

忘れないように
メモしておくと便利です！

FAX.025-201-6117

●チケット等の受け取りで来局される場合は事前のお電話が必要です。
↓ 新潟駅

利用期間

公益財団法人

新潟市勤労者福祉サービスセンター

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。

会員番号
会員氏名

対象者 ４月１日付で会員資格があり下表に該当する方

給付種類

ニピイ 2022
年度分

2022年４月～2024年３月

公益財団法人

新潟市勤労者福祉サービスセンター

公益財団法人

新潟市勤労者福祉サービスセンター

駐車場のご利用について
ニピイ事務局にご来局される際に、新潟市西堀地下駐
車場をご利用した場合、令和４年４月１日から駐車料
金が１時間無料になります。
来局時にニピイ受付へ駐車券をご提示ください。

＊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。

■入学祝金のご請求をお忘れなく
４月１日付けで、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。

■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４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。

■４月は第１期
（４〜６月分）
の会費引落月です
４月28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。

■新規提携施設のご案内
ゴルフ場利用補助券が使用できます。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。
・櫛形ゴルフ倶楽部
胎内市小牧台900 TEL0254-43-7200
次の施設は、会員証提示割引も併用できます。

(除外日や除外プレーあり)
・グリーヒル長岡ゴルフ俱楽部
長岡市柿町4221 TEL0258-23-8088
会員証提示割引 全日1,000円
・柏崎カントリークラブ
柏崎市大字宮川1345 TEL0257-35-2331
会員証提示割引 平日1,100円 土日祭日1,650円
エーネイルスクール 新潟市中央区天神1-1PLAKA3
会員証提示で、入学金無料(登録家族も対象)
TEL080-7474-3356
※会員のみ、スクール受講料補助対象

■事務担当者様へ 会員異動の手続きはお早めに
３月から４月にかけては異動が多い時期です。入退会の届
出書類は期限までにご提出ください。

退会届
【３月31日退会分】 ４月５日
（火）
必着で
→
入会届
【４月１日入会分】 ご提出ください。
＊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。
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