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TEL 025-201-6113
FAX 025-201-6117

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
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。

s e r v i c e  c e n t e r  n e w s

会員数 18,510名 ／ 事業所数 1,199事業所

加 入 状 況 （令和４年７月１日現在）

82022年
月号

フルーツティーブレンド講座
数種類のハーブを学びながら、紅茶や緑茶、ドライフルーツをハーブとブレンドし、
ご自分だけのオリジナルフルーツティーを作ります。
● ①９月３日（土）　13：30～15：00

②９月４日（日）　10：30～12：00
③９月７日（水）　13：30～15：00

● レンタルスペース  デイジー
　新潟市西区松海が丘4-6-14（jeli cafe裏手、コノハナ２階）

● １名  1,800円（通常3,000円）　● 会員と登録家族 ＊参加は中学生以上
● 各回９名募集（最少催行５名）　＊応募多数の場合は抽選
● ８月16日（火）締切　＊案内は８月18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。
● 講師　香りの葉　恩田智恵子さん　＊必要に応じて電話番号を施設へ提供します。

● 申込方法　各商品のURL・二次元コードから専用サイトにアクセスし、ご注文ください。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４年９月10日（土）まで
※１会員につき各商品１セットまで購入可　※商品の詳しい内容は下記URL・二次元コードからご確認ください。

夏のお取り寄せ特別企画� 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。

ナガノパープル 1kg （2～3房入）
【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。
種がなく、皮ごと食べられるので、甘くて
ジューシーな味わいを丸ごと味わえます。
※ 輸送中に粒落ちが発生する場合があり

ます。ご了承ください。
会員価格　4,000円（通常4,980円）
内 容 量　１箱約１kg（２～３房入）
９月上旬頃から入金確認後順次発送予定
※到着希望日指定不可
URL：https://bit.ly/3R2etKx
  二次元コード

静岡県産 クラウンメロン  大１玉
伝統が生んだまろやかな気品マスクメロ
ンのトップブランド。
マスクメロン「静岡のクラウンメロン」こ
の機会にぜひご賞味ください。
会員価格　4,000円（通常5,060円）
内 容 量　 １玉約1.4kg前後（大玉） 

化粧箱入
※ 到着希望日の1週間前までにご注文く

ださい。
※ 到着希望日は要望欄にてご記入ください。
URL：https://bit.ly/3NE6pwP
  二次元コード

山形県鶴岡産高級枝豆 
「だだちゃ豆」  １kg

夏の風物詩と言えば枝豆。
鶴岡から収穫したてを直送します！
この機会にぜひご賞味ください。
会員価格　2,000円（通常2,980円）
内 容 量　 １袋約500ｇ×２袋（計約１㎏）
８月中旬頃から入金確認後順次発送予定
※到着希望日指定不可
URL：https://bit.ly/3AnngAS

  二次元コード

全商品
送料無料!!

〈購入パスワード〉
2 0 2 2
※各商品共通

必ず「希望日（第３希望ま
で可）」と「当日の連絡先」
をご明記ください。

見た目も華やか♪美味しく
飲める缶入りフルーツティーを
２種類お持ち帰りいただけます。

イメージ



● ８月１日（月）～10月31日（月）の期間でご利用ください。
● 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。
● クーポン１枚に付き、お食事メニュー300円割引で利用できます。

＊店内飲食・テイクアウトで利用可能。
＊ご利用はお１人１枚限り、他の割引等併用不可。
＊サイドメニュー・ドリンクのみでの利用は除く。

● 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。
● クーポン内記載の４店で利用可能（新潟市２店・長岡市２店）

さらにすべてのメニューが10％割引となります。
＊ 新潟市内店舗はいつでも会員証提示割引で10%offが利用できます。 

長岡市２店で10%offが適用となるのは下のクーポン利用時のみです。

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（火）募集締切
●（１） 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。 

＊５施設共通利用券です。受付後、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。

契　約　施　設 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

【会員証提示割引５％併用可能】
9:00～18:00 ぶどう１㎏800円～（税込）

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：幸水、あきづき、かおり、豊水、新高、新興、20世紀、愛宕 他

ぶどう：巨峰、ピオーネ、シャインマスカット など
（株）RiPi Farm 高橋巨峰園
聖籠町二本松997 ℡090-4010-8001 9:00～17:00 ぶどう 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㎏1,000円～（税込）

巨峰、シナノスマイル、シャインマスカット ほか多種
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 35余種の種なし葡萄 シャイン、天山、クインニーナ、 

クイーンセブン  Ⓟ･介護用トイレ完備

イメージ

＊品不足の場合は早期閉園となります。
　施設に確認のうえご利用ください。

店内飲食
テイクアウト �富寿し�お食事クーポン
ランチ・ディナー・テイクアウトと幅広くお使いいただけるクーポンです。会員割引10％OFFと併用できます！

メ
ニ
ュ
ー
の
一
例

イオン新潟南店 
『寿し三昧』ランチ

クーポン利用1,067円
（通常1,518円）

イオン新潟南店 
『ちらし御膳』昼夜

クーポン利用1,562円
（通常2,068円）

新潟駅前店 
『特選ランチ』

クーポン利用1,037円
（通常1,485円）

【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

※欄内に記入のない券は使用できません
会員
番号

利用者
氏名

•会員･登録家族の利用に限る
•本券１枚で１名様のみ有効
•お会計時に本券を提出
• 他の割引･ポイント等の併用不可
•下の４店のみ有効

利用期間
R4.8.1㊊
～10.31㊊お食事クーポン

お食事メニューご利用で10％OFF&300円割引

●富寿し 新潟駅前店 新潟市中央区東大通1-2-5 TEL.025-242-1212
●富寿し 新潟南店 新潟市江南区下早通柳田1-1-1 TEL.025-383-5650
 イオンモール新潟南店1F（3Fフードコートは使用不可）
●富寿し 長岡駅前店 長岡市大手通1-4-3 TEL.0258-30-0888
●廻鮮富寿し 長岡古正寺店 長岡市古正寺1-231-5 TEL.0258-86-8160

【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

※欄内に記入のない券は使用できません
会員
番号

利用者
氏名

•会員･登録家族の利用に限る
•本券１枚で１名様のみ有効
•お会計時に本券を提出
• 他の割引･ポイント等の併用不可
•下の４店のみ有効

利用期間
R4.8.1㊊
～10.31㊊お食事クーポン

お食事メニューご利用で10％OFF&300円割引

●富寿し 新潟駅前店 新潟市中央区東大通1-2-5 TEL.025-242-1212
●富寿し 新潟南店 新潟市江南区下早通柳田1-1-1 TEL.025-383-5650
 イオンモール新潟南店1F（3Fフードコートは使用不可）
●富寿し 長岡駅前店 長岡市大手通1-4-3 TEL.0258-30-0888
●廻鮮富寿し 長岡古正寺店 長岡市古正寺1-231-5 TEL.0258-86-8160

イメージ
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【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

※欄内に記入のない券は使用できません
会員
番号

利用者
氏名

•会員･登録家族の利用に限る
•本券１枚で１名様のみ有効
•お会計時に本券を提出
• 他の割引･ポイント等の併用不可
•下の４店のみ有効

利用期間
R4.8.1㊊
～10.31㊊お食事クーポン

お食事メニューご利用で10％OFF&300円割引

●富寿し 新潟駅前店 新潟市中央区東大通1-2-5 TEL.025-242-1212
●富寿し 新潟南店 新潟市江南区下早通柳田1-1-1 TEL.025-383-5650
 イオンモール新潟南店1F（3Fフードコートは使用不可）
●富寿し 長岡駅前店 長岡市大手通1-4-3 TEL.0258-30-0888
●廻鮮富寿し 長岡古正寺店 長岡市古正寺1-231-5 TEL.0258-86-8160

● ８月23日（火）～10月15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
● 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、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。

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 ８/23 ８/25 ８/26 ８/27

時　間 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　 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

受講前『無料体験レッスン』
８/16（火）～20（土）

＊ボール代金は各自負担
＊ご予約はゴルフセンターまで

サービスセンター杯　ロングランゴルフコンペ

● 申込方法
① 紫雲ゴルフ倶楽部にTELで予約をしてください。予約の

際に、「ニピイのコンペ」と必ず申し出てください。
② 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またはWebよりお申込みください。
③ 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。
④ 参加当日、受付でコンペ補助券を提出してください。
⑤ プレー終了後、専用スコアカードをフロントに提出して

ください。
⑥ １バック、２バックの場合は、別途割増料金となります。

● 競技方法
① 18ホールストロークプレー
②９/18ホールペリア方式。
③ 同ネットの場合は年長者を上位
④６インチプレー可。１グリップOK。
⑤ その他JGAルール及び当クラブローカルルールとします。

● 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
日発送いたします。

● ９月１日（木）～９月29日（木）　23日間開催
● 紫雲ゴルフ倶楽部　飯豊コース　新発田市元郷211　TEL.0254-41-2471
● 会員本人及びその配偶者、利用回数は期間中1人一回のみとなります。
● 会員本人・配偶者は「コンペ補助券」利用により、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回の補助）の併用もできます。「ゴルフ場利用補助券」を利用される方は、
　利用ガイドブック巻末「利用補助券申込書」により別途お申し込みください。

日付 コース スタート 料 金
９月１日㈭ 飯豊IN ９：42 10,170

９月２日㈮ 飯豊IN ９：48 月/金サービスデー 10,170
レディース優待デー 9,290

９月３日㈯ 飯豊IN ９：18 14,350
９月４日㈰ 飯豊OUT ９：12 14,350
９月５日㈪ 飯豊OUT ９：30 月/金サービスデー 10,170
９月６日㈫ 飯豊IN ９：12 10,170
９月７日㈬ 飯豊IN ９：24 10,170
９月８日㈭ 飯豊IN ９：42 10,170

９月９日㈮ 飯豊IN ９：30 月/金サービスデー 10,170
レディース優待デー 9,290

９月11日㈰ 飯豊IN ９：30 14,350
９月12日㈪ 飯豊IN ９：30 月/金サービスデー 10,170
９月13日㈫ 飯豊IN ９：30 10,170
９月14日㈬ 飯豊IN ９：30 ランチ付得々デー 10,720
９月15日㈭ 飯豊IN ９：36 10,170

９月16日㈮ 飯豊IN ９：42 月/金サービスデー 10,170
レディース優待デー 9,290

９月19日㈪ 飯豊IN 10：00 14,350
９月20日㈫ 飯豊IN ９：30 ランチ付得々デー 10,720
９月22日㈭ 飯豊IN ９：30 10,170
９月23日㈮ 飯豊IN ９：36 14,350
９月24日㈯ 飯豊IN ９：42 14,350
９月26日㈪ 飯豊OUT ９：12 JWOメモリアル ★ 10,170
９月28日㈬ 飯豊OUT ９：12 JWOメモリアル ★ 10,170
９月29日㈭ 飯豊OUT ９：30 JWOメモリアル ★ 10,170

■予約受付は各日の一週間前までとし、コースは飯豊コースのみ。
■ランチ付得々デーと★マークは食事（ランチ）付き料金です。
■各日のニピイ受付枠は２組ですが、空きがある場合、予約ができます。

※料金は税込
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間違い探し〜間違いはいくつ？〜�【8月18日必着】
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名に各種商品券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

ニピイFAX
025−201−6117

解答欄

ホッと
一息

会員番号 －
会員または家族
氏名
事業所名

送付先に○
事業所／自宅

〒

【ニピイへ一言】

法則パズル�正解発表
正解者の中から抽選で100名に各種商品券500円分を
プレゼントいたしました。（応募数603件・正解数566件）

初回掲載大特価！�コメダ珈琲店プリペイドカード�「KOMECA」3,000円分
● 会員本人のみ、１会員１枚限り（登録家族数に関係なく）　＊送付先は事業所のみ
● １枚2,200円（額面3,000円）　● 1,500枚募集　先着順ではありません。締切日までにお申込みください。
● ８月21日（日）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月下旬、郵便または宅配便で事業所宛に発送します。
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。 ＊個別の専用封筒は付きません。

● 全国のコメダ珈琲店・おかげ庵で使えるKOMECA（コメカ）（一部使用できない店舗がございます）
● 有効期限：2024年９月11日まで（未使用の場合）

※ポイント及び残高は、最終利用日（支払、チャージ、ポイント合算） から２年間有効

コメダ珈琲店プリペイドカード 「KOMECA」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枚限り）

１ （申込代表者） １枚 （額面3,000円分）

２ １枚 （額面3,000円分）

３ １枚 （額面3,000円分）

４ １枚 （額面3,000円分）

５ １枚 （額面3,000円分）

＊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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※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。※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7月1日現在。お申込時に会員証をご提示ください

マイカーローン
便利でラクラク、あなたのカーライフを応援！ 合格前からのご相談・事前申込OK！

1.60生活応援
金利

年
～
%
（変動金利） 1.70年 %

（変動金利）

※そのつど借入型（カード型）で専用カード利用期間中については融資金利に含まれています。

自動車に関する幅広いお使いみちに対応！
自動車購入

免許の取得

修理

車検

カー用品の購入

クレジットなどの借換え

ご利用いただいたマイカーローン1件につき100円を、
当金庫が公益財団法人新潟県交通遺児基金に寄付します。

2.30年 %（変動金利）

【通常金利】

ご融資金額は
最高1,000万円

保証料0円
（ろうきん負担）最長10年返済！

1.80生活応援
金利

年
～
%
（変動金利） 1.90年 %

（変動金利）

教育費全般の幅広いお使いみちに対応！

受験費用

授業料

入学金

留学費用

入居先の
敷金・家賃など
他金融機関の

教育ローンからの借換え

2.68年 %（変動金利）

【通常金利】

ご融資金額は
最高2,000万円

保証料0円
（ろうきん負担）最長20年返済

の金利引き下げ！ろうきんローンの金利引き下げ！ろうきんローン
教育ローン

※

etc.

ご相談・お問い合わせは
こちらから

新潟ろうきん
新潟ろうきん 検 索

店舗一覧70周年のありがとうキャンペーン&

みんなで参加しよう！ 詳しくは
コチラから

おえかきコンクール
特 別 企 画

創立70周年

広告

＊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。

全国取扱店共通すし券��10,000円分
全国の「すし券取扱店」でお使いいただける商品券です。
● 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8,500円（額面500円×20枚、10,000円分） コロナに負けるな！応援価格
● 1,000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。
● ８月21日（日）締切（必着）　＊締切後の申込みや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、宅配便で事業所宛に発送します。
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。

すし商品券申込書 申込先：FAX 025-201-6117

事業所名：
営業所などの場合は「〇〇営業所・〇〇支店」まで明記 日中連絡の取れる電話番号

　　　　　　　　（　　　　　　）

お届け先： 事業所のみ
事業所の住所を必ず記入してください
〒

№ 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円券×20枚）

２ １セット （額面500円券×20枚）

３ １セット （額面500円券×20枚）

４ １セット （額面500円券×20枚）

５ １セット （額面500円券×20枚）

有効期限は2025年12月31日です。
額面未満のご利用にはおつりは出ません。

XX XX XX
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■８月の慶弔給付金対象者
対象者 ８月１日付で会員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（10年） 平成24年８月入社
勤続祝金（15年） 平成19年８月入社
勤続祝金（20年） 平成14年８月入社
勤続祝金（25年） 平成９年８月入社
勤続祝金（30年） 平成４年８月入社
勤続祝金（35年） 昭和62年８月入社
勤続祝金（40年） 昭和57年８月入社
20歳祝金 平成14年８月生まれ
還暦祝金 昭和37年８月生まれ
水晶婚祝金 平成19年８月結婚
銀婚祝金 平成９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。

��次�号�予�告 ※内容は変更になる場合があります。

・寄せ植え教室（新津フラワーランド） 
　　　　　　　 9/29（木）、10/1（土）
・フリマ出店券 9/25（日）、10/10（月･祝）
・舞子高原ホテル宿泊プラン
・ミスタードーナツ商品券
・マリンピア年パス

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。
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。 
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。

庵野秀明展�HIDEAKI�ANNO�EXHIBITION
総監督を務めた最新作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が興行収入100億円を超える
大ヒットとなった庵野秀明。本展は、アニメーター時代に参加した過去作品や、監督、
プロデューサーとして活躍する最新の仕事までを網羅し、創作活動の秘密に迫る。
● 2022年９月23日（金・祝）～ 

2023年１月９日（月・祝）
● 新潟県立万代島美術館
● 一般1,200円（前売1,500円）500枚

※ 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
● ９月11日（日）締切

※先着順で受付（発送は８月下旬より順次） 東京会場の様子（提供：庵野秀明展実行委員会）

令和３年度 事業及び決算報告

収入額合計
333,170,679円

事業収益 
（参加費・給付金収入など）
 145,704,570円
内訳：
　健康維持増進事業収益 
 1,822,800円
　自己啓発援助事業収益 
 238,350円
　余暇活動援助事業収益 
 124,262,420円
　慶弔給付事業収益 
 19,381,000円

新潟市補助金
12,177,000円

基本財産・特定資産運用益 289,060円
雑収益 1,304,049円

受取会費
173,696,000円

管理費（人件費・事務費等）
48,382,766円

支出額合計
333,571,552円

事業運営費 285,188,786円
内訳：生活安定事業費 
 6,600円
　　　健康維持増進事業費 
 34,073,859円
　　　自己啓発援助事業費 
 1,122,723円
　　　余暇活動援助事業費 
 171,624,293円
　　　慶弔給付事業費 
 62,437,456円
　　　事業推進費 
 15,923,855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 10 件
○セミナー等開催事業 6 人

●健康維持増進事業
○定期健康診断受診費補助 8,483 人
○人間ドック受診費補助 3,582 人
○スポーツスクール
　　　　　　　受講料補助 21 人

○スポーツ教室等への参加 989 人
○スポーツ施設利用券斡旋 736 冊

●自己啓発援助事業
○カルチャースクール等
　　　　　　　受講料補助 46 人
○各種講座への参加 414 人

●慶弔給付事業
○祝金 2,804 件
○勤続 2,017 件
○見舞金 267 件

●余暇活動援助事業
○イベント実施・施設利用券斡旋 98,338 人

　　・レストラン企画　・ゴルフコンペ　
　　・くだもの狩り　・日帰り温浴施設　
　　・映画館   ・ゴルフ場   ・各種クーポン券   など
　　　計 90 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 18,702 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 1,011 枚
　　・企画展、コンサート　など

12 種類のチケットを斡旋
　○宿泊助成 310 人

●情報提供事業
○利用ガイド（2022～2023年度版） 1 回
○サービスセンターニュース（月 1 回） 計 12 回
○利用補助券冊子 1 回

■普通郵便の配達について
ニピイの利用券等は普通郵便で発送してい
ますが、土曜・日曜・祝日は郵便の配達が
されません。その点をご考慮いただき、余
裕をもってお申込みください。

■８月15日（月）は夏季休業します
各種申込みは、ご利用までに余裕を持って
お申込みください。なお、FAX及びWeb
申込みは24時間受信可能となっています。
発券は８月16日（火）より開始します。


