会報（年６回 偶数月発行）ご家族でご覧ください

あしすとだより
2022年

12月号

〈あしモバ〉会員登録してますか？
あしすとモバイルサービスへの会員登録は
左のＱＲコードから入会登録するか、aizu
＠posh.jpに空ﾒｰﾙを送信して入会登録
をしてください
登録後、メールアドレスを変更した場合に
は、あしすとモバイルサービスのサイトか
らメールアドレス登録変更の手続きを行う
か、新アドレスで再度登録してください

あしすと会員募集中！！
～あしすとの魅力をあなたからも伝えてください～
あしすと会員拡大にご協力お願いします

No.152

「登録家族」の範囲について
親（同居・別居）

配偶者

祖父母・親戚

同居していない子
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同居の子供

会

員

「登録家族」とは、配偶者及び親（同居・
別居）、同居の子供です

「会報あしすとだより」の内容は、あしすとのホームページでも確認できます !

兄弟・姉妹

孫

同居していない子、兄弟姉妹、親戚、祖父母、
孫は、参加可能なレクリエーション事業に
限り「その他家族」として参加いただくこ
とになりますので、ご了承ください

https://assistaizu.or. jp

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、各種事業について、中止・延期・内容の変更等が生じる場合があります
各種イベントにお申込の際には、必ず３ページの「新型コロナウイルス感染症対策のお願い」をご了解の上お申込ください

延長窓口営業日のお知らせ
右記の日程で窓口業務を21：00まで延長して行います

ただし、福島県や会津若松市等より「不要不急の外出自粛要請」等が出て
いる期間中は、中止または時間短縮となります

12 月

1月

2月

3月

8日㈭・13日㈫ 12日㈭・17日㈫ 9日㈭・14日㈫ 2日㈭・ 7日㈫
22日㈭・27日㈫ 26日㈭・31日㈫ 21日㈫
16日㈭・23日㈭

あしすと事務局からのご案内

◎あしすとだよりに掲載の延長窓口営業日や事業内容は、あしすとホームページでご覧いただけます
急ぎ内容を知りたいとき、会報が見当たらないとき等は、ホームページをご覧ください
◎割引指定店の利用は「会員及び登録家族」または「会員本人のみ」に限定される会員特典です
特別な指定が無い限り、これ以外の同伴者等は対象となりません。ご利用の際にご注意ください
◎各種申請用紙等は、あしすとホームページからダウンロードしていただけます
あしすと
古い様式で申請される方がいらっしゃいますので、現行の様式をご利用ください ホームページ
◎各種助成金申請や慶弔見舞給付金請求等の際には、会員ご本人の押印や事業所証明印が必要となっております
押印もれがないよう、ご提出前の再確認をお願いいたします
◎慶弔見舞金のご請求をお忘れなく！詳しいご案内は6ページをご覧ください

https://assistaizu.or.jp

~ Come Come あしすと~「会員の皆様のご意見をお聞かせください」
会員の皆様と事務局の交流の日です
会員の皆様があしすとの事業に対し日ごろ感じられていることや、ご意見・ご要望をお寄せください
また、モバイル登録方法等のアドバイスもいたします
皆様のご来館お待ちしてます

●と き
●ところ
●対 象

12月13日(火）午前９：００～午後7：００
あしすと事務局
会員及びご家族

・事務室以外の別室も使用して開催します
・人と人との間隔をあけ、室内の換気を行いながら開催します
・お菓子とお茶は、お持ち帰り用とし、お帰りの際にお渡しします

1 ワインと美食の夕べ～同日２店舗にて開催

●と き
●ところ
●対
●定

象
員

●参加費

１次受付締切：12月16日（金）必着

２次先着順受付：12月26日(月）まで

令和5年1月27日（金）午後7：00～午後8：30〈１次受付締切：12月16日
（金）
必着 ２次先着順受付：12月26日
（月）まで〉
①レストラン・バー マーティン
●ところ ②Diningbar Clover
（栄町1－25 Ｔｅｌ：0242－25－3536）
（栄町4－12 Ｔｅｌ：0242－93－5277）
会員・ご家族 ※ご家族の参加は会員と同行の場合のみとなります
①マーティン 16名／②Clover 40名 ※申込者多数の場合は抽選となります
ただし１組１テーブルにつき上限４名までとなります
お申込の際に、希望店舗（第１希望・第２希望）を明記してください ・申込のグループ毎にテーブルと座席を設置します（最大４名）
・会話の際には、必ずマスクを着用してください
希望店舗のご記入がない場合は事務局で指定させていただきます
・参加者間の十分な距離を確保し、自グループ以外との交流を一切
会

員

4,000円

登録家族

4,500円

その他家族

5,000円

※ご用意するメニュー以外のご注文は、当日個人精算となります。

禁止とさせていただきます
・会場側が定めるコロナ対策ガイドライン等にも従い、飲食物の提
供等を実施します
・室内の換気を行いながら開催します

＊申込方法は、３ページの「事業申込方法」をご覧ください
仲間が増えるとみんなが嬉しい！
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新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！
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●と

き

●ところ
●対 象
●定 員
●参加費

如 月 夜 会

~今宵は夫婦の記念日に~

１次受付締切：12月23日（金）必着

２次先着順受付：1月11日（水）まで

令和5年2月11日（土）午後7：00 ～ 8：30
〈１次受付締切：12月23日（金）必着／２次先着順受付：1月11日
（水）
まで〉
会津若松ワシントンホテル ガスライト
白虎町201 TEL：0242－22－6111
会員を含むご夫婦（２名１組での参加に限定） 	
〈フード〉
12組24名
オードブル，スープ，肉 または 魚，パン
１組２名様 10,０００円
デザート，コーヒー または 紅茶

メニュー

＊コース料理のメインを魚料理で希望の場合、申込時に明記してください

・１テーブルに１組または２組となります／２組の場合はパーテーションを設置します
・会話の際には、必ずマスクを着用してください
・参加者間の十分な距離を確保し、他のご夫婦との交流を一切禁止とさせていただきます
・会場側が定めるコロナ対策ガイドライン等にも従い、飲食物の提供等を実施します

〈ドリンク〉
スパークリングワイン（乾杯・1人1杯）
ビール，ワイン
（赤・白），ウイスキー，焼酎
ノンアルコールビール，ソフトドリンク

3 楽しく(^^♪ウクレレ体験教室


１次受付締切：12月16日（金）必着

２次先着順受付：12月26日（月）まで

ウクレレに初めて挑戦する人でも、先ずは10分で１曲弾けちゃうのがウクレレという楽器の魅力です
そして、みんなで一緒に弾くと楽しさは倍増！
●と

き

●ところ
●対 象
●定 員
●講 師
●体験曲
●持ち物

令和5年1月19日（木）午後6：30～8：00
〈１次受付締切：１２月１６日（金）必着／２次先着順受付：12月26日
（月）
まで〉					
勤労青少年ホーム １階 講習室
会員・ご家族 ※今回のイベントはご家族のみでも参加していただけます
10名
平出 光一郎さん（サンセット音楽室代表）
①Happy Birthday to you ②日曜日よりの使者 ③上を向いて歩こう
ウクレレ ※５台までレンタルできますので、希望者は申込時に「レンタル希望」と明記してください
５台を超えるお申込がある場合は抽選となります

●参加費

会

員

300円

登録家族

300円

その他家族

800円

※ウクレレレンタルの場合
は500円追加となります

・受講者間の十分な距離を確保し、近距離での会話は避けてください
・換気を行うため、休憩時間を設ける場合があります

4 免疫アップのセルフケア ～お灸・呼吸・健康体操～


１次受付締切：12月16日（金）必着

２次先着順受付：1月20日（金）まで

東洋医療は、人間が持っている生きる力＝免疫力・自然治癒力＝を高め、
先ずは未病におおいに役立ちます
東洋医療のお話を聞きながら、どこに居ても手軽にできるお灸・呼吸・健康体操を学び、
寒さでこわばってしまった心と身体をゆっくりとほぐしていきましょう
●と

き

●ところ
●対 象
●定 員
●講 師
●持ち物
●参加費

令和5年2月9日（木）午後6：30 ～ 8：00
〈１次受付締切：12月16日（金）必着／２次先着順受付：1月20日
（金）
まで〉
勤労青少年ホーム
会員・ご家族 ※今回のイベントはご家族のみでも参加していただけます
12名
宮澤 洋一さん（宮澤鍼灸院 院長）
ヨガマット又はバスタオル・フェイスタオル・飲み物／動きやすい服装
会

員

300円

登録家族

300円

その他家族

800円

・受講者間の十分な距離を確保し、近距離での会話は避けてください
・換気を行うため、休憩時間を設ける場合があります

仲間が増えるとみんなが嬉しい！

2

新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！

30代・40代はチャンス！ 50代でも間に合う！

5 【資産形成】のキホンと失敗しないためのヒケツ


１次受付締切：1月11日（水）必着

２次先着順受付：2月1日（水）まで

超低金利・円安・物価高…頑張って得られた大事なお金を「守り」ながら、
資産形成のキホンと失敗しないためのヒケツ
iDeCoやつみたてNISAだけでない今から始める【資産形成】で
将来への不安を希望に変えるためのマネーセミナー
●と

き

●ところ
●対 象
●定 員
●講 師
●持ち物
●参加費

令和5年2月16日（木）午後6：30 ～ 8：00
〈１次受付締切1月11日（水）必着／２次先着順受付：2月1日
（水）
まで〉
勤労青少年ホーム １階 講習室
会員・ご家族  ※今回のイベントはご家族のみでも参加していただけます
10名
岸 裕一さん（ファイナンシャルプランナー）
筆記用具
会

員

300円

新型コロナ
ウイルス感染症
対策のお願い

登録家族

300円

その他家族

800円

・受講者間の十分な距離を確保し、近距離での会話は避けてください
・換気を行うため、休憩時間を設ける場合があります

⃝過去2週間以内に発熱・その他感冒症状がある方や具合の悪い方、感染が拡大している地域や国
への訪問歴がある方は入場・参加できません
⃝入場・参加にはマスクの着用が必要です
⃝消毒液を用意しますので、入場・参加の際に手指の消毒をお願いします
⃝入場・参加時に検温を行い、37．5度以上の方は入場・参加できません
⃝終了後は混雑を避けるため、スタッフの指示に従い順番に退場いただきます
⃝来場・参加者の中に感染者がいたことが確認された場合等、保健所等の公的機関に来場・参加者
名簿を提出する場合がありますので、予めご了承ください
◎必要に応じ、その他にも参加者に対応をお願いする案件が生じる場合があります

１次受付：優先受付期間。ただし、申込者多数の場合は会員優先の上抽選となります
２次受付：１次受付で定員に達しておらず、１次受付締切後も受付対応が可能な事業に限り、先着順受付いたします

事
業
申込方法

次の①・②・③のいずれかの方法でお申込ください（電話での受付はいたしません）
①郵便またはＦＡＸ ・郵便での申込みの場合は、〒965-0807 城東町14-52 あしすと事務局 まで
・ＦＡＸでの申込みの場合は、0242－26－7055まで
②あしすと窓口
③あしすとホームページ（assistaizu.or.jp） または あしすとモバイルサイト
申込記載内容

・ご希望の事業名 ・会員番号 ・会員氏名 ・家族参加の場合、家族氏名 及び 登録家族 または その他家族 の記載が必要
・電話連絡先 ・参加者全員の年齢 ・その他希望等の特記事項

＊グループで申込まれた方は、抽選もグループ単位で行ないます
＊本号で実施する事業のうち、抽選となる事業に重複して当選することはできません
＊イベント当日、参加申込者ではない方が来られた場合、その方は参加できません
＊あしすと主催事業の参加費は、全て税込表示となっております
＊諸事情によりイベントの内容が変更になる場合もございますので、予めご了承ください
＊事業の運営上支障があるときは、参加をお断りする場合があります
＊当選者には、会費納入通知書をお送りします（申込締切日の３～５日後になります）
＊抽選にもれた方には通知はいたしません。当選決定後のキャンセルはできません
当選発表と
＊参加費は指定の納入期限までに、あしすと窓口または指定金融機関で納入してください
参加費納入
※事業参加費やチケット代金等をあしすと指定金融機関で納入する場合は、取扱手数料（220円）がかかります
あしすと窓口での納入がお得です。なお、入会金及び会費を納入する場合は取扱手数料はかかりません

~東北ブロック協議会共同事業~
6 あしすと ボウリング大会
エントリー方式で開催します
エントリー期間内に、ボウリング場に足を運んで、あなたの腕前をぜひあしすとまで！
本事業は、全福センター東北ブロック協議会ボウリング大会に自動的にエントリーとなります
参加者全体での上位入賞者と飛び賞の方に、各地の美味しい物が贈られます！目指せ東北１位！！
●対象
会員・登録家族

エントリー方法

※登録家族は会員と同時実施の場合のみとなります
※小学生は会員同行の３年生以上に限ります
●エントリー期間
令和4年１２月１日（木）～令和5年2月2８日（火）
（１）
上記対象者が上記期間内にボウリング場で、２ゲームプレイ
（２ゲーム連続必須！）⬇
（２）
上記期間内にスコア表原本をあしすと事務局までご持参ください
※スコア表はコピーをさせていただき、原本はお返しいたします
※ハンデ女性２０・小学生以下２０（１ゲーム）
◎スコア表ご持参時に、エントリー会員お１人に対し割引指定店利用助成
券１枚進呈いたします

仲間が増えるとみんなが嬉しい！

ストイックな１人ボウリングのスコアも
ファミリーボウリングのスコアも
職場のお仲間ボウリングのスコアも

エントリーお待ちしております！
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表彰
東北ブロック
全参加者のスコアを集計

⬇

上位入賞者及び
飛び賞対象者の方に、
ご連絡後賞品を
お送りいたします

新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！

いちご狩りに
ついて

毎年３月に開催しておりました「初春いちご狩り」ですが、今回は
本格的な春を迎える４月開催で企画中です
次号「あしすとだより２月号」をお楽しみに…！

新規割引指定店紹介
食堂酒場 くるり

グルメ

表町1－31 リバティヒルズ104
☎０242－36－7445
会員本人のみ

会

ソフトドリンク or グラスビール 1杯サービス

◆利用資格／会員，ご家族（一部店舗）
◆利用方法／会員証の呈示
◆利用回数／何回でも利用できます ※割引除外品もありますのでご利用の際にご確認ください
◆注意事項／あしすと会員証の貸し借りは厳禁です
会員本人とご家族のみで割引店をご利用ください
〈終了〉居酒屋よさく

員

証

あしすと会員証は
このマークが目印です！

割引内容

モバイル会員証

＊あしすとマークを呈示してください

あしすと割引指定店利用ポイント制度

令和4年度 第3回抽選会のお知らせ
令和４年度「割引指定店利用ポイント制度」

令和4年度第３回応募期間は、
１月6日
（金）
までです

指定飲食店（割引指定店利用助成券 利用対象店）

第３回抽選会プレゼント内容

5,000円分お食事券 5本

◎結果発表：応募期間終了後に抽選会を実施し、当選者にご連絡します。

★利用ポイント制度ってどういう制度？
500円以上の
レシート１枚
↓
１ポイント

【利用対象者】

会員及び登録会員

【利用対象店】

500円以上の
レシート ×５
↓
５ポイント

【ポイント対象】

会津若松市内のあしすと割引指定店

５ポイントで１口
↓
抽選会応募券１枚

【ポイント特典】

あしすと割引店でのお買い物全てが対象
5ポイントを1口として景品が当たる抽選会に応募 !
お買い物の回数に応じてポイント獲得
＊1回の利用が500円未満の場合は2回もしくは2店舗合わせて500円以上になれば1ポイントです。ただし1店舗につき1日1ポイントまでです

★抽選会へはどうやって応募するの？

レシート

事務局へレシートを持参

「あしすとだより」
で
皆様の会社のPRを !

広告

５ポイントで１口
↓
抽選会応募券１枚

５ポイント１口として抽選会応募券をお渡しします
一度に数口の応募も可能です

抽選会応募券に必要事項を記入し
あしすと事務局設置の抽選箱に投函

割引指定店
（飲食店）の５千円分
お食事券が５人に当たります

広告掲載申込受付中
※１年間継続申込（一括払い）の場合は１割引
【掲載料金
（税込）
】①紙面1/4（約67mm×181mm）10,000円／②紙面1/8（約67mm×89mm）5,000円

また、本会報に同封して各種商品ご案内のチラシ等を「有料折込広告」としてお送りしております
会員事業所様の場合、全会員配付は単価8円、事業所1部配付は単価6円と割安で取扱いいたします
（一般は単価10円／全て税込）
是非、会員事業所様の広告宣伝にご活用ください。申込方法など詳しくは、あしすと事務局までお問合せください

仲間が増えるとみんなが嬉しい！
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新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！

あしすとから

クリスマスケーキプレゼント!
実 施 報 告

会報あしすとだより10月号でご案内しました【あしすとからクリスマスケーキプレゼント】
に、たくさんのご応募をいただきまして、ありがとうございます
応募総数は141名となり、抽選の結果、当選された各店舗５名、合計で20名の皆さまには、
10月24日（月）に当選通知をメールで送信いたしましたのでご報告いたします
楽しいクリスマスをお過ごしください

スキーリフト券購入 利用助成券のご案内
○あしすと窓口で、必要事項を記入いただき利用助成券を発行します
○各利用対象スキー場のリフト券売場で利用助成券を提出すれば、あしすと
料金でリフト券が購入できます。表示の料金は全て税込価格です

○他の割引券等との併用はできません
○利用助成券を紛失した場合には、再発行はできませんのでご注意ください
○発行枚数は1会員年度内3枚まで、ご利用は会員本人と登録家族のみです

星野リゾート アルツ磐梯

星野リゾート 猫魔スキー場

磐梯町大字更科字清水平6838-68 TEL 0242-74-5000
券

種

種別

大

あしすと料金

4,200円
4,000円

人

シニア

リフト1日券

（60歳以上）

3,200円

中高生

1,700円

小学生

北塩原村猫魔山1163

通常料金

券

種

種別

4,900円

大

リフト1日券

2,300円

種

リフト

大

別

平日

人

（中学生以上）

日券

1

子

供

（小学生）

通常料金

種別

券

3,000円〜
3,900円

大

人

（中学生以上）

リフト1日券

シニア
子 供

種

種別

リフト1日券
小人は3歳～小学生

TEL 0242-67-1250
あしすと料金

2,350円
1,850円

平日3,200円

3,500円
（3,700円）
2,300円

大

TEL 0242-66-4111

あしすと料金

2,500円
1,500円

人

小 人
シニア

通常料金

3,700円
2,700円

シニアは60歳以上

箕輪スキー場

通常料金

平日4,200円

4,000円
（4,500円）

1,700円

猪苗代町リステルパーク

沼尻スキー場

券種

4,500円
（4,900円）

リステルスキーファンタジア

3,400円 3,900円

猪苗代町沼尻山甲

3,000円

（3,200円）

通常料金

未就学児は無料 ただしＩＣカード保証金500円が必要となります
保証金はカード返却後、返金いたします
利用期間：12月1日
（木）〜3月31日
（金）
12月24日～1月3日まで年末年始設定につき
（
）
内の料金が適用となります
シニア、中高生通常料金の適用には年齢確認書類が必要です

土日祝
12/29〜1/3 4,500円〜
5,900円

2,200円 2,700円

3,500円

（4,000円）

（60歳以上）

小学生

TEL 0241-32-2530

あしすと料金

（4,200円）

中高生

グランデコスノーリゾート
北塩原村桧原荒砂沢山

3,800円

人

シニア

3,700円

TEL 0241-32-3001
あしすと料金

4,500円

未就学児は無料 ただしＩＣカード保証金500円が必要となります
保証金はカード返却後、返金いたします
利用期間：12月23日
（金）
～3月26日（日）
シニア、中高生通常料金の適用には年齢確認書類が必要です

券種

利用期間：令和5年3月31日まで

猪苗代町横向
券

休日4,700円

種

あしすと料金

大人

リフト1日券

休日3,700円

TEL 0242-64-3377

種別

（シニア含む）

小人

（小・中学生）

シニア＝６０歳以上（要身分証明）、子供＝小学生、未就学児＝リフト無料
※月曜日定休日（１/2・1/9 は営業）

3,400円
2,300円

通常料金

4,500円
2,900円

年末年始期間は駐車料金が発生します
普通車１，０００円 大型車２，０００円

勤労青少年ホームからのお知らせ

〈あしすと〉
は勤労青少年ホーム指定管理者です

〈あしすと〉が指定管理者として管理・運営しております会津若松市勤労青少年ホーム
の利用登録料（傷害保険料）が、あしすと会員本人に限り免除されます。この機会に
ぜひご利用ください

【会津若松市勤労青少年ホームとは】

料

勤労青少年ホーム「ぷらっつ～出会いの広場～」は、働く青少年の皆さんが健康で楽しい余暇を過ごすた
めの施設です。16歳から30歳代までの方なら誰でも利用・参加できます
書道や英会話、ヨガなどの講座を開設しています。着付やバドミントン、占いなど11クラブが活動して
います。5人以上そろえば新しいクラブを設立することもできます
他にも利用登録者で組織する連絡会での親睦会やホーム祭などの楽しいイベントも開催しています
『生きがい作り』
『働きがい作り』
『教養を身に着ける塲』
『仲間づくり・出会いの場』としてご利用ください
また、専門の相談員を設置し『仕事就職相談』も行っています

仲間が増えるとみんなが嬉しい！
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金

傷害保険料500円→0円（利用登録
者全員で組織している連絡会会費は
別途500円必要です）
対
象 会員本人で16歳から30歳代までの
方（当該年度4月1日現在39歳まで）
申込方法 会津若松市勤労青少年ホーム窓口で
本人が申込してください
問合せ先 会津若松市勤労青少年ホーム
（ＴＥＬ：0242-26-6662）

新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポートのご案内
ご利用期間 2023年1月4日(水) 〜 3月17日
（金）

対象日の１デーパスポート料金より
大人 18才以上

500円
購入例

中人（中学・高校生）12 〜 17才

400円

お得

小人
（幼児・小学生）
4 〜 11才

300円

お得

お得

「サンクス・フェスティバル」パスポート
大人１デーパスポート￥7,900 ▶
なら500円お得で￥7,400

「サンクス・フェスティバル」パスポート
大人１デーパスポート￥8,900 ▶
なら500円お得で￥8,400

ご購入はオンラインで！

さらに！

コーポレートプログラム利
用券を使えばさらにお得！

ご購入にあたって

「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」
利用者専用サイトにアクセス

コーポレートプログラム

※購入には、プランパスワードと契約団
体番号が必要になります
※１デーパスポート料金は価格変動制と
なりますので、東京ディズニーリゾー
ト・オフィシャルウェブサイトをご確
認ください
※「サンクス・フェスティバル」パスポー
トはオンライン限定販売となります

利用者専用サイト

＜購入方法に関するお問い合わせ＞

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク
TEL．0570－00－1928 ／ 10：00 ～ 15：00（年中無休）
※プランパスワード・契約団体番号については、会員向け限定
特典のため、あしすと事務局までお問合せください

● コーポレートプログラム利用券をご利用いただけます
利用方法は、利用者専用サイトでご確認ください
● お支払いはクレジットカードに限ります
● 購入後のキャンセル、払い戻しはできません
● このチケットの購入に必要な情報および購入したチケッ
トを購入対象者以外の第三者に対して、有償・無償を問
わず譲渡（インターネットオークションへの出品行為含
む）はできません
● 本内容は、予告なく変更または終了する場合があります
● その他チケットに関する詳細は、利用者専用サイトをご
確認ください

各種助成事業 デジタル申請受付のご案内

これまで書面による受付のみとしておりました「各種助成申請」におきまして、令和４年度から「デジタル申請」による受付を開始しています
対象助成申請：人間ドック・がん検診・各種予防接種 受診料助成申請
指定宿泊施設利用助成申請
受講料助成申請
利用方法：パソコン・タブレット・スマートフォン等から「あしすとホームページ」にアクセスしてください（https://assistaizu.or.jp）
上段メニューの「各種助成金デジタル申請」をクリックし、提出したい申請書を選択した後、申請書ページの必要項目に入力してください
証明書類として提出いただく領収証等は、画像ファイルやＰＤＦファイルとして添付していただきます
提出された申請書は、あしすと事務局へメールとして送信され、書面による申請書と同様に事務処理いたします
利用対象：会員個人による申請に限ります
※各種費用の支払や助成金の受取を「事業所とりまとめ」としている場合は、デジタル申請での受付はできません
これまで同様、書面での申請をお願いいたします

慶弔見舞金のご請求をお忘れなく
慶弔見舞金の請求は、入会月の翌月1日から資格が発生し、また、事由の発生から3年間受付していますが（会員期間中
に限る）
、お忘れのないように、事由発生後は速やかに請求してください
慶弔見舞金の内容は、
「あしすとホームページ」
（https://assistaizu.or.jp）または「あしすと便利活用ブック」でご
確認いただけます
入学祝金請求の際には、各市町村の教育委員会が発行する「入学通知書」等の写を証明書類として添付いただいており
ます
入学通知書の写を手元に残していない場合には、
「生徒手帳」等の写・
「通知表」の表紙の写・在学証明書等、お子様の
氏名・学校名・年度や学年が記載されたものを添付してください
また、卒業祝金（中学校のみ）請求の際の証明書類としては、原則として卒業証書の写を
添付してください
高等学校の入学証明書類は、卒業祝金の証明書類とはなりませんので、ご注意ください
ご不明な点は、あしすと事務局までお問い合わせください
ｔｅｌ 0242－36－5622
仲間が増えるとみんなが嬉しい！
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協定ツアー紹介
「協定ツアー」は各旅行会社が
企画・実施するツアーです
「あしすと」の主催事業ではありません

協定ツアーとは、割引サービスと利用助成により格安料金でご利用いただけるツアーです
ツアーの予約を旅行会社でされた後、あしすと窓口で提携旅行会社利用助成券を申請してください
旅行会社で、あしすとが発行した助成券を提出の上、旅行代金をお支払ください
◇利用資格／会員及びご家族（会員同行の場合に限る）
◇利用助成額／会員及びご家族 １回1,000円
◇利用限度回数／年度内３回まで ※助成券をご利用済みの方でも会員価格でご参加いただけます
注）申込人数によっては、旅行を中止する場合もございます。詳しくは、各旅行会社まで

お申込先：会津交通観光株式会社

古峯神社
～直行直帰！ 今年も福が訪れますように～
◆出 発 日 1月6日（金）・7日（土）・15日（日）
◆旅行代金
助成券使用
会員価格
◆日

程

7,455円 8,455円

℡ 0120－26－6657（フリーダイヤル）

古峯神社

日帰り

日光ストロベリーパーク いちご狩り食べ放題
◆出 発 日
◆旅行代金

一般価格

8,900円

喜多方駅
（7：00） ― 会津若松駅
（7：40） ― アピオ第２駐車場
（7：55）― 会津若松ＩＣ（8：00）― 古峯神社（ご祈祷・直会）
― 会津若松ＩＣ
（16：30） ― アピオ第２駐車場
（16：35） ―
会津若松駅
（16：50）― 喜多方駅（17：30）

1月8日
（日）
・14日
（土）
・22日
（日）
助成券使用

◆日

会員価格

9,355円 10,355円

夕食
オプション付

食事

日帰り

程

12,680円 13,680円

一般価格
10,900円
14,400円
食事

喜多方駅（7：00） ― 会津若松駅（7：40） ― アピオ第２駐車場
（7：55） ― 会津若松ＩＣ（8：00） ― 古峯神社（ご祈祷・直会）
― 日光ストロベリーパーク
（いちご狩り食べ放題）― 会津若松
ＩＣ（17：50） ― アピオ第２駐車場（17：55） ― 会津若松駅
（１８：１0）― 喜多方駅（１８：50）

昼

※バスガイドなし／添乗員同行
※運行バス会社：会津交通又は同等クラス

【夕食オプション】
アピオ第２駐車場（ホテルの送迎バスにて・17：55）― 東山グラ
ントホテル
（バイキング夕食・ご入浴・ホテルの送迎バスにて帰路へ）
― 各発地

昼

※いちごの品種について、当日の生育状況でのご案内となります
※バスガイドなし／添乗員同行
※運行バス会社：会津交通又は同等クラス

あしすと人間ドック受診料割引制度のお知らせ
1月から3月の期間限定で、市内の提携医療機関にて会員本人が人間ドック（日帰りまたは1泊）を受診した場合
通常料金よりも低料金となる提携料金で受診ができます。皆様の健康管理に是非お役立てください
「あしすと提携医療機関」へ電話により人間ドックの予約

（日帰りドック or 1泊ドック）・胃部検査（胃カメラ or 胃透視）・
（氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・受診コース
）
受診希望日及びあしすと会員である旨を伝えて予約してください

あしすと窓口で「あしすと人間ドック受診券」の発行を申請

受診当日「あしすと人間ドック受診券」を提出し人間ドックを受診、提携料金をお支払い
※健診結果については、医療機関から会員本人へ直接送付いたします

会員本人負担分の受診料については、あしすと事務局へ領収証（コピー可）を添えて人間ドック受診料助成申請書を提出
後日、助成金をお振込みいたします

提携医療機関紹介
医療機関名

所在地&TEL

竹田綜合病院
健診センター

本町1－1
0120-274-233

会津中央病院
健診センター

鶴賀町1－1
0242-24-6881

区

あしすと人間ドック
受診料助成制度利用

分

日帰りドック基本
1泊ドック基本
日帰りドック基本
1泊ドック基本

提携料金

34,600円 39,600円
59,900円 64,900円

33,500円 38,500円
57,700円 62,700円

通常料金(税込） 割引対象期間

41,800円
38,000円
67,100円
61,000円
40,700円
37,000円
64,900円
59,000円

※会津中央病院健診センター：コロナ禍により宿泊ドックは中止しております。再開につきましては、お問合せください
※各医療機関の予約状況によって受診できない場合もございますのでご了承ください
※上記金額は消費税込みの料金です。※オプションに関しては割引対象外です
仲間が増えるとみんなが嬉しい！
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1月から
3月まで

●●● 事業所紹介コーナー

●●●

このコーナーでは、あしすとに加入していただいている事業所（事業所会員に限らせていただきます）の事業内容やお店の紹介をして
いきます。事業所の様々な広報・ＰＲの場として、ぜひお役立てください。あしすとのホームページにも掲載させていただきます
掲載料等は一切必要ありません。掲載ご希望の事業所様は、あしすと事務局にお申込ください

町屋かふぇ & 雑貨
●所在地
●ＴＥＬ

桃花 momoca

会津若松市七日町1－28
０90－6258－3276

甘味と、あったか～いお飲み物
広い空間で、心地よい音楽と共に、ほっこり癒されて下さい。
建物も、町屋造りで、
「落ち着く～」
「長いしたくなる～」のお客さまの声多々
手作り雑貨 小物 洋服 パステル画
催し物会場 ワークショップ ミニコンサート会場にも、ご利用出来ます。
ご相談下さい♪

株式会社

Alive

●所在地
●ＴＥＬ
●ＦＡＸ

会津若松市滝沢町7－22
０２４２－２3－7033
０２４２－２3－8761

ワシントン
ホテル

千石バイパス

会津若松駅

弊社は、東京海上日動火災保険・東京海上日動あんしん生命の代理店です。
「お客様から愛され選ばれること」と「社員が生き生きと活躍すること」という理念の
もと、株式会社ガーディアンとアイランス有限会社が合併し、2022年3月に株式会社
Aliveを設立いたしました。
お客様が困ったとき、人生の節目のとき、顔が浮かぶ身近な相談相手として「人の生
きるサポートをしたい」という想いを社名に込めました。
今後とも宜しくお願いいたします。
代表取締役 栗村 祥三

警察署

セブン
イレブン

白虎通り
マクドナルド

Alive

〜あしすと事務局 年末年始のお休みついて〜

あしすと事務局は、１２月２９日（木）から１月３日（火）までを年末年始のお休みとさせていただきます
年末年始にご利用になる助成券等は、お早めにお申込ください
年末の午後９時までの延長窓口は１２月２7日（火）が最終日、年始は１月12日（木）が初日です

10月・11月の新規入会事業所紹介

⃝株式会社山空林業

⃝インテリア ヤマウラ

あしすとでは、勤労者（会員）
のみなさまの福祉厚生事業を行っています
会員が増えると、スケールメリットを生かして事業の内容をさらに充実させることができます
○発

■営業時間 ／ 9：00〜17：00
延長窓口営業日 9：00〜21：00
■休 業 日 ／ 土・日・祝日・年末年始
■加入状況（令和４年11月22日現在）
◦事業所数 ／ 303事業所
◦会 員 数 ／ 2,387名

行

一般財団法人会津若松市
勤労者福祉サービスセンター
〒965−0807 会津若松市城東町14番52号
TEL 0242−36−5622／FAX 0242−26−7055
https://assistaizu.or.jp
info@assistaizu.or.jp
仲間が増えるとみんなが嬉しい！
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新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！

