
「登録家族」の範囲について

「登録家族」とは、配偶者及び親（同居・
別居）、同居の子供です

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
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〈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

あしすとだより
会報（年６回 偶数月発行）ご家族でご覧ください

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
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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、諸般の事情により中止または時間短縮となる場合には、ＳＮＳ等に
よりご案内いたします

4月 5月 6月
6日㈭・11日㈫
20日㈭・25日㈫

9日㈫・18日㈭
23日㈫

1日㈭・ 6日㈫
15日㈭・20日㈫
29日㈭

「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！　https://assistaizu.or. jp

中井貴一×佐々木蔵之介の〈骨董コンビ〉が、安田章大（関ジャニ∞）を迎えいざ大阪へ!
狙うは豊臣秀吉の幻の茶碗「鳳凰」。
終わりよければ、“嘘”も良し?!
お宝バトルを制するのは誰なのか?
●と　　き　6月24日（土）

①午前の部10：00　②午後の部14：00　開会（30分前開場）
●上映作品　嘘八百　なにわ夢の陣

〈出演〉中井　貴一　佐々木　蔵之介／安田　章大　中村　ゆり　友近　森川　葵　
●と こ ろ　会津若松市文化センター　文化ホール（全席指定）

※駐車場は多目的広場（旧陸上競技場）をご利用ください。

●入 場 券　 会員前売
入 場 券

大　人 小人（中学生以下）

500円 300円
１会員４枚まで会員価格でお求めいただけます　※未就学児の入場は不可です

●購入方法　前売入場券は、〈あしすと事務局窓口〉において４月11日（火）より先着順販売いたします
定員になり次第、販売は終了します

～Ｃｏｍｅ Ｃｏｍｅ あしすと～ 会員の皆様のご意見を
おきかせください　　

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　4月20日(木）午前9：00～午後7：00
●ところ　あしすと事務局
●対　象　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

あしすと七夕名画座

Ⓒ2023「嘘八百　なにわ夢の陣」製作委員会

あしすと七夕名画座

　　　　　仲間が増えるとみんなが嬉しい！　　　　　　　　新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！1



五感を刺激する☆癒しのストレッチ
～疲れたココロとカラダをほぐします～

スウェーデン発祥の「IKEA　仙台」・閖上での再建「佐々木酒造店」と
世界的にも希少な「ニッカウヰスキー仙台工場」日帰りの旅

北会津のさくらんぼ狩り～ 2日間開催

1

2

3

� １次受付締切：4月21日（金）必着　　２次先着順受付：5月12日（金）まで

� １次受付締切：4月19日（水）必着　　２次先着順受付：4月28日（金）まで

� １次受付締切：4月21日（金）必着　　２次先着順受付：5月26日（金）まで

ＬＥＤキャンドルのほのかな明かりの中、アロマの香りに包まれながらストレッチで体をほぐし
毎日の仕事や家事に追われるストレスフルな日常を解消していきます
みなさん、一緒にリラックスの時間を過ごしましょう

真っ赤な甘い宝石を、口いっぱいにほおばって…
今日は楽しいさくらんぼ狩り！ご家族そろってお出かけください

●と　き　5月30日（火）午後6：30～8：00
〈１次受付締切：4月21日（金）必着／２次先着順受付：5月12日（金）まで〉

●ところ　勤労青少年ホーム　
●対　象　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
●定　員　12名
●講　師　ＴＳＵ♡ＹＡさん（Ｋｉｒｅｉ塾主宰）
●持ち物　ヨガマット・汗拭きタオル・飲み物／動きやすい服装
●参加費　 会　　員 登録家族 その他家族

300円 300円 800円

●と　き　6月3日（土）午前7：30出発
〈１次受付締切：4月19日（水）必着／２次先着順受付：4月28日（金）まで〉

●行き先　宮城県　名取市及び仙台市方面
●対　象　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
●定　員　30名（最少催行人員20名）
●参加費　 会　　員 登録家族 その他家族

5,800円 6,300円 7,300円
●日　程　集合場所・時間：会津若松駅白虎隊銅像前／7時20分集合

※あしすと事務局及び旅行会社で駐車場のご用意はいたしません

●と　き　① 6月17日（土）　　いずれも午前8時50分～9時30分② 6月18日（日）
※必ず希望日を「第１希望」「第２希望」と明記の上お申込ください
いずれか一日のみ希望の場合は、「第１希望」のみ明記してください
希望日が無い場合は、事務局で決定させていただきます

〈１次受付締切：4月21日（金）必着／２次先着順受付：5月26日（金）まで〉
●ところ　会津さくらんぼ村　tel　0242－58－2740
●対　象　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
●定　員　各回50名
●参加費　 会　　員 登録家族（中学生以上） 登録家族小学生 登録家族幼児（4歳以上） その他家族

900円 1,100円 900円 600円 1,500円
●その他　現地集合、現地解散になります。３歳以下は無料

＊申込方法は、3ページの「事業申込方法」をご覧ください

【旅行企画・実施】福島県知事登録旅行業第2種122号　会津交通観光株式会社
　　　　　　　　 会津若松市東栄町1番81号　会津交通第二ビル
　　　　　　　　 電話　0242－26－0011
○参加決定後、旅行社より詳細をご案内いたします
○参加費の支払いは、旅行社からお送りする振込依頼書等により旅行社へお支
払いください
○本事業実施のため、参加者の氏名・年齢・性別・住所・電話番号をあしすと
事務局より旅行社に提供いたしますので、ご了解の上お申込ください

※本事業は、旅行業法等の規定に従い、以下の
ような取扱いとなりますので、ご理解とご協
力をお願いいたします

会津若松駅前（7：30発）　―　会津若松ＩＣ　―　郡山ＪＣＴ　―　名取ＩＣ
―　名取市閖上　佐々木酒造店（試飲・買物）・かわまちテラス　―　IKEA仙台（昼自由）
―　ニッカウヰスキー仙台工場宮城峡蒸留所（見学・試飲）―　仙台宮城ＩＣ
―　郡山ＪＣＴ　―　会津若松ＩＣ　―　会津若松駅（19：20頃）

　　　　　仲間が増えるとみんなが嬉しい！　　　　　　　　新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！2



広告

●と　き　5月27日（土）午前8：30～午後1：15（予定）
〈１次受付締切：4月19日（水）必着／２次先着順受付：5月10日（水）まで〉

●対　象　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（未就学児は参加不可）
●定　員　15名
●講　師　庄司　裕さん（有限会社企画キャップ）
●参加費　 会　　員 登録家族 その他家族

3,000円 3,500円 4,500円
＊交通費・昼食代・諸経費を含む

●日　程

會津の歴史探訪　～はるかなる中世の會津・栄華は何処（いずこ）～4
� １次受付締切：4月19日（水）必着　　２次先着順受付：5月10日（水）まで

中世の會津で栄華をきわめた葦名氏の山城
やさしい歴史解説つきで、歴史の現場を歩いてみましょう

◎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
　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
◎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

あしすと事務局からのご案内

あしすと　　
ホームページ https://assistaizu.or.jp

暖かい春の陽気に誘われて、甘くて冷たいアイスクリームはいかかですか？
あしすとからサーティワンアイスクリームギフト券500円１枚を30名様にプレゼントいたします
応募方法等は下記のとおりです
●応募資格　会報あしすとだより2023年４月号を手にされたあしすと会員全員

※１会員様１回のみとなります（２回以上は無効）
●応募方法　既にモバイル登録している方⇨応募サイトへのアクセスを案内す

るメールを配信いたしますので、そちらからお申込ください
⇩これからモバイル登録をする方
①表紙右上のＱＲコードを利用してモバイル会員に登録
②右のＱＲコードよりプレゼント申込サイトへアクセス
（認証コード＝登録メールアドレスの入力が必要）

●応募締切　4月21日（金）23：59
●当選発表　抽選により当選された方にギフト券を会員登録住所に送付します

会員登録住所が変更となっている方は、必ず事前に変更届を提出
してください
お送りできない場合には、当選が無効となることもありますの
で、予めご承知おきください
※本号で実施する他の抽選で当選した方は、本事業に重複して当
選することはできません

サーティワン　アイスクリームギフト券　プレゼント！
抽選申込受付締切：4月21日（金）23：59

【旅行企画・実施】福島県知事登録旅行業第2種122号　会津交通観光株式会社
　　　　　　　　 会津若松市東栄町1番81号　会津交通第二ビル
　　　　　　　　 電話　0242－26－0011
○参加決定後、旅行社より詳細をご案内いたします
○参加費の支払いは、旅行社からお送りする振込依頼書等により旅行社へお支
払いください
○本事業実施のため、参加者の氏名・年齢・性別・住所・電話番号をあしすと
事務局より旅行社に提供いたしますので、ご了解の上お申込ください

※本事業は、旅行業法等の規定に従い、以下のような取扱いとなりますので、ご理解
とご協力をお願いいたします

勤労青少年ホーム発（8：30発）　―　小田山（徒歩で中腹まで）
―　向羽黒山城跡（徒歩にて）　―　芳登里（昼食）【会津ピーナッツミニソースかつ丼膳】
―　勤労青少年ホーム着（13：15頃）

応募はモバイル
サービスから
のみです！

事　　業
申込方法

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
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

当選発表と
参加費納入

＊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
＊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
※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

　　　　　仲間が増えるとみんなが嬉しい！　　　　　　　　新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！3



＊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？

【利用対象者】
会員及び登録会員

【利用対象店】
会津若松市内のあしすと割引指定店

【ポイント対象】
あしすと割引店でのお買い物全てが対象
お買い物の回数に応じてポイント獲得

【ポイント特典】
5ポイントを1口として景品が当たる抽選会に応募!

500円以上の
レシート１枚

↓
１ポイント

５ポイントで１口
↓

抽選会応募券１枚

500円以上の
レシート×５

↓
５ポイント

レシート

５ポイントで１口
↓

抽選会応募券１枚

事務局へレシートを持参 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

★利用ポイント制度ってどういう制度？

新規割引指定店紹介

◆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 ＊あしすとマークを呈示してください

会　員　証 モバイル会員証
あ
し
す
と
会
員
証
は

こ
の
マ
ー
ク
が
目
印
で
す
！

生活
株式会社 ＺＷＥＩ（ツヴァイ）

ＺＷＥＩがご提供する結婚相手紹介サービスに、
法人価格でご入会いただけます

最寄店：ツヴァイ郡山店
郡山市燧田195エスパル郡山３階
☎024ー 927－5281（ご入会前のお客様専用）

割引内容
会員本人及び二親等以内の親族
法人特典は右記のとおり

入会初期費用（税込）
コース名称 一般価格 法人価格
ご紹介プラン 115,500円 104,500円

ご紹介＋ＩＢＪプラン 129,800円 118,800円
ＩＢＪ＝日本結婚相談所連盟�

〈変更〉大江戸温泉物語あいづ　日帰り料金改定のお知らせ（３月１日より）
日帰り入館料 バイキングのみ

大人（中学生以上） 600円 1,300円
小学生 350円 900円
幼児（3歳以上） 150円 500円
回数券11枚綴り 6,000円

〈契約終了〉小林造花仏具店
会津二丸屋　武蔵亭
会津文化学院

※料金は全て税込みです

あしすと割引指定店利用ポイント制度
令和５年度 第１回抽選会のお知らせ

指定飲食店（割引指定店利用助成券　利用対象店）

5,000円分お食事券 5本

令和５年度　割引指定店利用ポイント制度
第１回抽選会プレゼント内容

令和５年度第１回応募期間は、
５月８日（月）までです

◎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

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

「あしすとだより」で
皆様の会社のPRを!

無料法律相談会のご案内（要予約）
あしすと事務局までお電話（0242－36－5622）でご予約ください（先着順受付）
●と　き　5月29日（月）午前10：00～午後3：00
●会　場　会津若松市勤労青少年ホーム
●その他　あしすと会員以外の方でもお申し込みいただけます

相談時間は30分以内で、資料があれば持参し、当事者本人がご相談ください
5月24日（水）まで（土日祝日を除く）に必ずお電話でご予約ください（平日午前9：00～午後5：00）

主催：あいきょうさい　福島県民共済会
共催：あしすと

専用ページQRコード

　　　　　仲間が増えるとみんなが嬉しい！　　　　　　　　新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！4



あしすと事務局からのお知らせ

●各種慶弔見舞金給付
●人間ドック受診料助成
　　※ＰＥＴ及び遺伝子検査の受診料含む
　　※一般健診＋付加健診は人間ドックとして取扱います
●がん検診・各種予防接種受診料助成
●指定宿泊施設利用助成
●各種受講料助成
●協定ツアー提携旅行会社利用助成券

●東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券
●提携温泉施設利用助成券
●割引指定店利用助成券
●割引指定店利用ポイント制度
●全福センター推進事業（http://www.zenpuku.or.jp）
●あしすとモバイルサービス
●スパリゾートハワイアンズ入場券斡旋　他
　～内容は変更になる場合もあります～

令和５年度イベント事業計画

夏

その他の通年事業

秋 冬 春
●癒しのストレッチ教室
●七夕名画座
　嘘八百　なにわ夢の陣
●さくらんぼ狩り
●ブルーベリー狩り
●ボディメンテナンス教室
●工場見学ツアー
●理事長杯ゴルフコンペ

●會津の歴史探訪
●會津の酒肴を味わう
●ヨガ教室
●収穫体験
●秋の寄せ植え教室
●会津まつり　会津磐梯山踊り

●クリスマスものづくり教室
●お正月の生け花教室
●ワインと美食の夕べ
●カフェ三昧教室
●如月夜会
●ボウリング大会

●芸奴さんと楽しむ　昼膳／宴
●ためになるセミナー
●バレエ・ウォーキング教室

� 等　お楽しみに！

令和５年度「健康維持増進事業」について

各種助成事業　デジタル申請受付開始のご案内

令和５年度「提携温泉施設利用助成券」及び「割引指定店利用助成券」の発行について

令和５年度「あしすと会費納入」について

会員番号について

項　目 助成金額 利用回数 必要書類 助成方法
人間ドック

（PET検査及び遺伝子検査含む） 5,000円まで
受診費用の助成

（会員の本人負担のみ対象　
本人負担額が助成金額未満
の場合はその額まで　　　）

年度内各1回まで 会員氏名及び受診内容
（検診名等）が明記され
た領収証（コピー可）

申請後、助成金
を口座振込各種予防接種 500円まで

がん検診 ※再検査や診察は対象外
（胃・肺・大腸・子宮・乳・前立腺）

1科目につき
1,000円まで 年度内3科目まで

「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

ご好評いただいております「提携温泉施設利用助成券」及び「割引指定店利用助成券」の発行方法は以下のとおりとなります
いずれの助成券も再発行はできませんので、紛失等しないようご注意ください

口座振替で会費を納めていただいている方のあしすと会費自動振替日は４月27日（木）です
年３分割の方は４月～７月分、年一括納入の方は４月～翌年３月分が引落となります
会費納入通知書により納入していただいている方には、近日中に会費納入通知書をお送りいたします
できるだけあしすと窓口でのご入金にご協力ください
また、新規採用者の入会、退職者の退会がある場合は、毎月25日が受付締切日となりますのでお早めにご連絡ください

あしすとの会員管理システムから出力した会員名簿の会員番号には「５桁の事業所番号」が記載されておりますが
各種申請等にご記入の際は、冒頭の「10」を除いた数字をご記入ください
　例　名簿「10100－0001」→「100－1」と記入
　　　　　「10010－0010」→「10－10」と記入

〈提携温泉施設利用助成券〉あしすと窓口で発行します
●利用資格　会員及び登録家族
●利用枚数　１会員年度内３枚まで（総発行枚数2,400枚）
●利用期間　令和６年３月31日まで

〈割引指定店利用助成券〉
４月１日現在あしすとにご入会いただいている会員の皆様全員に、２枚１セットにしてお届け
します（４月号会報に同封）。今年度から１度に２枚まとめて利用することもできます
●利用資格　会員及び登録家族
●利用枚数　１会員２枚（年度当初配付分のみ）
●利用期間　令和６年３月31日まで

◎各種助成申請のデジタル申請受付を開始しています（詳細は下記参照）
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全福センターからのお知らせ

　　　　　仲間が増えるとみんなが嬉しい！　　　　　　　　新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！6



お申込先：会津トラベルサービス株式会社　℡ 0120－24－6601（フリーダイヤル）

ひたち海浜公園ネモフィラハーモニーと
那珂湊鮮魚ショッピング

日帰り

◆出 発 日　4月21日（金）・26日（水）
◆旅行代金　 助成券使用 会員価格 一般価格

8,310円 9,310円 9,800円
◆日　　程 食事
若松駅前バスターミナル（7：00）　―　ひたち海浜公園：ネモフィラ　一度は見たい青の絶景▶ひたちなか：
お刺身定食の昼食　―　那珂湊：鮮魚ショッピング▶めんたいパーク大洗：見学、ショッピング▶若松駅前
バスターミナル（17：40）

昼

※バスガイドなし、添乗員付　　※運行バス会社：会津バス等

お申込先：会津交通観光株式会社　℡ 0120－26－6657（フリーダイヤル）

角館さくらまつり
　～さくら名所100選のお花見スポット�
� ・角館にも春到来！～　

日帰り
まんぷく食べ放題ツアー
蒸しカキ・新鮮マグロ・やわらか牛タン

３種食べ放題60分１本勝負
日帰り

◆出 発 日　4月20日（木）・23日（日）
◆旅行代金　 助成券使用 会員価格 一般価格

10,875円 11,875円 12,500円
◆日　　程 食事
各発地－会津若松ＩＣ（6：30）　―　角館（さくらまつり・武家屋敷
など自由散策）　―　秋田ふるさと村－会津若松ＩＣ（20：40）
―　各発地

なし

※食事はすべて自由食になります
※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

◆出 発 日　4月15日（土）・23日（日）
5月14日（日）・20日（土）／6月3日（土）・18日（日）

◆旅行代金　 助成券使用 会員価格 一般価格
大人 9,925円 10,925円 11,500円
小人 8,025円 9,025円 9,500円

◆日　　程 食事
各発地　―　会津若松ＩＣ（8：00）　―　塩釜仲卸市場（鮮魚ショッピ
ング）　―　海鮮せんべい塩釜　―　武田の笹かまぼこ（昼食・蒸し
カキ・マグロ・牛タン３種の食べ放題60分間）　―　三井アウトレ
ットパーク仙台港－会津若松ＩＣ（18：00）　―　各発地

昼

※小人→3歳～小学生　　※食べ放題のほかに、ご飯・味噌汁が付きます
※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

お申込先：会津鉄道株式会社　℡ 0242－36－6162

わくわくドキドキ
探検ウォーキング“桜”

（深沢橋梁・桑原トンネル・お座トロ列車） 日帰り

会津高原尾瀬口駅開業70周年記念企画
100万本のひめさゆりが群生する

高清水公園を訪ねて 日帰り

◆出 発 日　4月22日（土）
◆旅行代金　 助成券使用 会員価格 一般価格

大人 3,800円 4,800円 4,900円
小人 3,400円 4,400円 4,500円

◆募集人員　20名様
（最少催行人員　16名様）

◆集合場所　西若松駅／２Ｆ改札前
◆日　　程 食事
西若松駅（9：42発）　―　芦ノ牧温泉南駅　��　【深沢橋梁】
��　【桑原トンネル】　��　芦ノ牧温泉南駅　―　湯野上温泉駅
―　【お座トロ展望列車】（車内昼食）　―　西若松駅（13：16着）

昼
（弁当）

※線路上は足元の悪い箇所がございます。歩きやすい服装、履き慣れた靴でご参加
ください
※列車の運行状況により、トンネルハイクを見合わせる場合がございますので、予
めご了承ください
※添乗員なし。係員がご案内いたします

◆出 発 日　6月24日（土）
◆旅行代金　 助成券使用 会員価格 一般価格

大人 8,700円 9,700円 9,800円
小人 7,700円 8,700円 8,800円

◆募集人員　24名様（最少催行人員　17名様）
◆集合場所　西若松駅／２Ｆ改札前
◆日　　程 食事
西若松駅（9：42発）　―　会津田島駅　―　会津高原尾瀬口駅
―　前沢曲家集落（昼）　―　高清水公園（ひめさゆり群生地）
―　道の駅きらら289　―　会津田島駅　―　西若松駅（17：45着）

昼

※公園内は足元の悪い箇所がございます。歩きやすい服装でご参加ください
※列車は、特急リバティ会津を含めて自由席となります。立席となる場合がござい
ますのでご了承ください
※バスガイドなし、添乗員なし。係員がご案内いたします
※運行バス会社：会津乗合自動車

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

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

約3㎞
コース

約1㎞
コース

会津鉄道沿線の桜を
車窓からお楽しみいただけます
※天候の状況により開花していない
　場合がございます
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●●● 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

●所在地　会津若松市西栄町1－82
●ＴＥＬ　0242－27－3585
●ＦＡＸ　0242－27－4187
●ホームページ　http://kikuya-hana.com
●Ｅ－ｍａｉｌ　kikuya273585@gmail.com

●所在地　会津若松市日新町15－44
●ＴＥＬ　0242ー 85－6627
●ＦＡＸ　0242－93－5342
●ホームページ　https://yamasora.co.jp
●Ｅ－ｍａｉｌ　info@yamasora.co.jp

有限会社　きくや生花店

株式会社　山空林業

○発　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

■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３月22日現在）
　◦事業所数／ 298事業所
　◦会 員 数／ 2,334名

会津若松市内にある当店は、創業65年の歴史を誇り、熟練のフラワーアーティストが手がける丁寧な花束やアレンジメントが人気です。
特に、母の日などの季節のイベントには、美しい花束やアレンジ、鉢物を豊富に取り揃えており、多くのお客様から支持をいただいております。
お車でのご来店も安心していただけるよう、店舗内に駐車場を設けております。
また、花キューピット加盟店として、全国へのお花の宅配サービスもご利用いただけます
ので、遠方の方にもおすすめです。
また、当店ではお客様に定額の花の宅配サービスも提供しております。
毎月お家や職場などに、季節に合わせた美しい花束やアレンジメントをお届けします。
定期的にお花を贈ることで、大切な人との繋がりを深めることもできます。
ぜひ、お花のお届け便をご利用ください。
さらに、訪問型講習というサービスも提供しており、講師がお客様のご指定いただいた場
所に訪問し、花のアレンジメントのレッスンを行っております。
花の魅力を一緒に感じていただけるよう、心を込めてサポートいたします。
当店は、今後もお客様により充実したサービスを提供するために、努力してまいります。
何かご要望がございましたら、お気軽にお問合せください。

当社は主に特殊伐採を得意としております。住宅のお庭や、神社・寺院・墓地など重機が
入れない狭い場所で、特殊な技術を駆使して立木の伐採や剪定などお客様のニーズに合わ
せた施工を行っています。
今までの経験と技術、そして
チームワークで最高の仕事が
できるよう『極無（きわまりな
し）』の精神で社員一同日々精
進してまいります。
伐採でお困りの事があればご
相談ください。

⃝木村工務店2月・3月の新規入会事業所紹介
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

　　　　　仲間が増えるとみんなが嬉しい！　　　　　　　　新規事業所ご紹介にご協力をお願いします！8


