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理事長
菊　池　正　敏

ボウリング東北大会　ご案内
スコアを送って賞品Get!!

●参　加　費　無料（ゲーム代等はご負担の上ご参加下さい）
●参加資格　会員と家族
●参加方法　各自お好きなボウリング場でゲームをお楽しみ下さい
　　　　　　対象ゲーム　～令和5年２月２2日までに行ったゲームの２ゲーム分（続投）
　　　　　　　　　　　　スコアの余白に事業所と会員氏名・投球者（小学生以下は年齢も）を明記し

アスピークへ郵送下さい（ＦＡＸ・メール可）
　　　　　　締　　　切　令和5年2月24日必着
●そ　の　他　ハンデ　小学生以下・女性　+20点・過去優勝者　－30点
●賞　　品　参加賞及び入賞賞品は事業所へ送付いたします

●参 加 賞　図書カード1,000円分予定　申込締切後、送付いたします
●入賞賞品　盛岡以外の参加SCの名産品等3,000円分相当
　　　　　　男女混合　　1・2・3位・BB・飛び賞
　　　　　　サービスセンター東北ブロック内で集計の後、3月末までに各賞に当たった方へ賞品をお送りします。

東北ブロックSC合同によるボウリング大会を開催します。
皆さんのご参加お待ちしております。

サービスセンターニュースサービスセンターニュース

令和5年1月号

NO.4
6

新年あけましておめでとうございます

　会員の皆様には、希望に満ちた清 し々い新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　令和2年より感染拡大が生じている新型コロナウイルス感染症は、医療や社会・経

済活動に大きな影響を及ぼしており、当サービスセンターの事業におきましても、多くの

イベントに影響を及ぼしており、当サービスセンターの事業におきましても、多くのイベン

トに影響を受けるものとなり、会員の皆様には心苦しく思っているところでございます。

　ウィズ・コロナ（新型コロナウイルスとの併存）における事業のあり方について考えな

がら、魅力ある福利厚生サービスの提供を図って参りたいと存じますので、引き続きご

協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

　年頭にあたり、各事業所様の更なるご発展と、会員、ご家族の皆様のご多幸を祈念申し上げまして、新年の挨

拶といたします。

　　令和5年　元　旦

一般財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター

理事長　菊　池　正　敏
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出演者：渡辺貞夫（as）　小野塚晃（pf）
　　　　須川崇志（b）　  竹村一哲（ds）
日時　4月8日㈯　14：0０開演（13：3０開場）
会場　北上市文化交流センターさくらホール　中ホール
料金　

※未就学児入場不可。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月3日㈮

渡辺貞夫カルテット2023取寄
★

券　種
全席指定

会員料金
6,200円

一般料金
7,500円

日時　２月公演のうち
　　　2月18日㈯　17：3０開演
　　　2月24日㈮　13：3０開演  の2公演
会場　東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
料金　※各公演10枚限定

※大人料金のみでご購入の場合でも、ファミリーゾーンS席からのご用意とな
ります。
※子ども＝公演当日３歳以上、小学校６年生以下。
※３歳以上有料（膝上鑑賞不可）、２歳以下入場不可。
※チケットは取寄せとなります。希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：1月24日㈫

　　 　ディズニーミュージカル
『リトルマーメイド』仙台公演

取寄
★

券種（ファミリーゾーン）

S席 大　人
子ども

会員料金
  9,500円
  4,500円

一般料金
11,000円
  5,500円

ⓒDisney

チケット斡旋

券　種
全席指定（１F・２F）

会員料金
2,500円

一般料金
3,000円

特別出演　大阪桐蔭高等学校（大阪府）
出演　北上市立上野中学校／矢巾町立煙山小学校
日時　1月29日㈰　13：00開演（12：15開場）
会場　岩手県民会館　大ホール
料金　

第８回“いわて吹奏楽祭”

券　種
全席指定

会員料金
5,500円

一般料金
6,600円

日時　4月20日㈭
　　　13：30開演（13：00開場）
会場　盛岡市民文化ホール　大ホール
料金　２０枚限定

※未就学児入場不可。※公演の延期・中止以外での払戻はいたしません。
※出演者は変更となる可能性があります。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月28日㈫

フォレスタコンサート in 盛岡
～人生にありがとう～

取寄
★

日時　4月15日㈯　18:00開演（17:30開場）
会場　岩手県民会館　大ホール
料金　20枚限定

券種（全席指定）
S席

会員・一般料金
17,000円

The Doobie Brothers
50th Anniversary Tour 盛岡公演

取寄
★

※本公演は主催者の意向により定価での取扱いとなります。
※未就学児入場不可。※一般発売日1月21日㈯
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：1月31日㈫

日時　3月19日㈰
　　　18：00開演（17：00開場）
会場　奥州市文化会館Ｚホール　大ホール
料金

※３歳以上有料。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月22日㈬

T.M.R.LIVE REVOLUTION’22
-VOTE JAPAN-

取寄
★

券　種
全席指定

会員料金
7,500円

一般料金
9,000円

※未就学児入場不可。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
※車椅子でご来場のお客様はお手数ですが公演前にキョードー東北までご連
絡ください。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：1月23日㈪～2月3日㈮

日時　3月4日㈯　16：00開演（15：00開場）
会場　北上市文化交流センターさくらホール
　　　大ホール
料金　20枚限定

清水ミチコ リサイタル
～カニカマの夕べ～

取寄
★

券　種
全席指定

会員料金
5,500円

一般料金
6,500円

※未就学児入場不可。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。
　車椅子でご来場のお客様は、S席のチケットをご購入の上、お手数ですが公
演前にキョードー東北までご連絡下さい。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：1月23日㈪～2月3日㈮

出演　中村勘九郎　中村七之助　他
日時　3月18日㈯
　　　11：00開演（10：30開場）
　　　15：00開演（14：30開場）　の２回公演
会場　盛岡市民文化ホール　大ホール
料金　各公演２０枚限定

中村勘九郎 中村七之助
春暁特別公演2023

取寄
★

券　種
S席

会員料金
7,500円

一般料金
8,800円

新型コロナウイルス感染症対策のため、ご案内した公演が延期・中止となることがあります。
情報が入り次第ＨＰにてご案内しますのでご確認をお願いいたします。※チケット購入者へは個別に連絡いたします。

会員証を提示の上、アスピーク窓口でお買い求め下さい。予約は随時受け付けます。（座席は事務局に一任下さい。）
※各公演のチケットは、会員の方へのみアスピークが補助した会員料金で、一般の方へは一般料金で販売します。
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・★印の公演等のチケットは取寄せです。お申込みいただいてからチケット入荷まで日数を頂戴いたします。
・取寄の場合、お申込みいただいたチケットは確実に確保できますが、入荷は公演日の２週間前頃となりますのでご了承願います。
・申込締切のないチケットは公演日の一週間ほど前に回収又は受付終了となる場合があります。回収後のキャンセルはできません。
・ご来場いただくお客様は「マスクの着用」「手指の消毒」等の感染症対策にご協力をお願いいたします。また、新型コロナウイルス
　感染症拡大防止策として、ご来場前に必ずお名前と連絡先をチケットの半券に記入するほか、会場係員の指示に従って下さい。

注
意
事
項

■藤田真央＆務川慧悟 ピアノデュオ
　日時：令和5年2月21日㈫　 18：30開演
　申込締切：2月2日㈭

■劇団飛行船『デリシャスパーティ♡プリキュア』
　ドリームステージ♪
　日時：令和5年2月26日㈫　①11：00開演②14：00開演
　申込締切：1月19日㈭

※未就学児入場不可。
※U-25チケットはアスピークでは取り扱いません。チケットぴあにてご購入下
さい。その場合、指定席券との連席とはなりませんのでご注意下さい。
※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外の払い戻しはい
たしません。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。
※車椅子でご来場予定のお客様は、あらかじめチケットをご購入の上、座席番
号をキョードー東北 022-217-7788へ公演前までにご連絡下さい。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月13日㈪～24日㈮

券　種
全席指定

会員料金
8,500円

一般料金
10,000円

　作：演出　三谷幸喜
出演：内野聖陽・瀬戸康史
日時　全5回公演
　　　①4月6日㈭　18：00開演（17：15開場）
　　　②4月7日㈮　13：30開演（12：45開場）
　　　③4月8日㈯　13：30開演（12：45開場）
　　　④　 〃　　　 18：00開演（17：15開場）
　　　⑤4月9日㈰　13：30開演（12：45開場）
会場　仙台電力ホール
料金　各公演２０枚限定

ＰＡＲＣＯ劇場開場50周年記念シリーズ
「笑の大学」

取寄
★

※未就学児のご入場はお断りいたします。
※開演後、お座席へのご案内を一部制限させていただきます。ネタ入り後のご
入場はできませんので、予めご了承下さい。
※ご来場の際は必ずマスク着用をお願い致します。又、37.5度以上の発熱が
あった場合は、ご来場をお断りさせていただきますので予めご了承下さい。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。
※車椅子でご来場のお客様はお手数ですが公演前にキョードー東北までご連
絡下さい。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月13日㈪～24日㈮

券　種
全席指定

会員料金
3,200円

一般料金
4,000円

日時　5月13日㈯
　　　13：30開演（12：30開場）
会場　岩手県民会館　中ホール
料金　20枚限定　

立川談春 独演会2023取寄
★

※車椅子席をご希望の方は、一般席のチケットをご購入の上、スパイスコミュ
ニケーションまで公演日前までにご連絡をお願いします。車椅子席に上限が
あるためご希望に添えない場合もございます。スパイスコミュニケーション
（022-302-3201 またはinfo@spice-sendai.jp）
※３歳以上より入場可・２歳以下入場不可。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月17日㈮

券　種
全席指定席

会員料金
7,500円

一般料金
8,800円

日時　3月19日㈰
　　　16：00開演（15：15開場）
会場　岩手県民会館　大ホール
料金　　

Masahiko Kondo Live Tour
M5K8 Final-Episode

取寄
★

詳細はニュース11月号又はHPをご覧下さい
好評発売中！

広告

広告

出演者：渡辺貞夫（as）　小野塚晃（pf）
　　　　須川崇志（b）　  竹村一哲（ds）
日時　4月8日㈯　14：0０開演（13：3０開場）
会場　北上市文化交流センターさくらホール　中ホール
料金　

※未就学児入場不可。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月3日㈮

渡辺貞夫カルテット2023取寄
★

券　種
全席指定

会員料金
6,200円

一般料金
7,500円

日時　２月公演のうち
　　　2月18日㈯　17：3０開演
　　　2月24日㈮　13：3０開演  の2公演
会場　東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）
料金　※各公演10枚限定

※大人料金のみでご購入の場合でも、ファミリーゾーンS席からのご用意とな
ります。
※子ども＝公演当日３歳以上、小学校６年生以下。
※３歳以上有料（膝上鑑賞不可）、２歳以下入場不可。
※チケットは取寄せとなります。希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：1月24日㈫

　　 　ディズニーミュージカル
『リトルマーメイド』仙台公演

取寄
★

券種（ファミリーゾーン）

S席 大　人
子ども

会員料金
  9,500円
  4,500円

一般料金
11,000円
  5,500円

ⓒDisney

チケット斡旋

券　種
全席指定（１F・２F）

会員料金
2,500円

一般料金
3,000円

特別出演　大阪桐蔭高等学校（大阪府）
出演　北上市立上野中学校／矢巾町立煙山小学校
日時　1月29日㈰　13：00開演（12：15開場）
会場　岩手県民会館　大ホール
料金　

第８回“いわて吹奏楽祭”

券　種
全席指定

会員料金
5,500円

一般料金
6,600円

日時　4月20日㈭
　　　13：30開演（13：00開場）
会場　盛岡市民文化ホール　大ホール
料金　２０枚限定

※未就学児入場不可。※公演の延期・中止以外での払戻はいたしません。
※出演者は変更となる可能性があります。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月28日㈫

フォレスタコンサート in 盛岡
～人生にありがとう～

取寄
★

日時　4月15日㈯　18:00開演（17:30開場）
会場　岩手県民会館　大ホール
料金　20枚限定

券種（全席指定）
S席

会員・一般料金
17,000円

The Doobie Brothers
50th Anniversary Tour 盛岡公演

取寄
★

※本公演は主催者の意向により定価での取扱いとなります。
※未就学児入場不可。※一般発売日1月21日㈯
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：1月31日㈫

日時　3月19日㈰
　　　18：00開演（17：00開場）
会場　奥州市文化会館Ｚホール　大ホール
料金

※３歳以上有料。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：2月22日㈬

T.M.R.LIVE REVOLUTION’22
-VOTE JAPAN-

取寄
★

券　種
全席指定

会員料金
7,500円

一般料金
9,000円

※未就学児入場不可。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
※車椅子でご来場のお客様はお手数ですが公演前にキョードー東北までご連
絡ください。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：1月23日㈪～2月3日㈮

日時　3月4日㈯　16：00開演（15：00開場）
会場　北上市文化交流センターさくらホール
　　　大ホール
料金　20枚限定

清水ミチコ リサイタル
～カニカマの夕べ～

取寄
★

券　種
全席指定

会員料金
5,500円

一般料金
6,500円

※未就学児入場不可。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。
　車椅子でご来場のお客様は、S席のチケットをご購入の上、お手数ですが公
演前にキョードー東北までご連絡下さい。
※チケットは取寄せとなります。ご希望の方はアスピークへお申込み下さい。

申込締切：1月23日㈪～2月3日㈮

出演　中村勘九郎　中村七之助　他
日時　3月18日㈯
　　　11：00開演（10：30開場）
　　　15：00開演（14：30開場）　の２回公演
会場　盛岡市民文化ホール　大ホール
料金　各公演２０枚限定

中村勘九郎 中村七之助
春暁特別公演2023

取寄
★

券　種
S席

会員料金
7,500円

一般料金
8,800円

新型コロナウイルス感染症対策のため、ご案内した公演が延期・中止となることがあります。
情報が入り次第ＨＰにてご案内しますのでご確認をお願いいたします。※チケット購入者へは個別に連絡いたします。

会員証を提示の上、アスピーク窓口でお買い求め下さい。予約は随時受け付けます。（座席は事務局に一任下さい。）
※各公演のチケットは、会員の方へのみアスピークが補助した会員料金で、一般の方へは一般料金で販売します。
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　例年大好評の三浦わたる「歌とトークの贈り物」。
　チケット購入の方は、宿泊料が特別料金5,000円。
　会員・家族の方はアスピーク宿泊助成券の利用（その他割引併用可）で
お得に宿泊できます。
　
●会　　場　ホテル偕楽苑
　　　　　　チェックイン 15時～
　　　　　　お食事 18時～　　　　
　　　　　　ショー開始 18時30分～
　　
●開 催 日

　
●チケット料金　3,500円（一般料金  6,000円）※3歳未満無料
　　　　　　プラス5,000円で宿泊可能。
　　　　　　アスピーク発行の宿泊助成券利用で実質会員3,000円、家族4,000円で宿泊できます。
　　　　　　その他割引も併用可。
　
●申込方法・申込先

1月
2月
3月

１５日㈰・２６日㈭
　６日㈪・１８日㈯・２８日㈫  　
　８日㈬・１２日㈰・１９日㈰・３１日㈮

開催日

ショー のみ
チケットの予約

－
チケット受取

申込方法
申込先

アスピーク
ホテル偕楽苑
アスピーク

ショー ＋ 宿泊
チケットの予約

チケットを申込んだ旨をお伝えいただき宿泊を予約
チケット受取、宿泊助成券の申請（認印持参）

【宿泊助成券】　会員2,000円、家族1,000円をアスピークが補助します。
詳しくはアスピークへお問い合わせいただくか、ガイドブック2022をご参照下さい。

ショー会場にてご夕食。旬の食材を使ったお料理を堪能しながら、
歌とトーク&カラオケをお楽しみ下さい♪

お食事の時間までゆったりご入浴♨。宿泊される方はお部屋でおくつろぎいただけます。

三浦わたる「歌とトークの贈り物」
《入浴＋食事付》

今年も
聴かせます♪

＼わたるちゃーん！
／

「抗ウイルス」「抗菌」「消臭」性能を持つ紙を使用「抗ウイルス」「抗菌」「消臭」性能を持つ紙を使用

予防接種済証がそのまま
お薬手帳のように
お使い頂けます！

ご家族でも、お一人でもご利用いただけます

【サイズ】タテ：14.8㎝×ヨコ：10.5㎝ 中綴じ冊子・総ページ：20頁
200円（税込）定価

インフルエンザや
その他ワクチン等の履歴も
書き込むことが出来ます。

このワクチン手帳は、使用されるご本人やそのご家族分まで、接種後の接種済証をそのまま貼り付ける（ステッ
カー状になっているのでそのまま貼ることが出来ます）ことで、お薬手帳やその他の手帳と混同する事なく、簡単に
一括管理する事ができます。コロナウイルスワクチンだけではなく、インフルエンザやその他予防接種などの履
歴も記録する事ができ、ご本人やご家族の当時の接種状況や接種後の体調・症状などを振り返り確認できます。

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目8-30 FAX.019-636-0099
TEL.019-636-0011お問い合わせ

ご注文は

［担当］ 副社長 佐々木 秋枝

E-mail eidai-order@eidai-p.ecnet.jp
http://www.eidai-p.ecnet.jp/ 

コロナワクチンの予防接種記録をわかりやすく一括管理

ワクチン手帳ワクチン手帳
広告好評発売中!

好評発売中!
広告

後援：東北労働金庫岩手県本部、こくみん共済coop岩手推進本部、消費者信用生活協同組合

生活相談

労働相談

金融関係

保険関係

法律関係

生　活：家族・年金・ギャンブル
労　働：雇用・賃金・ハラスメント
金　融：融資・債務整理
保　険：保障の点検・見直し
法　律：税金・相続・訴訟
奨学金：奨学金返済や延滞

勤労者のための生活相談電話
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えごまオイルあっせん ご案内
　前回好評だった会員の皆様の健康増進に高い評価をいただいている、えごまオイルのご案内
です。
　特別価格期間は短いですが免疫力を高める栄養機能食品ですので、この機会に是非お試し下
さい。
　
＜えごまオイルの特長＞
・しそ科の植物、えごま種子を昔ながらの圧搾製法で搾った油です。現代人に
不足しがちなオメガ３脂肪酸（α-リノレン酸）を効率よく摂取でき、健康生活
をお手伝いする油です。
・marutaの圧搾クリア製法はクセがなく、さっぱりとした味わいで料理の味を
邪魔しません。
・原料、製造、品質チェック、包装まで一貫生産管理でお届けします。
　
＜ポーションタイプ＞（3g×30袋×２個）
①食べやすい

marutaの圧搾クリア製法でクセがなく、さっぱりとした味わいで料理の味をジャマしません。
②使いやすい

携帯にも便利な使い切り小袋タイプだから、酸化の心配なし！
お弁当や外食時にもおすすめです。

③続けやすい
１日１袋が目安！計量の手間もございません。
小袋１袋で、１日に必要なオメガ3脂肪酸（α-リノレン酸）が摂取できます。

④品質第一
原料、製造、品質チェック、包装まで一貫生産管理。

⑤賞味期限
製造日より1年

 

「毎日えごまオイル」ポーションタイプ（３ｇ×３０袋×２個）
　

●申込方法　ご希望の方は、専用の申込書を差し上げますので、
　　　　　　アスピークへお申し出下さい。
●期　　間　～1月31日　17時　必着
●料　　金　2,000円（税・送料込）
　　　　　　※メーカー希望小売価格  3,920円（税・送料込）
　　　　　　※上記期間以降は2,200円にて販売となります。

　2023年度版ガイドブック、NEWS「アスピーク」へ広告を掲載しませんか？
　詳しくはアスピークまでお問合せ下さい。
　※詳しい要項等をご覧になりたい場合は、アスピークへお問合せ下さい。

《℡ 653-1910》

※ガイドブックへ掲載希望の場合は、印刷
日程の都合上２月末日までにお申し込み
下さい。

　ニュースへ掲載希望の場合は、発行月の
前月上旬までにお申し込み下さい。

掲載広告　募集!掲載広告　募集!ガイドブック2023
NEWS「アスピーク」
ガイドブック2023
NEWS「アスピーク」

掲 載 料

掲載料

  8,000円
16,000円
32,000円
48,000円

掲載枠

1/6ページ

1/3ページ

2/3ページ

1ページ

規格サイズ

81×87

81×176

164×176

249×176

　例年大好評の三浦わたる「歌とトークの贈り物」。
　チケット購入の方は、宿泊料が特別料金5,000円。
　会員・家族の方はアスピーク宿泊助成券の利用（その他割引併用可）で
お得に宿泊できます。
　
●会　　場　ホテル偕楽苑
　　　　　　チェックイン 15時～
　　　　　　お食事 18時～　　　　
　　　　　　ショー開始 18時30分～
　　
●開 催 日

　
●チケット料金　3,500円（一般料金  6,000円）※3歳未満無料
　　　　　　プラス5,000円で宿泊可能。
　　　　　　アスピーク発行の宿泊助成券利用で実質会員3,000円、家族4,000円で宿泊できます。
　　　　　　その他割引も併用可。
　
●申込方法・申込先

1月
2月
3月

１５日㈰・２６日㈭
　６日㈪・１８日㈯・２８日㈫  　
　８日㈬・１２日㈰・１９日㈰・３１日㈮

開催日

ショー のみ
チケットの予約

－
チケット受取

申込方法
申込先

アスピーク
ホテル偕楽苑
アスピーク

ショー ＋ 宿泊
チケットの予約

チケットを申込んだ旨をお伝えいただき宿泊を予約
チケット受取、宿泊助成券の申請（認印持参）

【宿泊助成券】　会員2,000円、家族1,000円をアスピークが補助します。
詳しくはアスピークへお問い合わせいただくか、ガイドブック2022をご参照下さい。

ショー会場にてご夕食。旬の食材を使ったお料理を堪能しながら、
歌とトーク&カラオケをお楽しみ下さい♪

お食事の時間までゆったりご入浴♨。宿泊される方はお部屋でおくつろぎいただけます。

三浦わたる「歌とトークの贈り物」
《入浴＋食事付》

今年も
聴かせます♪

＼わたるちゃーん！
／

「抗ウイルス」「抗菌」「消臭」性能を持つ紙を使用「抗ウイルス」「抗菌」「消臭」性能を持つ紙を使用

予防接種済証がそのまま
お薬手帳のように
お使い頂けます！

ご家族でも、お一人でもご利用いただけます

【サイズ】タテ：14.8㎝×ヨコ：10.5㎝ 中綴じ冊子・総ページ：20頁
200円（税込）定価

インフルエンザや
その他ワクチン等の履歴も
書き込むことが出来ます。

このワクチン手帳は、使用されるご本人やそのご家族分まで、接種後の接種済証をそのまま貼り付ける（ステッ
カー状になっているのでそのまま貼ることが出来ます）ことで、お薬手帳やその他の手帳と混同する事なく、簡単に
一括管理する事ができます。コロナウイルスワクチンだけではなく、インフルエンザやその他予防接種などの履
歴も記録する事ができ、ご本人やご家族の当時の接種状況や接種後の体調・症状などを振り返り確認できます。

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目8-30 FAX.019-636-0099
TEL.019-636-0011お問い合わせ

ご注文は

［担当］ 副社長 佐々木 秋枝

E-mail eidai-order@eidai-p.ecnet.jp
http://www.eidai-p.ecnet.jp/ 

コロナワクチンの予防接種記録をわかりやすく一括管理

ワクチン手帳ワクチン手帳
広告好評発売中!

好評発売中!
広告

後援：東北労働金庫岩手県本部、こくみん共済coop岩手推進本部、消費者信用生活協同組合

生活相談

労働相談

金融関係

保険関係

法律関係

生　活：家族・年金・ギャンブル
労　働：雇用・賃金・ハラスメント
金　融：融資・債務整理
保　険：保障の点検・見直し
法　律：税金・相続・訴訟
奨学金：奨学金返済や延滞

勤労者のための生活相談電話
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　岩手県交通の各路線では、ＩＣカードへの移行が進んでおり、雫石・松園・滝沢方面においては、現行のバスカードが利用
終了となっている路線や車両があります。バスカードをご購入の際は、岩手県交通のＨＰ等でご確認の上購入をお願いします。
　ＩＣカードのサービスの詳細については、岩手県交通へ直接お問い合わせ下さい。
　現在お持ちのバスカードの払戻をご希望の方は、盛岡バスセンター等の対応窓口にて払戻手続きを行って下さい。
　アスピークでは払戻手続きは行いません。またバスカードの販売については、今後の岩手県交通ＩＣ化移行状況により
販売を終了します。終了時期は決まり次第ニュース・ＨＰ等でお知らせします。

岩手県交通バスカードについて岩手県交通バスカードについて

　アスピークでは盛岡市アイスリンク（みちのくコカ・コーラボトリングリンク）と岩手県営
スケート場の入場券を下表のとおり販売しています。
　運動不足になりがちなこの冬に、手軽にできるスポーツを楽しもう

スケート場　入場券についてスケート場　入場券について

※詳細についてはアスピークへお問い合わせいただくか、ガイドブック等でご確認ください。

広告

　　　　　　　　 窓口でお買い求め下さい。
●利用資格　会員と家族
●券 種 等

　　
※観賞不可作品あり。※3D等追加料金がかかる場合がございます。

有効期限

2023年３月31日

2023年１月31日
随時入替予定

映画館
盛岡中劇
　スクリーン１・２

南部興行
　ルミエール１・２、ピカデリー

券種
大人 1,100円（一般料金 1,800円）
小人　   700円（　　〃　 1,000円）
大人 1,100円（一般料金 1,800円）
小人　   700円（　　〃　 1,000円）

備考
入場利用1回券
有効期限なし
１冊６枚つづりの
回数券

販売時期

通年

営業期間中

券種
大人
小中
大人
小中

施設名
盛岡市アイスリンク
（みちのくコカ・コーラボトリングリンク）

岩手県営スケート場

販売料金(一般料金)
450円（600円）　
150円（150円）　

2,200円（2,850円）
500円（700円）　

映 画 券映 画 券
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広告
今、ご加入のアフラックのがん保険は
「集団扱い」になっていますか？

アスピークの会員なら簡単な手続きで
個人加入よりも割安保険料の

集団扱いへ変更 ができます。

全てはナカイ株式会社にお任せ下さい。

アフラック募集代理店　ナカイ株式会社　盛岡支店
盛岡市大沢川原3－8－40　TEL 652-3261

　岩手県交通の各路線では、ＩＣカードへの移行が進んでおり、雫石・松園・滝沢方面においては、現行のバスカードが利用
終了となっている路線や車両があります。バスカードをご購入の際は、岩手県交通のＨＰ等でご確認の上購入をお願いします。
　ＩＣカードのサービスの詳細については、岩手県交通へ直接お問い合わせ下さい。
　現在お持ちのバスカードの払戻をご希望の方は、盛岡バスセンター等の対応窓口にて払戻手続きを行って下さい。
　アスピークでは払戻手続きは行いません。またバスカードの販売については、今後の岩手県交通ＩＣ化移行状況により
販売を終了します。終了時期は決まり次第ニュース・ＨＰ等でお知らせします。

岩手県交通バスカードについて岩手県交通バスカードについて

　アスピークでは盛岡市アイスリンク（みちのくコカ・コーラボトリングリンク）と岩手県営
スケート場の入場券を下表のとおり販売しています。
　運動不足になりがちなこの冬に、手軽にできるスポーツを楽しもう

スケート場　入場券についてスケート場　入場券について

※詳細についてはアスピークへお問い合わせいただくか、ガイドブック等でご確認ください。

広告

　　　　　　　　 窓口でお買い求め下さい。
●利用資格　会員と家族
●券 種 等

　　
※観賞不可作品あり。※3D等追加料金がかかる場合がございます。

有効期限

2023年３月31日

2023年１月31日
随時入替予定

映画館
盛岡中劇
　スクリーン１・２

南部興行
　ルミエール１・２、ピカデリー

券種
大人 1,100円（一般料金 1,800円）
小人　   700円（　　〃　 1,000円）
大人 1,100円（一般料金 1,800円）
小人　   700円（　　〃　 1,000円）

備考
入場利用1回券
有効期限なし
１冊６枚つづりの
回数券

販売時期

通年

営業期間中

券種
大人
小中
大人
小中

施設名
盛岡市アイスリンク
（みちのくコカ・コーラボトリングリンク）

岩手県営スケート場

販売料金(一般料金)
450円（600円）　
150円（150円）　

2,200円（2,850円）
500円（700円）　

映 画 券映 画 券
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●お問い合わせ先●
アスピーク《一般財団法人　盛岡市勤労者福祉サービスセンター》

〒020-0821  盛岡市山王町10-6 山王ハイツ TEL（019）653-1910  FAX（019）653-1899
URL http://www.morioka-ksc.or.jp　　E-mail  info@morioka-ksc.or.jp

　一般会員として加入されていた会員が、退職等により一般会員を退会した後もアスピーク
のサービスを引き続き利用することができる会員制度です。再就職により一般会員へ再度ご
加入いただくまでの措置等としてご活用ください。

特別会員
入会できる会員
対象年齢
入会手続
会員資格発生
会員期間
入 会 金

会　　費

そ の 他

賛助会員
 一般会員を退会してから６カ月以内の会員 一般会員を退会してから１２カ月以内の会員

入会手続き時の年齢　１５歳～8０歳までの方（81歳の誕生月末日まで）

ご入会可能期間内に必要書類等をご提出ください（ガイドブックP3参照）

毎月２０日までにお手続きください。翌月１日よりご利用可能となります。

毎年４月１日～３月３１日（年度毎の自動更新となります。）年度途中での入会可。

２００円（免除有）
 年額 ８，４００円 年額 ６，０００円

年度途中での移行の場合は月割での会費をお支払いください。

個人会員に関する詳細は、アスピークまでお問い合わせいただくかガイドブック・ＨＰ等でご
確認ください。年度途中での退会及び会費の返還はできませんのでご了承ください。

会員種別利用メニュー　会員種別利用メニュー　

※１　特別会員の共済給付金のうち在会祝金、退会餞別金の請求に注意必要　※２　賛助会員の宿泊助成は、年１回

ガイドブック
センターニュース
全福ガイドブック
各種共済給付金
保養施設日帰温泉
プールチケット

一般
○
○
○
○
○
○

特別
○
○
○
○※1
○
○

賛助
○
○
○

○
○

バスカード
バッティングセンター
スポーツクラブ
スキースケート場
人間ドック助成
ＰＣ研修助成

一般
○
○
○
○
○
○

特別
○
○
○
○
○
○

賛助
○
○
○
○

宿泊助成
生涯学習
割引指定店利用

一般
○
○
○

特別
○
○
○

賛助
○※2

○

個人会員制度 ご案内個人会員制度 ご案内

事務局からのお知らせ

　従業員の方々の入退社による異動があった場合は、所定の「異動報告書」に必要事項をご記入の上お早目
にお手続き下さい。異動報告書の提出は毎月20日締切（当日必着）で当月末日退会、翌月1日入会となりま
す。令和5年3月末付退会予定の方で、特別会員又は、賛助会員として、入会を希望される方は、3月20日ま
でにお手続きお願いします。手続き方法の詳細はアスピークへお問合わせ下さい。

■会員の方の異動について

　令和2年4月入学の小・中学校入学祝金の申請期限は令和5年3月31日までですので、お忘れなくお手続
き下さい。申請方法等についてはガイドブック2022（P5）をご参照下さい。

■入学祝金の申請について

※令和5年4月入学の祝金申請は4月1日より受付開始いたします

事由内容
令和2年4月1日小・中学校の入学

請求期限
令和5年3月31日まで

請求対象者
令和2年4月1日に会員であった方


