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理事長
吉 田　弘 躬

人間ドック特別企画会員様限定

2021 年 1月 12 日（火）～3月 19 日（金）の月～金曜日

2021 年 2月 26 日（金）

38,500 円

47,300 円

121,000 円

30,800 円

37,840 円

96,800 円

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3年1月号

NO.2
6

新年あけましておめでとうございます

　昨年中は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、多くのイベントが中止と
なり、会員の皆様には、大変がっかりされていることと存じます。
　私共も、楽しんで頂きたい思いで厳選しましたものを、皆様にお届け出来ない
ことを大変残念に存じております。
　感染が終息の兆しを見せ、皆様が自由にイベントを選び、出かけ、集まり、楽し
む時間を取戻すことができますよう願うばかりです。
　年頭にあたり、会員事業所様のご発展と会員並びにご家族の皆様のご多幸を
祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
　　令和3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　吉　田　弘　躬
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日時　3月31日㈬
　　　19：00開演（18：00開場）
会場　盛岡市民文化ホール　大ホール
料金

チケット斡旋
新型コロナウィルス感染防止のため、ご案内した公演等が延期・中止となることがあります。
情報が入り次第ＨＰにてご案内し対応して参りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

アスピーク窓口でお買い求め下さい。（会員の方は会員証を提示）電話での予約は随時受付けます。 （座席については事務局に一任下さい。）
※各公演のチケットは、一般の方へは一般料金で、会員の方へはアスピークが補助し会員料金で提供しております。

※チケットは取り寄せとなりますので、ご希望の方は電話・ＦＡＸ等でアスピー
クへお申し込み下さい。

日時　2月23日（火・祝）
　　　１４：００開演（13：00開場）
会場　盛岡市民文化ホール　小ホール
料金 券　種

Ｓ席
Ａ席

会員料金
4,000円
3,200円

一般料金
5,000円
4,000円

加藤知子（ヴァイオリン）宮田大（チェロ）
デュオ＆ソロ リサイタル

※未就学児のご入場はお断りいたします。
※チケットは取り寄せとなりますので、ご希望の方は電話・ＦＡＸ等でアスピー
クへお申し込み下さい。

日時　2月13日㈯　18：00開演（17：00開場）
　　　　2月14日㈰　14：00開演（13：00開場）
　　　　　　　　　　　　　　 ※2回公演
会場　盛岡劇場　メインホール
料金 券　種

全席指定
会員料金
4,400円

一般料金
5,500円

二兎社「ザ・空気 ver.3 そして彼は去った…」取寄
★

取寄
★

・★印の公演等のチケットは取寄となります。
・取寄のチケットは締切日以降のキャンセルはできません。また、締切日前に取扱枚数に達した場合は受付終了となります。
・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等は公演日の一週間ほど前に回収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。
・ご来場の際は「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。新型コロナウイルス感染拡大防止策として、
　ご来場いただくお客様にはご来場前に必ずお名前と連絡先をチケットの半券裏面にご記入をお願いいたします。

注
意
事
項

好評発売中！

ボウリング東北大会　ご案内
スコアを送るだけで賞品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（ハンデあり）
●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2年１１月１日～令和3年２月２3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3年2月25日必着

参加賞は必ずもらえる図書カード！
詳細は11月号ニュースでご確認下さい。

※令和２年6月14日（日）の振替公演です。6月14日公演のチケットをご購入
済みのお客様はそのままご利用いただけます。
※チケットは取り寄せとなりますので、ご希望の方は電話・ＦＡＸ等でアスピー
クへお申し込み下さい。
※チケットのお引き渡しは２月４日（木）以降となります。

券　種
Ｓ席
Ａ席

会員料金
3,500円
2,800円

一般料金
4,500円
3,500円

宮川彬良×
ぱんだウインドオーケストラ

日時　5月25日㈫
　　　19：00開演（18：00開場）
会場　キャラホール　大ホール
料金

※チケットは取り寄せとなりますので、ご希望の方は電話・FAX等でアスピー
クへお申し込みください。
※チケットのお引き渡しは３月４日（木）以降となります。

券　種
全席指定

会員料金
4,000円

一般料金
5,000円

小曽根真 ６０th Birthday Solo OZONE60
Classic × Jazz

取寄
★

取寄
★

ⒸT.Tairadate Ⓒken Murakami
撮影 下村一喜

（AGENCE HIRATA）

Ⓒ山内洋子　　　Ⓒ大森大祐
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個人会員制度　ご案内
　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

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１年更新となります。）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、４月号ニュース・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
盛岡動物公園
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
自動車教習場助成

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

○

広告広告

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

・奨学金
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南部興行　映画券

　南部興行（ピカデリー、ルミエール1・2）での上映
作品が鑑賞できる映画券です。鑑賞できない作品も
ありますので、劇場へお問い合わせの上ご利用下さい。
　
●利用資格　会員と家族
●申込方法　アスピーク窓口でお買い求め下さい
●有効期限　～2021年6月30日㈬まで

●料　　金　大人1,100円（一般料金  1,800円）
　　　　　　小人　700円（一般料金  1,000円）
※鑑賞不可作品あり。
※3D等追加料金がかかる場合がございます。

盛岡中劇　映画券

　盛岡中劇（中劇スクリーン1・2）での上映作品が
鑑賞できる映画券です。鑑賞できない作品もありま
すので、劇場へお問い合わせの上ご利用下さい。
　
●利用資格　会員と家族
●申込方法　アスピーク窓口でお買い求め下さい
●有効期限　～2021年5月31日㈪まで

●料　　金　大人1,100円（一般料金  1,800円）
　　　　　　小人　700円（一般料金  1,000円）
※鑑賞不可作品あり。
※3D等追加料金がかかる場合がございます。

掲載広告 募集!
　News「アスピーク」へ広告を掲載しませんか？

詳しくは、
アスピーくんに電話してね！
掲載要綱・申込書等差し上げます。

お申込みお待ちしております。
アスピーク
TEL 653-1910

1枠（1/6）8,000円～

フォーラム盛岡　映画券 完売しました。たくさんのお申込ありがとうございました。

広告
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目8-30
FAX.019-636-0099　E-mail eidai@poplar.ocn.ne.jp

TEL.019-636-0011

印刷物の「困った!」は
にお任せ!永代印刷

まずはお気軽にご相談を！

http://www.eidai-p.ecnet.jp/ HP

◯ 会社のパンフレットの作成。
◯ B1の大きいポスターの印刷。
◯ 資料の少ない冊数での印刷。
◯ 企画から印刷までトータルサポート。
◯ 納期まであまり時間がない…etc。

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

もちろん、

集団扱いへ変更

新規申込もOK!

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
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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

●申込方法　検針票、ハガキ明細をご準備の上メール等でお問い合わせ下さい。（TEL・FAX可）その際、
アスピークの会員であること、事業所名と会員氏名をご記入又はお申し出ください。

●そ の 他　契約期間は3年（自動更新あり）。契約期間内に解約する場合には解除料が発生します。

お問合せ・申込先

岩手エナジー株式会社　盛岡市鉈屋町4-15 ２F（公文式鉈屋町教室さま 上階）
TEL 019-681-3133　FAX 019-681-3033
〔MAIL〕 info@iwate-energy.co.jp  〔ＨＰ〕 https://www.iwate-energy.co.jp/
　　0120-769-559

・通常3,850円（税込み）の初期費用が0円（事務手数料不要）
・電気料金のお見積り無料
・先着100名様　QUOカード5,000円分プレゼント
　※このカードは、アスピークが500円分補助し提供しています。

電気代をおトクにするなら
アスピーク会員様とそのご家族様限定

特典

※機種によっては読み取りができない場合がございます。 その場合は左記
　ＨＰの問合せフォーム、メール、電話・ＦＡＸ等でお問い合わせください。

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3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19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

　平成30年4月入学の小・中学校入学祝金の請求期限は令和3年3月31日までです。未請求の方はお忘れ
なくご請求下さい。請求方法等についてはガイドブック2020（P5）をご参照ください。

■入学祝金の請求について

※令和3年4月入学の祝金請求受付は4月1日より開始いたします

事由内容
平成30年4月1日小・中学校の入学

請求期限
令和3年3月31日まで

請求対象者
平成30年4月1日に会員であった方

ビジネス
パートナー

お申込からご利用までが

とっても
簡単

でんきの品質やご利用環境は

そのまま
月々の電気料金が

お得な
プラン

店舗・戸建て・マンション・アパートが対象
特別な工事は不要、申込書に記入
していただくだけで切替が完了です

岩手でんきに切替しても
電力の品質は変わらず

従来通りご利用いただけます

最適な料金プランを
ご提案いたします

※オール電化住宅等一部対応不可

〈削減例〉
電気料金 平均 18,890円/月

年間削減額（従量電灯B60Aの場合）

9,067円 おトクに！


