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『峠　最後のサムライ』全国共通映画券
2021年7月1日㈭～　全国ロードショー
原　　　作：司馬遼太郎「峠」
監督・脚本：小泉堯史
出　　　演：役所広司、松たか子、香川京子、田中泯、永山絢斗/仲代達矢 他
　●利用資格　会員と家族

●料　　金　大人券　950円（一般前売料金 1,500円）
●販売期間　4月中旬頃～7月23日㈮
●上 映 館　未定　公式HP　https://touge-movie.com/　等でご確認下さい。

アスピーク 春の映画まつり！
　期間限定！通常販売料金1,100円の各大人映画券を1,000円で販売します。
アスピーク窓口でお買い求め下さい。
●利用資格　会員と家族

フォーラム盛岡　映画券

●販売期間　４月１日～　なくなり次第終了

●販売枚数　300枚 限定
●料　　金　１枚 1,000円（通常販売価格 1,100円）
　　　　　　※３D等追加料金がかかる場合がございます。
●有効期限　2022年3月３１日

南部興行・盛岡中劇　映画券

●販売期間　４月１日～6月30日

●料　　金　大人　1,000円（一般料金 1,800円　通常販売価格 1,100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。
●有効期限　南部興行…2021年6月30日　盛岡中劇…2021年5月31日　※随時入替予定

©2020「峠 最後のサムライ」製作委員会

枚数限定

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4月号

NO.3
1



−2−

※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。

チケット斡旋チケット斡旋
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。

・★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にご記入をお願いいたします。

注
意
事
項

※未就学児入場不可。
※ご購入いただいたチケットに関しまして、「座席指定券」ではなく「当日引換
券」でのお渡しとさせていただきます。公演当日、会場の窓口にて座席番号
が記載されているチケットと交換致します。2枚以上ご購入のお客様は購入
分まとめてお引換えください。引換受付の時間・場所など詳細は、公演2週
間前までにお渡しする引換券の券面にてご確認ください。
※チケットは取り寄せとなりますので、ご希望の方は４月２３日㈮までに電話・
FAX等でアスピークへお申し込み下さい。

※公演当日は、以下⑴～⑽の中からいずれか1点お持ちください
　（※原本のみ有効。コピー不可/顔写真なし・有効期限切れ身分証不可）
※顔写真付き学生証・生徒手帳は可
※資格証明書やポイントカード・社員証などは、顔写真付きであっても身分証として認めません
※旧姓など、現在の名字と登録情報が異なる場合や身分証と一致しない場合は、ご入
場をお断りいたします（登録情報と身分証がすべて一致するようにしてください）
※「顔写真付指定身分証」をお持ちでない小学生以下のお子様は、申込者と一緒に
「問い合わせ窓口」までお越しください。
※顔写真付指定身分証の不備等でご入場いただけなかった場合、キャンセル・返金等はできません

⑴運転免許　※第一種運転免許、第二種運転免許に限る。※仮免許証および国際運転免許証は不可
⑵運転履歴証明書　※交付年月日が平成24年4月1日以降のもの
⑶パスポート
⑷顔写真付マイナンバーカード　※通知カードは不可
⑸顔写真付住民基本台帳カード
⑹外国人登録証明書
⑺特別永住証明書
⑻身体障害者手帳
⑼精神障害者保健福祉手帳
⑽療育手帳　※顔写真付き学生証・生徒手帳も可

日時　5月23日㈰
　　　16：00開演（15：15開場）
会場　岩手県民会館　大ホール
料金 券　種

全席指定
会員料金
7,000円

一般料金
8,580円

藤井フミヤ FUMIYA FUJII CONCERT TOUR
2020-2021“ACTION”

取寄
★

日時　5月25日㈫
　　　19：00開演（18：15開場）
会場　キャラホール　大ホール
料金 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
★

撮影 下村一喜
（AGENCE HIRATA）

日時　6月26日㈯
　　　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

※チケットのお引き渡しは５月１３日㈭以降となります。

日時　7月31日㈯
　　　15：00開演（14：15開場）
会場　盛岡市民文化ホール　小ホール
料金 券　種

S席
会員料金
3,200円

一般料金
4,000円

券　種
S席

会員料金
8,000円

一般料金
9,900円

川口成彦 フォルテピアノ・リサイタル

※３歳未満入場不可。
※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５月２７日㈭以降となります。

日時　7月25日㈰ 14：00開演（13：15開場）
会場　キャラホール
料金 券　種

一般（中学生以上）
３歳～小学生

会員料金
1,600円
　600円

一般料金
2,000円
　800円

カンジヤマ・マイム「おしゃべりなパントマイム」取寄
★

取寄
★

※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４月１５日㈭以降となります。

券　種
全席指定

会員料金
1,600円

一般料金
2,000円

プリヴェット・トリオ ふれあいコンサート
工藤和真（テノール） ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン） 河野紘子（ピアノ）

日時　7月10日㈯～9月5日㈰
　　　10：00～17：00（入場は16：30まで）※月曜休館。但し、8/9は開館。
会場　盛岡市民文化ホール　展示ホール
料金

※小中高生は当日券のみ５００円。※未就学児無料。※チケットのお引き渡しは５月２１日㈮以降となります。

券　種
一般
ペア

会員料金
   650円
1,200円

一般料金
   800円
1,500円

みうらじゅんフェス！マイブームの全貌展取寄
★

ⒸMasaaki Hiraga.psd

好評発売中！

劇団四季The Bridge～歌の架け橋～ 盛岡公演
アスピークで取扱い決定！

日時　8月5日㈭　18：30開演（17：45開場）
会場　盛岡市民文化ホール　大ホール
料金

受付期間等詳細は6月号に掲載いたします。

予告

取寄
★
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図書カードNEXT喜盛の湯

　一部オンライン書店でも利用できるようになりました。
●利用資格　会員
●申込方法　電話・FAX等でお申込下さい。
●申込期間　4月12日㈪～23日㈮
　　　　　　但し枚数に達し次第終了
●引 渡 し　5月10日㈪より引渡し
●販売枚数　1,000円券　300枚
●販売料金　900円
●利用方法　　 のマークのある全国の書店店頭で文部科学省検定済教

科書を除く書籍・雑誌に限りご利用できます。紀伊国屋書店
web・HONTOweb等のオンライン書店でもご利用いた
だけます。詳しくは図書カードＮＥＸＴ ＨＰでご確認下さい。

　大手ファミリーレストラン、ファストフード、居酒屋など全国チェーンを中心にご利用いただける「全国共通お食事券ジェフグル
メカード」を販売いたします！150セット限定販売となりますのでお早めにお申込み下さい。持ち帰りでもご利用いただけます。
　　
●利用資格　会員と家族
●申込方法　電話・FAX等でお申込み下さい。
●申込期間　4月12日㈪～4月23日㈮
　　　　　　但し枚数に達し次第終了
●引 渡 し　5月17日㈪より引渡し

●販売料金　900円（500円券×2枚 1セット）
●販売枚数　150セット限定　1会員5セットまで
●利用店舗　全国35,000店舗　https://www.jfcard.co.jp/
　　　　　　うち岩手県内152店舗
　　　　　　ガスト、ココス、ビッグボーイ、サーティーワンアイスクリーム、南部家敷、大戸屋ごはん処、ストロベリーコーンズ、ナポ

リの窯、吉野家、モスバーガー、ケンタッキーなど。詳しくはジェフグルメカードHPでご確認下さい。
※KFC、吉野家の各プリペイドカードは昨年同様に夏～秋頃に販売する予定です。（2020アスピーク8月号参照）

　枚数限定で販売いたします。
　
●利用資格　会員と家族
●申込方法　電話・FAX等でお申込み下さい。
●申込期間　４月12日㈪～４月23日㈮
　　　　　　但し枚数に達し次第終了
●引 渡 し　５月10日㈪より引渡し

●販売料金　一冊(10枚綴り) 5,200円
　　　　　　（一般料金 5,900円）※土日祝日使用可
●販売枚数　１５０冊限定（お一人様2冊まで）

全国共通お食事券　ジェフグルメカード全国共通お食事券　ジェフグルメカード

こちらのステッカーの貼ってある店舗でご利用いただけます。

広告

※図書カードNEXTは約10年の有効期限があるカードです。

※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ください。

チケット斡旋チケット斡旋
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。

・★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にご記入をお願いいたします。

注
意
事
項

※未就学児入場不可。
※ご購入いただいたチケットに関しまして、「座席指定券」ではなく「当日引換
券」でのお渡しとさせていただきます。公演当日、会場の窓口にて座席番号
が記載されているチケットと交換致します。2枚以上ご購入のお客様は購入
分まとめてお引換えください。引換受付の時間・場所など詳細は、公演2週
間前までにお渡しする引換券の券面にてご確認ください。
※チケットは取り寄せとなりますので、ご希望の方は４月２３日㈮までに電話・
FAX等でアスピークへお申し込み下さい。

※公演当日は、以下⑴～⑽の中からいずれか1点お持ちください
　（※原本のみ有効。コピー不可/顔写真なし・有効期限切れ身分証不可）
※顔写真付き学生証・生徒手帳は可
※資格証明書やポイントカード・社員証などは、顔写真付きであっても身分証として認めません
※旧姓など、現在の名字と登録情報が異なる場合や身分証と一致しない場合は、ご入
場をお断りいたします（登録情報と身分証がすべて一致するようにしてください）
※「顔写真付指定身分証」をお持ちでない小学生以下のお子様は、申込者と一緒に
「問い合わせ窓口」までお越しください。
※顔写真付指定身分証の不備等でご入場いただけなかった場合、キャンセル・返金等はできません

⑴運転免許　※第一種運転免許、第二種運転免許に限る。※仮免許証および国際運転免許証は不可
⑵運転履歴証明書　※交付年月日が平成24年4月1日以降のもの
⑶パスポート
⑷顔写真付マイナンバーカード　※通知カードは不可
⑸顔写真付住民基本台帳カード
⑹外国人登録証明書
⑺特別永住証明書
⑻身体障害者手帳
⑼精神障害者保健福祉手帳
⑽療育手帳　※顔写真付き学生証・生徒手帳も可
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会場　盛岡市民文化ホール　小ホール
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※チケットのお引き渡しは５月１３日㈭以降となります。
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※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。
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新規割引指定店新規割引指定店

個人会員制度 ご案内個人会員制度 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退会した後も、引き続き個人会員（特別・賛
助）として入会し、サービスを利用できる制度です。

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（月額換算700円） 年額 ６，０００円（月額換算500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及び利用メニュー等については、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。

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。

広告

岩手エナジー株式会社

●住　　所　盛岡市鉈屋町4-15　2階　
　　　　　　TEL 0120-769-559
●対　　象　会員と家族
●利用方法　当該施設にて会員証をご提示下さい。
●内　　容　個人宅ご利用の電気を「岩手でんき」へお申込・お切替えで

　　　　　　QUOカード2,000円進呈
※事業所向けプランは別途チラシをご覧下さい。
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頭脳のスポーツだ！
広告

広告
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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

一般財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター

書面による理事会・評議員会
　書面による理事会、評議員会により、令和3年度事業計画と予算が承認
されましたのでお知らせします。
　　
〈主な事業と予算の概要〉
１　在職中の生活安定に係る事業
　　共済事業、団体割引保険制度の紹介、生活資金融資の紹介

２　健康の増進に係る事業
　　人間ドック・遺伝子検診の受診料助成

3　老後生活の安定に関する事業
　　経営者や従業員の為の退職金制度や退職後の生活の安定に向けた研
修会の案内

4　自己啓発及び余暇活動に係る事業
　○自己啓発の支援
　　パソコン研修やNHK学園等の通信講座の受講料の助成
　○余暇活動の援助
　　会員等が参加できるセンター主催の企画事業を適宜、実施するほか、健全な余暇活動に資する助成事業
を実施し、観覧・鑑賞、レクリエーション施設、バスカード等の購入、割引指定店の紹介、市・関係団体が行
うまちづくり事業への助成

5　会員拡大に関する事業
　　未加入事業所訪問、会員への紹介依頼、D・M、新聞折込みチラシ、広報への広告掲載、ラジオCMなどに
よる加入促進活動

6　情報提供に関する事業
　　センターニュース、ガイドブックの配布、HPやSNSにて情報提供

7　その他この法人の目的を達成するに必要な事業
　　公益に関する事業への参加促進等のPRを行うほか、全福センターとの連携を図りながら、共同購入や入
院保険等の紹介

収入の部（77,511千円）

支出の部（77,511千円）

その他
923千円
（1.2％）

補助金収入
9,700千円
（12.5％）

事業負担金収入
21,350千円
（27.5％）

会費収入
33,538千円
（43.3％）

管理費
2,960千円
（3.8％）事業費

31,862千円
（41.1％）

人件費
18,563千円
（24.0％）

■入学祝金の請求受付開始しました
　令和3年4月に小・中学校へご入学のお子様をお持ちの会員の方へ、入学祝金の支給がございます。詳細
はガイドブック（2020年版）P5をご覧の上、忘れずにご請求下さい。

■全福ネットガイドブックを配布します
　会員証提示により利用できる全国の割引協定契約施設を掲載した全福ネットガイドブックを
事業所に1冊配布します。ぜひ、会員の皆様でご利用下さい。また、このサービスの内容は全福
センターHPでもご覧いただけます。

　　　　全福センターHP　https://www.zenpuku.or.jp/

事務局からのお知らせ

共済金収入
12,000千円
（15.5％）

共済費
24,126千円
（31.1％）


