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事業報告事業報告事業報告
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特別プレゼント企画特別プレゼント企画特別プレゼント企画

阿波観光ホテル
和風レストラン＆バー「やまもも」
阿波観光ホテル
和風レストラン＆バー「やまもも」
阿波観光ホテル
和風レストラン＆バー「やまもも」

P8

日帰りバスツアーP6

大阪日帰りプラン 12/15㈰
京都日帰りプラン 1/12㈰
日本海　浜坂で食す！がっつり5大食べ放題と
ゆで姿かにor新巻鮭お持ち帰り 1/26㈰・2/9㈰

大阪日帰りプラン 12/15㈰
京都日帰りプラン 1/12㈰
日本海　浜坂で食す！がっつり5大食べ放題と
ゆで姿かにor新巻鮭お持ち帰り 1/26㈰・2/9㈰

大阪日帰りプラン 12/15㈰
京都日帰りプラン 1/12㈰
日本海　浜坂で食す！がっつり5大食べ放題と
ゆで姿かにor新巻鮭お持ち帰り 1/26㈰・2/9㈰

日帰りバスツアーP7

チケットあっせん

ポルノグラフィティ
エクシブ 冬源郷プラン
ポルノグラフィティ
エクシブ 冬源郷プラン
ポルノグラフィティ
エクシブ 冬源郷プラン
くーぽん丸。新店情報くーぽん丸。新店情報くーぽん丸。新店情報
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コストコショッピングと
神戸南京町散策

神戸ルミナリエ　きらめく夜景とディナーバイキング
＆マリンピア神戸でお買い物

コストコショッピングと
神戸南京町散策

神戸ルミナリエ　きらめく夜景とディナーバイキング
＆マリンピア神戸でお買い物

コストコショッピングと
神戸南京町散策

神戸ルミナリエ　きらめく夜景とディナーバイキング
＆マリンピア神戸でお買い物
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あすたむらんど徳島　TEL 088-672-7111
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剣山 冬景色剣山 冬景色

2014　3/10㈪クローズ予定2014　3/10㈪クローズ予定 TEL 0883-78-3003
井川スキー場 腕山 オープン井川スキー場 腕山 オープン

かいな　やまかいな　やま

フードバンクとくしま事業運営委員会報告フードバンクとくしま事業運営委員会報告フードバンクとくしま事業運営委員会報告

メンタルヘルス対策セミナーご案内メンタルヘルス対策セミナーご案内メンタルヘルス対策セミナーご案内

Ⓒkobe Luminarie O.C.

Ⓒ一般財団法人神戸国際観光コンベンション協会
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　10月4日（金）第2回ファミサポネットワーク連絡会を「ろうきんホール」にて開催しました。
　前半は、2013年度の上半期の活動報告をし、後半は、“ひなたクリニック院長　松岡　優 氏”を講師として、
病児・病後児預かり研修会をしました。各市町村のファミサポ担当者、ファミサポ会員、子育て支援従事者の
方など 76名の参加により、子どもによく見られる病気について学びました。非常に有意義であったと高い評価
をいただきました。

第4期　 9月  9日（月）～25日（水）石井町防災交流センター・ふれあい健康館
第5期　11月12日（火）～26日（火）小松島みなと交流センター・ふれあい健康館
　サポート活動をするにあたり基礎知識を学んでいただいています。
　毎回会員の皆様に好評で、若い子育て中のお母様にも大いに喜ばれています。
≪次回≫
第6期　平成26年2月　アスティとくしま内フレアとくしま
　6日間受講料は無料です。託児もあります。
　多数のご参加をお待ちしております。

9月28日（土）徳島市体育振興協会の主催の　
　≪第5回ベビー＆チャイルド大運動会≫に参加しました。
　約300組の親子に、お土産とおりがみあそびで楽しんで
いただきました。

上半期活動報告 講習会及び研修会

 ファミリー・サポート・センター会員24時間講習会
 

項　　目

１ 保育の心 13:00～ 15:00

2
１ 2/17 10:00～ 12:00

10:00～ 12:002

１

2

3 身体の発育と病気 10:00～ 12:00

13:00～ 15:00

月

2/13 木

2/20 木
2/14 金

2/17 月

2/20 木

2/14 金

2/19 水
2/19 水
2/28金

ふれあい健康館

2/13 木

4

5

6

7

8

9

小児看護の基礎知識
13:00～ 15:00

10:00～ 12:00

10:00～ 14:00

13:00～ 15:00

10:00～ 12:00

13:00～ 16:00

 

安全・事故

子どもの世話

子どもの遊び

子どもの栄養と食生活

保育サービスを提供するために

無料

心の発達とその問題

●フレアとくしま（徳島市山城町東浜傍示1☎088-655-3911）
●ふれあい健康館（徳島市沖浜東2丁目16番地☎088-657-0190）会場

にじのポッケでにじのポッケでにじのポッケで
ハッピーハロウィン開催!ハッピーハロウィン開催!ハッピーハロウィン開催!

　10月30日㈬ハロウィンパーティーをしました。皆さんそれ
ぞれ仮装で参加。ハロウィンのお話し、ファッションショー、
トリックorトリート、お話し絵本など楽しく過ごしました。
　今回は、“スタジオサークル”さんに参加していただき撮影
会もしました。ママと一緒の可愛いツーショットでした。

毎月最終水曜日
10:00 ～１1:30

★平成25年度　ファミサポ会員24時間講習会を開催しました★

れています。

年末年始は、なにかとお出かけ
をする機会が増えてきますね。
外出後の手洗いやうがいでイン
フルエンザや嘔吐下痢の予防や
対策を！
夜は、あったかい食事とお風呂
の後は、おはなしえほんで心も
からだもぽっかぽっかになっ
て、ぐっすりおやすみなさい。

お

ファミサポワンポイントアドバイスファミサポワンポイントアドバイス

徳島ファミリー・サポート・センター

フレアとくしま
（子どもの栄養と食生活以外）

≪第2回ファミサポネットワーク連絡会開催≫

●事業報告

★

★

★
★

★

★

★

★

★
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フードバンクとくしま事業運営委員会を開催しましたフードバンクとくしま事業運営委員会を開催しました
　8月24日（土）にフードバンクとくしま設立総会を開催し、今後の活動方針を確認しました。こ

の活動を事業化するために、理事会３役・事務局合同体制による「事業運営委員会」を立ち上げ、

9月25日（水）、10月22日（火）の都合２回開催しました。当財団からも、副理事長に就任した久積

理事長と事務局次長として任についている元川専務理事も事業運営委員として参加し討論を深めま

した。今後も月 1回のペースで開催予定です。

事業運営委員会では、

①事業運営委員会の下に事業推進チームを置くこと。

②月1回の「フードバンクとくしまの日」を今年度内には週

1回へと回数を増やすこと、その後できるだけ早い時期に

常設の事業にしていくこと。

③フードバンクとくしまの「“もったいない”から“ありが

とう”」の取り組みを通じて、フードバンク事業を「中間

的就労の場」として活用し、就労阻害要因を抱える人を

対象に「就労体験・訓練の場」を提供する。

などを基本とする当面の事業方針を論議するとともに、月

間取組の反省と次月に取り組む課題や事業を広範な人たち

にお知らせするための広報の方法などについて議論を深め

あいました。

活動の基本となる賛助会員の拡大について、みなさまのご

加入をお願いします。

詳細は下記まで。

お問い
合わせ

フードバンクとくしま 電話：088－666－2175
FAX：088－666－2176〒771－0130　徳島市川内町加賀須野455－9　㈱トート内

　当財団が割引提携し、会員の皆様にご利用いただいている一部ホテルにおいて、新聞等でメニュー虚偽表
示報道がされました。いまだ全容の解明に至っておりませんが、当財団としても事態の重要性に鑑み、対象
となるホテル等に聞き取りを行い、それぞれのホテルからお詫び及び今後の対応についての報告を得ました。
各ホテルやレストランの対応にかかる詳細は、ホテル内の掲示物及びホームページに掲載されていますので
ご覧いただきますようお願いします。
　報道の対象となった、徳島グランヴィリオホテル、ホテルクレメント徳島、徳島東急インからは、割引提
供をしている当財団に対するお詫びと、今後全従業員に教育を図り再発防止に全力で取り組むことの報告が
されました。
　ホテル千秋閣、阿波観光ホテル、ロイヤルガーデンホテルについては、徳島県より聞き取り調査が行われ
問題はなかったとの回答を得ています。
　当財団として、会員の皆様に現状報告と、今後とも優良なサービスのご提供に努めてまいりますことをご
案内します。

割引提携ホテルのレストランにおけるメニュー虚偽表示対応について



お申込み：　　　 年　　　　月　　　　日
締め切り：2014 年 1 月 31 日TEL 088-655-2940

参 加 申 込 書
『職場を元気に！！ 第2回メンタルヘルス対策セミナー』

※参加申込書記載の情報につきましては、当セミナーの開催のために使用いたします。目的外に使用することは一切ございません。

➡ 研修会でご相談したいことをご記入ください。

〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

氏名

貴社名

所在地

参加者

参加者

参加者

部署

氏名部署

氏名部署

公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

徳島県内の事業所の約30%が、うつ病や適応障害などの心の不調を訴える従業員を抱えていると
言われています。こういった状況を踏まえ、事業所にメンタルヘルスに対する意識や適切なケアを
知っていただく目的で、『第2回メンタルヘルス対策セミナー』を開催いたします。

日時 2014年 2/6木13:30～15:30
会場 徳島県立中央テクノスクール（ろうきんホール）

講師 サポート中瀬　勝則氏
（中瀬医院　院長）

岩野　沙織氏
あわ＊ラフタークラブ代表・笑いヨガ認定ティーチャー中瀬　勝則氏

●次回セミナーのご案内 第2回回メンタルヘルス対策セミナーメンタルヘルス対策セミナー
対象者：事業主、管理職、一般職員など（先着50名）

参加無料
事前申込必要

【運営：公益社団法人徳島県労働者福祉協議会】〒771-1402　阿波市吉野町西条字大内 18-1
　　　　　　　吉野中央公民館（旧笠井福祉センター）内　2階TEL（088）637-7553

●開所時間／10:00～18:00（月～金）●休日／土・日・祝日・夏季休暇・年末年始
●FAX（088）696-2510

厚生労働省
認定事業

【運営：公益社団法人徳島県労働者福祉協議会】〒770-0831　徳島市寺島本町西 1-7-1
　　　　　　　　日通朝日徳島ビル 1 階TEL（088）602-0553

●開所時間／10:00～18:00（月～金）　10:00～17:00（土）●休日／日・祝日・夏季休暇・年末年始
●FAX（088）625-3530

詳細はお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。 とくしま地域若者サポートステーション 検索

詳細はお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。 あわ地域若者サポートステーション 検索

厚生労働省
認定事業

とくしま地的若者とくしま地的若者サポートステーションサポートステーションとくしま地域若者サポートステーションとくしま地域若者サポートステーション

あわ地的若者あわ地的若者サポートステーションサポートステーションあわ地域若者サポートステーションあわ地域若者サポートステーション

徳島市南末広町23-64／TEL088-678-4690

FAX申込用紙　FAX 088-611-3323

お問い合わせ

働くことに

対人関係が苦手
対人対人対人
が苦手が苦手が苦手

働くことに
働くことににに

対対対
関係が関係が関係が何をした

ら

一人で悩んでいるあなたへ…

何何何何何何何何何何何

サポステが、
あなたの「働く」を
お手伝いします。

始めてみませんか？始めてみませんか？
まずは　　　　からまずは　　　　から「相談」「相談」「相談」

●相談は無料ですが、事前のご予約が必要です。●保護者からの相談も受け
付けています。●相談内容の秘密は厳守します。●就労に向けた各種サポート
プログラムも行っています。4
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ご予約・お問い合わせは
など

『シーサイドフットサル徳島』参加決定！

に空メールを送るか、左記のQRコードを読み取ってサイトに
入り、フォームに従ってお申し込みいただくだけ！入会方法は ponmaru369001@om.df-solas.jp

メール会員になってお得情報をGETしよう！メール会員になってお得情報をGETしよう！
カ ン タ ン ！

マリンピアにある『シーサイドフットサル徳島』がくーぽん
丸に参加決定。駐車場＆クラブハウス完備、立地も抜群！し
かも、サービスは2時間コート使用した場合料金、半額(2万
円⇒1万円)！10人集まれば1人1,000円で利用可能に。ま
だ未体験の人もチームを結成してフットサルを楽しもう。

●期間限定　2014年3月31日迄●●期間限定　2014年3月31日迄●

毎週火曜日の17:00～は
キッズスクールも開催中。
初回体検は無料！

クラブハウスには
シャワーも完備。

くーぽん丸。
新店情報

土曜・日曜コート料金半額
2万円（2時間）⇒1万円（2時間）

シーサイドフットサル徳島
電　　話　 088-664-3352
住　　所　徳島市東沖洲2丁目15-2
営業時間　10:00～25:00（土、日、祝は9:00～25:00）
定 休 日　年中無休　　駐 車 場　50台
WEB　 　 http://ss-futsal.com

予約時にカードを提示
（電話の場合には くーぽん丸。利用と伝えてください）

■店舗情報

■サービス内容

２時間コート
料金半額！

職場

自宅

来所

職場・自宅・携帯

チケットFAX申込用紙

事業所名

部 署 名

（公財）徳島県勤労者
福祉ネットワーク行 FAX 088-611-3323

会員氏名

送付先住所
いずれかに○

連絡先TEL 希望枚数 枚

〒

郵送の場合はゆうパック料金350円が必要です。
来所の場合も必ずご記入ください。

●お申し込み締切日以降のキャンセルはできませんので、ご注意ください。

ポルノグラフィティ
2月8日㈯
18:00開演

申込締切：
12月12日㈭PM3:00まで
抽選で30枚（お一人様4枚まで）

TEL088-655-2940

13thライヴサーキット
"ラヴ・E・メール・フロム・1999"

場所：アスティとくしま

※4歳以上有料、4歳未満入場不可

7,000円全席指定

抽選結果をお急ぎの方は、13日以降に
お電話にてお問い合わせください。

チケットあっせんチケットあっせんチケットあっせん ※当選者の発表は発送をもって
　かえさせていただきます
※当選者の発表は発送をもって
　かえさせていただきます FAX

会員と

家族
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二条城と京都日帰りプラン1 12
日

※各ツアーは交通事情により帰着時間が遅れることもありますが、ご了承ください。

徳バス観光サービス・サンデーツアーを
【会員・会員家族】一律          円引き!!

◆募集人数　先着135名予定　◆受付期限　12/25㈬18:00まで
◆旅行代金【会員・会員家族 4,000円】
◆募集人数　先着135名予定　◆受付期限　12/25㈬18:00まで
◆旅行代金【会員・会員家族 4,000円】

マリンピア沖洲 松茂とくとくターミナル

こ
ち
ら
で
す

　駐車場代
●マリンターミナル
　1日　500円
●とくとくターミナル
　1日　600円

乗車場所案内
右記   周辺です。

１０分前にご集合ください。

松茂とくとくターミナルでの送迎の際は、ターミナル内の駐車場をご利用ください。（1時間以内無料）お願い

とくとくターミナル周辺の駐車場は大変
混雑し、駐車できない場合がございます。

徳島駅前

徳島駅前の
集合場所が
変更になり
ました。

空中庭園展望台と大阪日帰りプラン
◆募集人数　先着180名予定　◆受付期限　12/10㈫18:00まで
◆旅行代金　【会員・会員家族 4,000円】
◆募集人数　先着180名予定　◆受付期限　12/10㈫18:00まで
◆旅行代金　【会員・会員家族 4,000円】

★特典
京都国際ホテル（1F）にて行程表を提示で、お食事10%割引
レストランアゼリア・京料理ほり川・ステーキ割烹近江・
ラウンジ雅（各店 営業時間11:30～14:30 17:００～21:00）

4,000円4,000円4,000円4,000円12 15
日

ホテル
サンルート
ホテル
サンルート
サークル Kサークル K

国土交通省の通達により、8月1日から｢高速バスツアー｣が廃止となりました。
このため、これまでご提供しておりました「フリープラン」に付きまして、
　　　　　　　　　　　　　　　「日帰りバスツアー」としてご提供させて
いただきますのでご理解の程よろしくお願い致します。

このため、これまでご提供してお
　　　　　　　　　　　　　　　
いただきますのでご理解の程よろ
有料施設の入場券を含む有料施設の入場券を含む有料施設の入場券を含む

松茂とくとく
ターミナル

8:00 11:00頃着 18:00発

松茂とくとく
ターミナル 名店街西側

（ホテルサンルート）

7:40出発

空中庭園
展望台 自由散策 梅田モータープール

21:00頃着20:40頃着

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

松茂とくとく
ターミナル

8:00 11:30頃着 18:00発

松茂とくとく
ターミナル

7:40出発

京都二条城

21:40頃着21:20頃着

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

4,000円4,000円4,000円4,000円

三田アウトレット・ルミナリエコースは300円引き!!

マリンピア沖洲[６:３０]＝徳島駅前[７:００]＝松茂とくとく
ターミナル[７:20]＝○浜坂港（昼食、ゆで姿かにor新巻
鮭お持ち帰り付き）＝○湯村温泉(荒湯散策と温泉たまご
手作り体験)=松茂とくとくターミナル[19:20]＝徳島駅
前[１９:40]＝マリンピア沖洲[２０:00]　■食事/昼食1回

①ゆでずわいかに足食べ放題　②焼かに食べ放題
③かにすき食べ放題　④かにちらし寿し食べ放題　⑤甘えび食べ放題
●かご盛（カレイ唐揚、甘えび5匹、そば、中付、香の物）

①ゆでずわいかに足食べ放題　②焼かに食べ放題
③かにすき食べ放題　④かにちらし寿し食べ放題　⑤甘えび食べ放題
●かご盛（カレイ唐揚、甘えび5匹、そば、中付、香の物）

①ゆでずわいかに足食べ放題　②焼かに食べ放題
③かにすき食べ放題　④かにちらし寿し食べ放題　⑤甘えび食べ放題
●かご盛（カレイ唐揚、甘えび5匹、そば、中付、香の物）

5大食べ放題（5０分）5大食べ放題（5０分）5大食べ放題（5０分）

会員・会員家族

　9,000円
食べ放題・ゆで姿かにor
新巻鮭お持ち帰り付き
食べ放題・ゆで姿かにor
新巻鮭お持ち帰り付き

■出発日■出発日
2014年
1
2月 9 日

2014年
1月26日（日）
2月 9 日（日）

★★★特典特典
京都国際ホテ 表を提示で、お食事10%割引テル（1F）にて行程表を提示で、お食事10%割引京都国際ホテル（1F）にて行程表を提示で、お食事10%割引
レストランアゼリア 京料理ほり川ゼリア・京料理ほり川・レストランアゼリア・京料理ほり川・ステ キ割烹近江・ステーキ割烹近江ステーキ割烹近江・
ラウンジ雅ラウンジ雅（各店（各店 営業時間11:30～14:30 17:００～21:00営業時間11:30～14:30 17:００～21:000））））

松茂とくとく
ターミナル

8:00 11:30頃着 18:00発

松茂とくとく
ターミナル

発

京都二条城

21:40頃着21:20頃着

沖洲
西側
ート横）

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

（（

がっつり　　食べ放題とがっつり　　食べ放題とがっつり　　食べ放題と5大日本海日本海
浜坂で食す

!

会員・会員家族

　9,000円
日）日）
日）日）
））

食す!食す!

ゆで姿かにor新巻鮭お持ち帰りゆで姿かにor新巻鮭お持ち帰りゆで姿かにor新巻鮭お持ち帰りゆで姿かにor新巻鮭お持ち帰り両日共
出発確定

会報掲載以外の出発日は
サンデーツアー通常料金の500円引となります。

日帰りバスツアー日帰りバスツアー日帰りバスツアー
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日帰りバスツアー日帰りバスツアー

タビックスジャパン
旅行企画・実施タビックスジャパン　観光庁長官登録旅行業第197号

ＴＥＬ．088－655－8000
徳島支店 徳島市昭和町1-11徳島ビル4階

営業時間（月～金9：00～17：45／日・祝日 休）

下記ツアーお申し込みの際は、各旅行会社へ「ネットワークの会員又は家族」と、お伝えください。
お問い合わせ
お申し込み ㈱エアトラベル徳島

旅行企画・実施エアトラベル徳島　観光庁長官登録旅行業第284号

ＴＥＬ．088－625－0220
お問い合わせ
お申し込み

■旅行代金（お一人様）

※最少催行人員15名　※食事:夕食1回　※バスガイド:なし　

日帰り/兵庫

募集人員
各出発日
45名

【会員・会員家族 6,480円】
※予約締切は、出発日の10日前とさせていただきます。ただし定員になり次第締切ります。
※最少催行人員30名　※食事:なし　※バスガイド:なし
阿南タビックス駐車場(8:10)発＝徳島駅＝松茂（空港横ツアーバス駐車場）＝コストコ神戸にてショッピング♪
（2時間30分滞在）＝神戸南京町にてフリータイム・自由昼食＝松茂＝徳島駅＝阿南(21:00～23：00頃)着

徳島駅前(10:00)発＝三井アウトレットパーク・マリンピア神戸（たっぷりお買い物約4時間滞在）自由
昼食＝「ザ・スカイブッフェ」にてディナーバイキングと2013神戸ルミナリエ＝徳島駅前(22:40)頃着

12月12日㈭・14日㈯・15日㈰・16日㈪
■出発日

12月15日㈰ 神戸ルミナリエ
1月11日㈯
2月2日㈰ 春節祭

■出発日

日帰り/週末神戸

■旅行代金（お一人様）
【会員・会員家族 5,000円】 募集人員

各出発日
135名

コストコでは
2時間30分滞在

おおよそ
4時間滞在帰り/日帰り//週末神週末神

costco

会員と

家族
要予約

■出発日

costcocostco
コストコショッピングと神戸南京町散策コストコショッピングと神戸南京町散策

時間滞在

神戸ルミナリエ　きらめく夜景とディナーバイキング
＆ マリンピア神戸でお買い物
神戸ルミナリエ　きらめく夜景とディナーバイキング
＆ マリンピア神戸でお買い物

Ⓒkobe Luminarie O.C.

Ⓒ一般財団法人神戸国際観光コンベンション協会

徳島空港横ツアーバス駐車場
無料券プレゼント!!

FAX申込用紙記入

FAX申込用紙記入

FAXで申込み 代理店よりご希望の
連絡方法にて返信

最寄りの営業所に申込用紙をご持参
の上、代金お支払い（チケット受取）

最寄りの営業所に申込用紙をご持参
の上、代金お支払い（チケット受取）

アミコビル1階南側（駅前郵便局西隣）
●アミコ営業所●

鳴門郵便局前
●鳴門営業所●

徳島バス鴨島営業所内
●鴨島営業所●

阿南郵便局西・富岡中バス停前
●阿南営業所●

当日は
チケットご持参の上
各乗場へ

1

２

★お申込方法★

㈱徳バス観光サービス営業所（月～土 10:00～18:00）

1 ２

注）ご来店いただけない場合は、お振込みもご利用いただけます（振込手数料各自負担）。入金確認後、チケットを郵送いたします。

下記のＦＡＸ申込用紙に必要事項記入の上、ご希望の旅行に □チェックを入れて　　又は　　の方法で直接お申し込みください。

観光庁長官登録旅行業第1種434号

　

部　署　名事 業 所 名
会 員 氏 名

会 員 住 所

連 絡 先 T E L

フ リ ガ ナ

自宅〒

TEL  FAX 携帯（必須）　　　
ご希望の連絡方法をチェックしてください　　　　　　□ TEL　　　　　　　□ FAX　　　　　　　□携帯

FAX

サンデーツアー

会員と

家族

 No.  ツアー名  集合場所日

10日前から旅行会社の規定により、キャンセル料がかかります。（１泊２日以上のツアーは20日前から）　　

　　
12／15㈰　大阪日帰りプラン
１／12㈰　京都日帰りプラン
1／26㈰　浜坂港かにツアー　
2／9㈰　　　〃　

旅 行 代 金年齢性別日帰りプランの集合場所（ フ リ ガ ナ ）参 加 者 名
円才男・女マリンピア沖洲・徳島駅前・松　茂

マリンピア沖洲・徳島駅前・松　茂
マリンピア沖洲・徳島駅前・松　茂
マリンピア沖洲・徳島駅前・松　茂

（ 　　）
円才男・女（ 　　）
円才男・女（ 　　）
円才

会 員 別
会員・家族
会員・家族
会員・家族
会員・家族男・女（ 　　）

円合計

※各ツアーのお申し込み開始日は

12/5㈭からです。
　

それ以前の
お申し込みは
受付できません。

★お申し込みは 6ページに記載されているツアーのみとなります。
★申込用紙はすべて漏れなくご記入ください。記入漏れのある場合は、受付できないことがございますので予めご了承ください。

旅行企画
実　　施   徳バス観光サービス

FAX　088-622-0961
お問い合わせ先　TEL 088-622-0480（月～土　10：00～18：00／日・祝日 休）

※2日（日・祝日を除く）過ぎても回答がない場合、FAXが届いて
　いない場合もございますのでお問い合わせください。

24時間

★お申し込み後、２日（日・祝日を除く）過ぎても回答がない場合、FAXが届いていない場合もございますのでお問い合わせください。

浜坂港かにツアー両日以外の出発日は
サンデーツアー料金となります。（　　　　　　）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

当社記入欄　　　　受付日　　　月　　　日　　　　　　　号車　　　　　　お支払い期日　　　月　　　日まで

バスツアーFAX申込用紙　（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク代理店に直接FAX ※適宜コピーして
　お使いください。
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●年内の業務は、12/27（金）午後から、職員研修会を予定しておりますので、27日午前中
　までとさせていただきます。
●年始は1/6（月）から業務開始いたします。

事務局からのお知らせ

郵便での
お申し込みは…

〒770-0942　徳島市昭和町 3丁目 35-1
公益財団法人 徳島県勤労者福祉ネットワーク　宛　に郵送してください。

お問い合わせ先 088-655-2940

2013-2014

リフト500円割引券

勤労者福祉
ネットワークネネネネネネネネネネネネネネネネネネネッッッッッッッッットトトトトトトトトトトワワワワワワワワワワワーーーーー
勤勤勤勤勤勤労労労労者者者者者福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉

クククククククククネットワー
勤労者福祉
ネットワーク プレゼント応募方法

郵便はがきか FAXにて以下の項目をご記入の上お送りください。
締切　12月20日㈮必着

　①事業所名、会員番号
　②送付先（自宅or事業所）郵便番号、住所、
　　氏名、連絡先電話番号
　③地域社会づくりに関するご意見・ご感想など

〒770-0942
徳島市昭和町3丁目35番1
（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク
FAX 088-611-3323

※当選の発表はチケット発送をもってかえさせていただきます。

FAX

祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
ククククククククク 特別プレゼント企画 特別プレゼント企画

和風レストラン＆バー「やまもも」
阿波観光ホテル12Ｆ

特別会席
3,000円ペア2組

【有効期間2014年1月1日～2月28日】「やまもも」では徳島近海の新
鮮な魚介類を贅沢に使った会席
料理、グループにはぞめき料理
が好評です。 徳島市一番町3-16-3　　088-622-5161

PM5:00～PM9:00営
☎

も」も」」では徳では徳では徳では徳島島島
類類類を類を贅沢に使使使使っ
ルルルループにはぞぞぞぞめ
す。す。

見　本
井川スキー場 腕山

かいな　やまかいな　やま

リフフト500円割引引券
人工造雪により、いつでも滑走可能 !!
人工造雪により、いつでも滑走可能 !!

お一人様 3 枚まで

見本

期間限定

料理
が好

２０１3ウインター
キャンペーン

2013年11月16日㈯

2014年　2月28日㈮

ご利用日

〜
（入場券＋フリーパス券）

大人・小人共通料金
通常料金：大人（中学生以上） 3,500円
　　　　 小人（3歳以上）・65歳以上 3,000円

2,000円
お一人様

レオマワールド特別ご優待券レオマワールド特別ご優待券レオマワールド特別ご優待券

期間中毎日

FAX：088－611－3323

部 署 名事 業 所 名

フ リ ガ ナ会 員 氏 名

職場・自宅・来所　〒
いずれかに○送 付 先 住 所

職場・自宅・携帯連 絡 先 T E L

公益財団法人　徳島県勤労者福祉ネットワーク　御中　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

チケット等FAX申込用紙チケット等FAX申込用紙チケット等FAX申込用紙 ★適宜コピーしてお使いください

小 計希 望 枚 数会 員 価 格通 常 価 格年度内限度枚数チ ケ ッ ト 申 込

円枚1,300円1,800円5枚特別映画鑑賞券（シネマサンシャイン北島）
（有効期限2014年3月末日まで）

円枚2,000円2,300円　　　海遊館入館券（大人）
（有効期限2014年3月末日まで）

　　　枚無　料　　　　　　レオマワールド　特別ご優待券

　　　枚無　料　　　3枚井川スキー場　リフト割引券

円枚合 計

【チケット送付希望】職場又は自宅にチケットと代金振込用紙を郵送いたします。※手数料無料（四国労働金庫・郵便局・阿波銀行）

レオマワールド特別ご優待券・井川スキー場　リフト割引券は、事前に電話で在庫確認
をしてから、80円切手を貼った返信用封筒（宛名記入）を同封の上、郵送してください。
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