
高
見
橋

中央
郵便局

鹿児島中央駅前

JR鹿児島本線

鹿児島中央
ターミナルビル

医師会館

ナポリ通り

アミュプラザ

（公財）鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

TEL：099-２８５-０００３  FAX：099-２８５-０１０２

（愛称：よかセンター鹿児島）

〒890-0053  鹿児島市中央町１０番  キャンセビル７階
【業務時間】９：００～１７：３０（土・日・祝日も同じ）　【休業日】年中無休（ただし、年末年始を除く）

※よかセンター鹿児島にチケット購入や手続き等でお越しの方で、キャンセ立体駐車場にお車を
駐車された場合、30分の駐車券を進呈します。

ご家族の方にもお見せください。

ＦＡＸまたはハガキでクイズの答え・氏名・事業所名・会員No.・よか
センターへのご意見、ご要望等をお書きの上、よかセンターまで
お送りください。正解者の中から抽選で記念品をさしあげます。

絵のように一ひねりしたメビウスのおび
を、上下2本の点線で切りはなすとどうな
るでしょう？

❶ 輪が3つできる。
❷ 大きさの違う輪が2つできる。
❸ 1つの大きな輪ができる。

【応募締切】令和4年7月31日（日）必着

前回第142号掲載「頭の体操」の正解

正解当選者は次号に掲載します｡

新たに加入されました事業所をご紹介します。
本紙第142号掲載分以降加入された事業所（入会順　令和4年5月現在）

 ◆ ㈱L-はぴねす
 ◆ ㈱厚生
 ◆ 特定非営利活動法人
　  子どもサポートグリーン

 ◆ ㈱薩洲鋼業
 ◆ ㈲永光造園
 ◆ ＳＫ 神乃屋
 ◆ 崎山不動産
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第  　　　   号第  　　　   号143143
事業所数
会 員 数

事業所
名　

1,548
20,177
（令和4年5月現在）
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監修：今村学園ライセンスアカデミー 吉田 孝久 先生

Langue de Chat
(ラング･ド･シャ) 【長さ7cm程度　25～30本】

薄力粉 ………………………………………………………… 50g
バター…………………………………………………………… 50g
粉糖 …………………………………………………………… 50g
卵白 …………………………………………………………… 50g
バニラ･エッセンス…………………………………………………少々

～Cuire～　180℃　15分

材 料

準備

❶軟らかくしたバターに粉砂糖を加え泡立て器で滑らかになるまですり合わせる。
❷卵白を数度に分けて加えその都度しっかりとまぜる。分離しやすいので

注意！分離したら無理して混ぜず分量の薄力粉をひとつまみ先に加え混
ぜると分離が止められます。
❸最後に薄力粉・バニラエッセンスを加えて混ぜなめらかになれば生地は完成。
❹できた生地を丸の口金(8番)を付けた絞り袋に入れ、クッキングシート

を引いたプレートに間隔を開けて口金の太さで長さ7cm程度に絞る、
プレートを作業台に軽く落とし絞った生地を広げ予熱したオーブンで
10分程度焼成。外周にうっすら焼き色が付けば完成です。

※絞りの形は丸く絞っても構いません、好みでアレンジしてください。

作り方

バターは室温で軟らかくクリーム状にしておく。
※柔らかくする際にバターを溶かさないように注意してください。
粉砂糖・薄力粉は事前にふるっておく。
卵白は常温に戻しておく。
オーブンを180℃に予熱しておく。

Langue de Chat(ラング･ド･シャ)とは日本語に訳すと「猫の舌」という意味。
ですので細長く絞って焼くのが本来のスタイルです。
大手菓子メーカーの「ブルボン」さんが丸く絞ってひと口大の大きさの商
品で発売していますし、北海道のお土産で有名な「白い恋人」はこの生地
を四角に焼き上げクリームをサンドしたものです。

「猫の舌」なんて面白いネーミングですね。

次回のセンターニュースは、９月発行となります（年５回発行）

チケット発送予定 ： 7月8日（金）

※当選者の会員No.を7月8日（金）に、よかセンターHPで発表します。

対　　象 予定枚数

申込方法

申込受付期間

合計3,600枚

・Webまたはファックスで、よかセンターへお申込みください。
　※いずれか１つの方法でお申込みください。
・申込み多数の場合は抽選となり、当選の方のみチケットをお送りします。
・チケットは原則、事業所あてにお送りします。
 （よかセンター窓口でも受取りできますが、必ず申込時にお申しつけください）

会員１人２枚まで

６月29日（水）から7月4日（月）まで

城山ホテル鹿児島
ガーデンレストラン holt

（TEL.224-9330）
4,000円 （5,000円）

クラフトビアテラス2022
ビュッフェ料理

施　設　名 金額［（　）は一般料金］ メニュー等

サンロイヤルホテル
ビアガーデン

（TEL.253-2020）
3,600円（4,600円） バイキング料理

マルヤガーデンズ
まるやのビアガーデン

（TEL.248-8851）
3,300円（4,500円） RF まるやのビアガーデン

ＴＯ ＴＨＥ ＨＥＲＢＳ
鹿児島店

（TEL.285-2220）
3,000円（4,000円）

よかセンター鹿児島
パーティプラン

ホテルユニオン
屋上ビアガーデン

（TEL.253-5800）
2,980円（3,980円）

４つの満喫コースから選べます。
第三者認証取得店（ぐりぶー使用できます）

アクアガーデン
ホテル福丸

（TEL.226-3211）
2,900円（4,000円） お１人様からのビアプラン

※前売券購入時

＋÷√

皆さん、
よろしく！

納涼
ビアガーデン
　共通チケット
※コロナウイルス感染症対策により、各施設において密を避ける対策を施しての実施となります。
　そのため、予約が取りにくい状況が予想されるため、共通チケットとして配付いたします。

WEB
申込可

センターセンター
かごしま
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 ◆ キング鉄道広告㈱
 ◆ 国分消防設備㈱
 ◆ 鹿児島エースレーン㈱

雇用維持支援金（第6期）の申請は
お済みですか？

令和4年7月31日（日）（消印有効）

詳しくは 鹿児島市雇用維持支援金専用ダイヤル
☎099-803-8671（平日／8:30～17:15）

　中小企業者等の雇用の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて国の「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の支給を受けた鹿児
島市内に事業所を有する事業主に対して、本市独自の支援金を支給します。

市内の事業所で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業を
令和4年1月1日から同年3月31日までの期間に実施し、それに伴
う雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給決定を鹿児
島労働局長から受けた中小企業事業主

対 象 者

支援金額
申請期限

雇用調整助成金等の支給決定金額の15％
※1申請者あたり上限額1,000万円（3判定基礎期間まで）

鹿児島市支援

Ｐ5下段の「イベント・カルチャー申込方法」「Wｅｂ申込方法」をご覧ください。

答え ： 2
内円×中円＝反対側の
外円となっています。

応募総数：233名（うち正解者233名）
当選者数：70名

多数のご応募ありがとうございました。
なお、当選者発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
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対象期間

対象施設

募集人数

助成金額

申請方法

7月16日（土）～８月３１日（水）の宿泊

50家族
（１家族につき、１申請のみ。申請多数の場合、抽選となります）

２,０００円助成
※１棟5,000円以上の施設に宿泊された会員で、
　家族での利用が対象となります。（日帰りを除く）

キャンプ場（施設の指定はありません）

①宿泊後に、よかセンターへ連絡し、所定の申請用紙を受け取る。
②領収書（会員名が記載）の写しを添付し、よかセンターへ申請。
※宿泊助成にはカウントされません。

利用期間

場　　所

対　　象

参 加 料

7月1日（金）～８月３１日（水）まで
※ただし、らららフェスタ当日、7/17（日）、台風（悪天候）の場合、中止。

会員（家族の方も一般料金で参加できます）
（※期間内、１会員１回のみの利用に限ります）

２,5００円（一般料金 3,700円）

人　　数 先着５０名（定員になり次第、締め切ります）

スパランドららら（東俣町）

夏休みキャンプ助成夏休みキャンプ助成 ～バーベキュー、花火、カレーetc. 
　夏休みの家族の思い出作りに・・～
～バーベキュー、花火、カレーetc. 
　夏休みの家族の思い出作りに・・～

テイクアウト助成チケットテイクアウト助成チケット

ｃａｆｅ助成チケットｃａｆｅ助成チケット ～ちょっとしたリフレッシュ、気分転換に、
　対象施設で使える便利なチケットです。～ 
～ちょっとしたリフレッシュ、気分転換に、
　対象施設で使える便利なチケットです。～ 

よかセンター窓口受付時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ） よかセンター窓口受付時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

申込受付期間
6月24日（金）～

利用期間

対象施設

枚　　数

助成金額

申込方法

９月１日（木）～１２月２７日（火）

1,0００枚
※会員１名につき、２枚まで。申込多数の場合、抽選となります。

チケット１枚で利用料金から３００円助成

・ コメダ珈琲店（天文館店、吉野店、七ツ島店、イオンモール鹿児島前店）
・ タリーズ コーヒー（鹿児島中町店、レム鹿児島店、鹿児島天文館店、
　　　　　　　　　　 ハンズマン宇宿店、イオン鹿児島鴨池店）

Ｐ5下段の「イベント・カルチャー申込方法」「Web申込方法」を
ご覧ください。

Ｐ5下段の「イベント・カルチャー申込方法」「Web申込方法」を
ご覧ください。

利用期間

対象施設

枚　　数

助成金額

申込方法

１１月３０日（水）まで

1,0００枚
※会員１名につき、２枚まで。申込多数の場合、抽選となります。

● スパランドららら
● マザーズクレープ＆カフェ
● 天文館むじゃき
● アクアガーデンホテル福丸
● 城山ホテル鹿児島
● BABY FACE Planet's 宇宿店
● お好み焼本舗 宇宿店
● 五郎家
● TO THE HERBS  鹿児島店
● 黒豚料理　あぢもり
● 結び屋（たわわタウン内）

チケット１枚で利用料金から
5００円助成

（おつりは出ません）

申込方法 施設へ直接お申込みください。
スパランドららら　TEL ： 099-245-7070

利用期間

利用方法

利用料金

利用施設

対　　象

7月21日（木）～8月31日（水）

松元せせらぎプール・マリンピア喜入プール

会員と家族（合計4名まで）
※期間内、いずれか１回の利用となります。

施設受付で、会員証を提示し、利用申請書をご記入ください。

申込受付期間
８月5日（金） ～８月14日（日）
チケット発送予定：８月25日（木）

申込受付期間
7月17日（日） ～9月10日（土）

※振込予定日：9月30日（金）

申込受付期間
7月14日（木） ～7月19日（火）
チケット発送予定：7月26日（火）

※写真はイメージです。

暑気払い特別助成プラン暑気払い特別助成プラン

夏休み！市内プール助成のご案内夏休み！市内プール助成のご案内

焼肉セットと、２時間飲み放題が
セットになった
～焼肉ビアガーデン～
焼肉セットと、２時間飲み放題が
セットになった
～焼肉ビアガーデン～

一般料金区分
200円

100円

300円

150円

大人

小人

大人

小人

100円
無料
100円
無料

会員料金
松元
せせらぎ
プール

マリンピア
喜入

期間限定
2022.

※休園日は除く

7/16●~8/15●に限り土 月

WEB
申込可

WEB
申込可

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。

※当選者の会員No.を8月25日（木）に、
　よかセンターHPで発表します。

※当選者の会員No.を7月26日（火）に、
　よかセンターHPで発表します。
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対象期間

対象施設

募集人数

助成金額

申請方法

7月16日（土）～８月３１日（水）の宿泊

50家族
（１家族につき、１申請のみ。申請多数の場合、抽選となります）

２,０００円助成
※１棟5,000円以上の施設に宿泊された会員で、
　家族での利用が対象となります。（日帰りを除く）

キャンプ場（施設の指定はありません）

①宿泊後に、よかセンターへ連絡し、所定の申請用紙を受け取る。
②領収書（会員名が記載）の写しを添付し、よかセンターへ申請。
※宿泊助成にはカウントされません。

利用期間

場　　所

対　　象

参 加 料

7月1日（金）～８月３１日（水）まで
※ただし、らららフェスタ当日、7/17（日）、台風（悪天候）の場合、中止。

会員（家族の方も一般料金で参加できます）
（※期間内、１会員１回のみの利用に限ります）

２,5００円（一般料金 3,700円）

人　　数 先着５０名（定員になり次第、締め切ります）

スパランドららら（東俣町）

夏休みキャンプ助成夏休みキャンプ助成 ～バーベキュー、花火、カレーetc. 
　夏休みの家族の思い出作りに・・～
～バーベキュー、花火、カレーetc. 
　夏休みの家族の思い出作りに・・～

テイクアウト助成チケットテイクアウト助成チケット

ｃａｆｅ助成チケットｃａｆｅ助成チケット ～ちょっとしたリフレッシュ、気分転換に、
　対象施設で使える便利なチケットです。～ 
～ちょっとしたリフレッシュ、気分転換に、
　対象施設で使える便利なチケットです。～ 

よかセンター窓口受付時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ） よかセンター窓口受付時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

申込受付期間
6月24日（金）～

利用期間

対象施設

枚　　数

助成金額

申込方法

９月１日（木）～１２月２７日（火）

1,0００枚
※会員１名につき、２枚まで。申込多数の場合、抽選となります。

チケット１枚で利用料金から３００円助成

・ コメダ珈琲店（天文館店、吉野店、七ツ島店、イオンモール鹿児島前店）
・ タリーズ コーヒー（鹿児島中町店、レム鹿児島店、鹿児島天文館店、
　　　　　　　　　　 ハンズマン宇宿店、イオン鹿児島鴨池店）

Ｐ5下段の「イベント・カルチャー申込方法」「Web申込方法」を
ご覧ください。

Ｐ5下段の「イベント・カルチャー申込方法」「Web申込方法」を
ご覧ください。

利用期間

対象施設

枚　　数

助成金額

申込方法

１１月３０日（水）まで

1,0００枚
※会員１名につき、２枚まで。申込多数の場合、抽選となります。

● スパランドららら
● マザーズクレープ＆カフェ
● 天文館むじゃき
● アクアガーデンホテル福丸
● 城山ホテル鹿児島
● BABY FACE Planet's 宇宿店
● お好み焼本舗 宇宿店
● 五郎家
● TO THE HERBS  鹿児島店
● 黒豚料理　あぢもり
● 結び屋（たわわタウン内）

チケット１枚で利用料金から
5００円助成

（おつりは出ません）

申込方法 施設へ直接お申込みください。
スパランドららら　TEL ： 099-245-7070

利用期間

利用方法

利用料金

利用施設

対　　象

7月21日（木）～8月31日（水）

松元せせらぎプール・マリンピア喜入プール

会員と家族（合計4名まで）
※期間内、いずれか１回の利用となります。

施設受付で、会員証を提示し、利用申請書をご記入ください。

申込受付期間
８月5日（金） ～８月14日（日）
チケット発送予定：８月25日（木）

申込受付期間
7月17日（日） ～9月10日（土）

※振込予定日：9月30日（金）

申込受付期間
7月14日（木） ～7月19日（火）
チケット発送予定：7月26日（火）

※写真はイメージです。

暑気払い特別助成プラン暑気払い特別助成プラン

夏休み！市内プール助成のご案内夏休み！市内プール助成のご案内

焼肉セットと、２時間飲み放題が
セットになった
～焼肉ビアガーデン～
焼肉セットと、２時間飲み放題が
セットになった
～焼肉ビアガーデン～

一般料金区分
200円

100円

300円

150円

大人

小人

大人

小人

100円
無料
100円
無料

会員料金
松元
せせらぎ
プール

マリンピア
喜入

期間限定
2022.

※休園日は除く

7/16●~8/15●に限り土 月

WEB
申込可

WEB
申込可

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。

※当選者の会員No.を8月25日（木）に、
　よかセンターHPで発表します。

※当選者の会員No.を7月26日（火）に、
　よかセンターHPで発表します。
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よかセンター窓口受付時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。

イベント・カルチャー申込方法
申込みは、電話かFAXでよかセンター鹿児島まで！ （※申込期間を必ずご確認ください）

WEB申込方法

申込みの際は、次の①～⑤をお伝えください。
①希望イベント名、　②事業所名、　③会員番号　④会員氏名（参加者氏名）、　⑤電話番号（連絡先）

がついたイベントは、WEB 申込みができます。
申込期間中に、よかセンターホームページ（https://www.yoka-center.jp/）
より、「イベント申込」を開いて、入力送信してください。
（※入力間違いにご注意ください）

0120-850154 FAX 099-285-0102
フリーダイヤル

WEB
申込可

利用期間

利用施設

対　　象

助成金額

人　　数

7月21日（木）～８月３１日（水）まで

会員と家族
※１会員１回限り

１名につき３００円（計４名まで）
（現地で利用申請書をご記入ください）

先着３００家族
※助成は定食Ａ、または定食Ｂを
　注文された方に限ります。
　注文の際、会員証を係の方に
　提示してください。

慈眼寺そうめん流し（谷山）

ぶどう・梨狩りチケットぶどう・梨狩りチケット

（プール、アスレチックジム等の利用）（プール、アスレチックジム等の利用）

申込受付期間　6月30日（木）～7月8日（金）
申込受付　6月24日（金）～

１，５００枚
※申込多数の場合は抽選となります。
　当選者のみ事業所あてにチケットを送付（窓口受取もできます）

申込方法 Ｐ5下段の「イベント・カルチャー申込方法」「Web申込方法」を
ご覧ください。

利用期間

と こ  ろ

内　　容

枚　　数

9月３０日（金）まで
東市来町の観光農園（ぶどう）
溝辺町の観光農園（ぶどう・梨）
霧島市国分の観光農園（ぶどう・梨）
市内の川路ぶどう園（ぶどう）

1,500円以上で利用できる

1,000円助成チケット（１会員１枚）

慈眼寺公園そうめん流し助成慈眼寺公園そうめん流し助成 むじゃき「しろくま」 助成むじゃき「しろくま」 助成

利用期間

利用施設

対　　象

助成金額

人　　数

7月21日（木）～８月３１日（水）まで

会員と家族
※１会員１回限り

１個につき３００円（計4名まで）
（現地で利用申請書をご記入ください）

先着３００家族
※助成は店内で「しろくま」を注文された方に
　限ります。注文の際、会員証を係の方に提示
　してください。

天文館むじゃき
（本店のみ・千日町）

枚　　数

利用料金

申込方法

メルヘンスポーツ･･100枚
セイカスポーツクラブ･･70枚
※会員１名につき、いずれか２枚まで。
※申込多数の場合は抽選となり、
　初回当選の方を優先します。

500円
（入場の際、チケットと併せて
 お支払いください）

P５下段の「イベント・カルチャー申込方法」を
ご覧ください。

スポーツクラブ法人会員チケットスポーツクラブ法人会員チケット クイーンズしろやま
ディナークルーズ助成
クイーンズしろやま
ディナークルーズ助成

運行期間

会員料金

対　　象

申込方法

注意事項

７月～８月

会員と家族（１名） ※先着５０名
家族のみの参加はできません。

直接、電話でお申込みください。
城山ストアー船舶事業部
TEL 099-２５７-３０３９
※事前に予約が必要です。
※１０名を目安に運行します。

1人 ３，５００円（一般料金 5,000円）

WEB
申込可

WEB
申込可プリペイドカード助成

▼販売は、２通りの方法で行います。▼

➡

抽選販売（申込多数時は抽選）

FAX・WEBで
申込み

1FAX、WEBでお申し込み
　7月6日(水)～7月12日(火)
　いずれか1つの方法でお申込みください。

3チケット引き換え
　７月27日(水)～8月3日(水)
　よかセンター窓口で、現金と引き換え。

4窓口販売
　8月5日(金)～
　よかセンター窓口で、現金と引き換え。

2申込多数の場合、抽選
　当選発表予定 ７月27日(水)
　希望者が販売枚数を上回った場合、抽選を行い
　その結果を「よかセンターホームページ」で発表。

当選結果は
必ずHPでご確認ください

ホームページで
発表・確認

抽　　選

現金と引換

窓口販売（先着順）

※抽選販売ではずれた方や、申込みをされなかっ
た方は、窓口で先着順にて販売します。
※チケット引き換え期間内に購入されなかった場
合、キャンセル扱いとなります。
※キャンセル分を販売枚数に足して先着順販売。
※なくなり次第、終了。

100セット100セット

5,000円

4,000円

300枚300枚
100枚100枚
100枚100枚

100枚100枚

①ジェフ グルメカード

②JCB ギフト券

③Amazon ギフトカード

④QUO カード

⑥スターバックス カード

⑤図書カード NEXT 100枚100枚

会員料金 窓口販売分抽選販売分

※１会員いずれか１枚のみ。　抽選販売で購入された方は、窓口販売では購入できません。

新型コロナウイルスにまけるな！企画

5000

NEW

※当選者の会員No.を7月22日（金）に、
　よかセンターHPで発表します。

申込受付期間
7月6日（水） ～7月12日（火）
チケット発送予定：7月22日（金）

（　　   ）よかセンターにて
1,000円助成

※チケットは、届き次第郵送します。
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よかセンター窓口受付時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。

イベント・カルチャー申込方法
申込みは、電話かFAXでよかセンター鹿児島まで！ （※申込期間を必ずご確認ください）

WEB申込方法

申込みの際は、次の①～⑤をお伝えください。
①希望イベント名、　②事業所名、　③会員番号　④会員氏名（参加者氏名）、　⑤電話番号（連絡先）

がついたイベントは、WEB 申込みができます。
申込期間中に、よかセンターホームページ（https://www.yoka-center.jp/）
より、「イベント申込」を開いて、入力送信してください。
（※入力間違いにご注意ください）

0120-850154 FAX 099-285-0102
フリーダイヤル

WEB
申込可

利用期間

利用施設

対　　象

助成金額

人　　数

7月21日（木）～８月３１日（水）まで

会員と家族
※１会員１回限り

１名につき３００円（計４名まで）
（現地で利用申請書をご記入ください）

先着３００家族
※助成は定食Ａ、または定食Ｂを
　注文された方に限ります。
　注文の際、会員証を係の方に
　提示してください。

慈眼寺そうめん流し（谷山）

ぶどう・梨狩りチケットぶどう・梨狩りチケット

（プール、アスレチックジム等の利用）（プール、アスレチックジム等の利用）

申込受付期間　6月30日（木）～7月8日（金）
申込受付　6月24日（金）～

１，５００枚
※申込多数の場合は抽選となります。
　当選者のみ事業所あてにチケットを送付（窓口受取もできます）

申込方法 Ｐ5下段の「イベント・カルチャー申込方法」「Web申込方法」を
ご覧ください。

利用期間

と こ  ろ

内　　容

枚　　数

9月３０日（金）まで
東市来町の観光農園（ぶどう）
溝辺町の観光農園（ぶどう・梨）
霧島市国分の観光農園（ぶどう・梨）
市内の川路ぶどう園（ぶどう）

1,500円以上で利用できる

1,000円助成チケット（１会員１枚）

慈眼寺公園そうめん流し助成慈眼寺公園そうめん流し助成 むじゃき「しろくま」 助成むじゃき「しろくま」 助成

利用期間

利用施設

対　　象

助成金額

人　　数

7月21日（木）～８月３１日（水）まで

会員と家族
※１会員１回限り

１個につき３００円（計4名まで）
（現地で利用申請書をご記入ください）

先着３００家族
※助成は店内で「しろくま」を注文された方に
　限ります。注文の際、会員証を係の方に提示
　してください。

天文館むじゃき
（本店のみ・千日町）

枚　　数

利用料金

申込方法

メルヘンスポーツ･･100枚
セイカスポーツクラブ･･70枚
※会員１名につき、いずれか２枚まで。
※申込多数の場合は抽選となり、
　初回当選の方を優先します。

500円
（入場の際、チケットと併せて
 お支払いください）

P５下段の「イベント・カルチャー申込方法」を
ご覧ください。

スポーツクラブ法人会員チケットスポーツクラブ法人会員チケット クイーンズしろやま
ディナークルーズ助成
クイーンズしろやま
ディナークルーズ助成

運行期間

会員料金

対　　象

申込方法

注意事項

７月～８月

会員と家族（１名） ※先着５０名
家族のみの参加はできません。

直接、電話でお申込みください。
城山ストアー船舶事業部
TEL 099-２５７-３０３９
※事前に予約が必要です。
※１０名を目安に運行します。

1人 ３，５００円（一般料金 5,000円）

WEB
申込可

WEB
申込可プリペイドカード助成

▼販売は、２通りの方法で行います。▼

➡

抽選販売（申込多数時は抽選）

FAX・WEBで
申込み

1FAX、WEBでお申し込み
　7月6日(水)～7月12日(火)
　いずれか1つの方法でお申込みください。

3チケット引き換え
　７月27日(水)～8月3日(水)
　よかセンター窓口で、現金と引き換え。

4窓口販売
　8月5日(金)～
　よかセンター窓口で、現金と引き換え。

2申込多数の場合、抽選
　当選発表予定 ７月27日(水)
　希望者が販売枚数を上回った場合、抽選を行い
　その結果を「よかセンターホームページ」で発表。

当選結果は
必ずHPでご確認ください

ホームページで
発表・確認

抽　　選

現金と引換

窓口販売（先着順）

※抽選販売ではずれた方や、申込みをされなかっ
た方は、窓口で先着順にて販売します。

※チケット引き換え期間内に購入されなかった場
合、キャンセル扱いとなります。
※キャンセル分を販売枚数に足して先着順販売。
※なくなり次第、終了。

100セット100セット

5,000円

4,000円

300枚300枚
100枚100枚
100枚100枚

100枚100枚

①ジェフ グルメカード

②JCB ギフト券

③Amazon ギフトカード

④QUO カード

⑥スターバックス カード

⑤図書カード NEXT 100枚100枚

会員料金 窓口販売分抽選販売分

※１会員いずれか１枚のみ。　抽選販売で購入された方は、窓口販売では購入できません。

新型コロナウイルスにまけるな！企画

5000

NEW

※当選者の会員No.を7月22日（金）に、
　よかセンターHPで発表します。

申込受付期間
7月6日（水） ～7月12日（火）
チケット発送予定：7月22日（金）

（　　   ）よかセンターにて
1,000円助成

※チケットは、届き次第郵送します。
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販売枚数が多く、従来どおり窓口で
販売するチケット
販売枚数が多く、従来どおり窓口で
販売するチケット

よかセンター窓口販売時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。

よかセンター窓口販売時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

8月3日（水）
１９：００開演

と　き

宝山ホールところ

S席 ５,０００円
（一般料金6,500円）

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

WEB
申込可

WEB
申込可窓口販売チケット

チケット等販売時間 9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

売り切れ
次第終了

販売枚数が少数のものや、購入希望者が多く抽選により購入者を決定するチケット販売枚数が少数のものや、購入希望者が多く抽選により購入者を決定するチケット
抽選販売チケット　1～8

1

8月17日（水）
１９：００開演

と　き

川商ホール第2ところ

1,０００円
（一般料金2,000円）
※高校生以下半額

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

10月16日（日）
１5：００開演

と　き

川商ホール第2ところ

2,０００円
（一般料金3,000円）
※高校生以下半額

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

8月26日（金）
①12：00開演
②15：30開演

と　き

川商ホール第1ところ

2,０００円
（一般料金3,300円）

金　額

各40枚
（会員１人4枚まで）

枚　数

3

8月14日（日）
①10：30開演
②14：00開演

と　き

川商ホール第１ところ

2,5００円
（一般料金3,500円）

金　額

計100枚
（会員１人４枚まで）

枚　数

2 4

映画チケット

チケットは購入後、キャンセル、紛失等による再発行、払い戻しは一切できません。
チケット購入時には、必ず会員証をご提示ください。
チケットは購入後、キャンセル、紛失等による再発行、払い戻しは一切できません。
チケット購入時には、必ず会員証をご提示ください。注意 チケット購入時には、必ず会員証をご提示ください。

※チケット購入後の返品はできません。
チケット購入時には、必ず会員証をご提示ください。
※チケット購入後の返品はできません。注意

注意

【主催】  南日本新聞社

開催期間

と こ  ろ

枚　　数

チケット販売

７月9日（土）～
　　　８月21日（日）

渡辺おさむ お菓子の王国展

６月30日（木）から
計４００枚（会員1名につき4枚まで）

一般料金1,800円（1,900円）

会員1人いずれか
2枚まで

▼販売は、２通りの方法で行います。▼
抽選販売（申込多数時は抽選）

FAX・WEBで
申込み

1FAX、WEBでお申し込み
　6月29日(水)～7月4日(月)
　いずれか1つの方法でお申込みください。

3チケット引き換え
　７月15日(金)～７月26日(火)
　よかセンター窓口で、現金と引き換え。

4窓口販売
　７月27日(水)～
　よかセンター窓口で、現金と引き換え。

2申込多数の場合、抽選
　当選発表予定 ７月15日(金)
　希望者が販売枚数を上回った場合、抽選を行い
　その結果を「よかセンターホームページ」で発表。

6月29日（水）から7月4日（月）午前９時から午後５時30分までの間に、
よかセンターへWebまたはＦＡＸでお申込みください。
※申込多数の場合は、抽選となります。　※いずれか1つの方法でお申込みください。
※FAXでお申込みの方は、着信の確認をお願いします。

当選の方には、７月13日（水）までに電話で連絡いたします。
（落選の方には、連絡を省略させていただきます）

チケット引渡し期間については、当選連絡の際、お知らせいたします。
チケット代は、引き換え時に現金にて、お支払ください。

○座席位置は全て未定です。また、当選後、お選びいただくこともできません。
○当選連絡先は、午前９時から午後５時の間で連絡可能な電話番号をお知らせください。
○申込期間終了後のお取消は、お受けできません。

よかセンターへ
FAX、WEBで

申込み
▼

定員を超えたものは抽選
▼

当選者に７月13日(水)
までにTELにて連絡

▼
よかセンターで現金と引換

申込から購入までの手順

当選結果は
必ずHPでご確認ください

ホームページで
発表・確認

抽　　選

現金と引換

窓口販売（先着順）

1,000円

県歴史・美術センター黎明館
金　　額

金　　額

枚　　数

大学・一般 500円
（一般料金 1,200円）

小中高生  300円
（一般料金    600円）

よかセンター窓口で販売します。

【主催】  南日本新聞社

開催期間

と こ  ろ

枚　　数

チケット販売

７月16日（土）～
　　　８月31日（水）

大昆虫ワンダーランド

６月30日（木）から
計４００枚（会員1名につき4枚まで）

かごしま県民交流センター
金　　額 大学・一般 　 500円

（一般料金 1,200円）

3歳~高校生 300円
（一般料金    600円）

よかセンター窓口で販売します。

【主催】  市立美術館・南日本新聞社・KTS鹿児島テレビ

開催期間

と こ  ろ

枚　　数

チケット販売

７月15日（金）～
　　　８月31日（水）

シダネルとマルタン展
～フランス近代絵画 光と色彩の詩情

６月30日（木）から
計４００枚（会員1名につき4枚まで）

鹿児島市立美術館
金　　額 一　般　500円

（一般料金 1,000円）

小中生　200円
（一般料金    600円）

よかセンター窓口で販売します。

申込方法

結果連絡

チケット
引渡し

いずれかの施設を
選んでください。
※共通鑑賞券ではありません。

➡

TOHOシネマズ 令和4年12月末 300枚300枚

ミッテ10 令和4年9月末 100枚150枚

天文館シネマパラダイス 令和4年12月末 100枚100枚

シネマサンシャイン姶良 令和4年12月末 50枚100枚

ガーデンズシネマ 令和4年12月末 20枚10枚

※抽選販売で購入された方は、窓口販売では購入できません。

※抽選販売ではずれた方や、申込みをされなかった方は、窓口で先着順
にて販売します。

※チケット引き換え期間内に購入されなかった場合、キャンセル扱いと
なります。

※キャンセル分を販売枚数に足して先着順販売。
※なくなり次第、終了。

施設名 利用期限（目安） 窓口販売枚数抽選販売枚数

会員番号、事業所名、
会員氏名、当選連絡先が
必要です

キリシマ祝祭
管弦楽団公演

鈴木優人 指揮

シエナ・ウインド・
オーケストラ

佐渡裕 指揮

9月4日（日）
１7：００開演

と　き

川商ホール第１ところ

S席 8,０００円
（一般料金9,800円）

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

5 6 7 8
ディカペラ
ディズニー・アカペラ・
コンサート

恐竜パーク
リアル恐竜ショー

能舞音楽劇「義経記」

上妻宏光　デーモン閣下
山井綱雄仮面ライダー

スーパーライブ

金子三勇士
ピアノリサイタル

11月12日（土）
１5：００開演

と　き

川商ホール第2ところ

2,０００円
（一般料金3,000円）
※高校生以下半額

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

12月9日（金）
１9：００開演

と　き

川商ホール第1ところ

S席 4,０００円
（一般料金5,500円）
※高校生以下半額

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数
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販売枚数が多く、従来どおり窓口で
販売するチケット
販売枚数が多く、従来どおり窓口で
販売するチケット

よかセンター窓口販売時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。

よかセンター窓口販売時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

8月3日（水）
１９：００開演

と　き

宝山ホールところ

S席 ５,０００円
（一般料金6,500円）

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

WEB
申込可

WEB
申込可窓口販売チケット

チケット等販売時間 9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

売り切れ
次第終了

販売枚数が少数のものや、購入希望者が多く抽選により購入者を決定するチケット販売枚数が少数のものや、購入希望者が多く抽選により購入者を決定するチケット
抽選販売チケット　1～8

1

8月17日（水）
１９：００開演

と　き

川商ホール第2ところ

1,０００円
（一般料金2,000円）
※高校生以下半額

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

10月16日（日）
１5：００開演

と　き

川商ホール第2ところ

2,０００円
（一般料金3,000円）
※高校生以下半額

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

8月26日（金）
①12：00開演
②15：30開演

と　き

川商ホール第1ところ

2,０００円
（一般料金3,300円）

金　額

各40枚
（会員１人4枚まで）

枚　数

3

8月14日（日）
①10：30開演
②14：00開演

と　き

川商ホール第１ところ

2,5００円
（一般料金3,500円）

金　額

計100枚
（会員１人４枚まで）

枚　数

2 4

映画チケット

チケットは購入後、キャンセル、紛失等による再発行、払い戻しは一切できません。
チケット購入時には、必ず会員証をご提示ください。
チケットは購入後、キャンセル、紛失等による再発行、払い戻しは一切できません。
チケット購入時には、必ず会員証をご提示ください。注意 チケット購入時には、必ず会員証をご提示ください。

※チケット購入後の返品はできません。
チケット購入時には、必ず会員証をご提示ください。
※チケット購入後の返品はできません。注意

注意

【主催】  南日本新聞社

開催期間

と こ  ろ

枚　　数

チケット販売

７月9日（土）～
　　　８月21日（日）

渡辺おさむ お菓子の王国展

６月30日（木）から
計４００枚（会員1名につき4枚まで）

一般料金1,800円（1,900円）

会員1人いずれか
2枚まで

▼販売は、２通りの方法で行います。▼
抽選販売（申込多数時は抽選）

FAX・WEBで
申込み

1FAX、WEBでお申し込み
　6月29日(水)～7月4日(月)
　いずれか1つの方法でお申込みください。

3チケット引き換え
　７月15日(金)～７月26日(火)
　よかセンター窓口で、現金と引き換え。

4窓口販売
　７月27日(水)～
　よかセンター窓口で、現金と引き換え。

2申込多数の場合、抽選
　当選発表予定 ７月15日(金)
　希望者が販売枚数を上回った場合、抽選を行い
　その結果を「よかセンターホームページ」で発表。

6月29日（水）から7月4日（月）午前９時から午後５時30分までの間に、
よかセンターへWebまたはＦＡＸでお申込みください。
※申込多数の場合は、抽選となります。　※いずれか1つの方法でお申込みください。
※FAXでお申込みの方は、着信の確認をお願いします。

当選の方には、７月13日（水）までに電話で連絡いたします。
（落選の方には、連絡を省略させていただきます）

チケット引渡し期間については、当選連絡の際、お知らせいたします。
チケット代は、引き換え時に現金にて、お支払ください。

○座席位置は全て未定です。また、当選後、お選びいただくこともできません。
○当選連絡先は、午前９時から午後５時の間で連絡可能な電話番号をお知らせください。
○申込期間終了後のお取消は、お受けできません。

よかセンターへ
FAX、WEBで

申込み
▼

定員を超えたものは抽選
▼

当選者に７月13日(水)
までにTELにて連絡

▼
よかセンターで現金と引換

申込から購入までの手順

当選結果は
必ずHPでご確認ください

ホームページで
発表・確認

抽　　選

現金と引換

窓口販売（先着順）

1,000円

県歴史・美術センター黎明館
金　　額

金　　額

枚　　数

大学・一般 500円
（一般料金 1,200円）

小中高生  300円
（一般料金    600円）

よかセンター窓口で販売します。

【主催】  南日本新聞社

開催期間

と こ  ろ

枚　　数

チケット販売

７月16日（土）～
　　　８月31日（水）

大昆虫ワンダーランド

６月30日（木）から
計４００枚（会員1名につき4枚まで）

かごしま県民交流センター
金　　額 大学・一般 　 500円

（一般料金 1,200円）

3歳~高校生 300円
（一般料金    600円）

よかセンター窓口で販売します。

【主催】  市立美術館・南日本新聞社・KTS鹿児島テレビ

開催期間

と こ  ろ

枚　　数

チケット販売

７月15日（金）～
　　　８月31日（水）

シダネルとマルタン展
～フランス近代絵画 光と色彩の詩情

６月30日（木）から
計４００枚（会員1名につき4枚まで）

鹿児島市立美術館
金　　額 一　般　500円

（一般料金 1,000円）

小中生　200円
（一般料金    600円）

よかセンター窓口で販売します。

申込方法

結果連絡

チケット
引渡し

いずれかの施設を
選んでください。
※共通鑑賞券ではありません。

➡

TOHOシネマズ 令和4年12月末 300枚300枚

ミッテ10 令和4年9月末 100枚150枚

天文館シネマパラダイス 令和4年12月末 100枚100枚

シネマサンシャイン姶良 令和4年12月末 50枚100枚

ガーデンズシネマ 令和4年12月末 20枚10枚

※抽選販売で購入された方は、窓口販売では購入できません。

※抽選販売ではずれた方や、申込みをされなかった方は、窓口で先着順
にて販売します。

※チケット引き換え期間内に購入されなかった場合、キャンセル扱いと
なります。

※キャンセル分を販売枚数に足して先着順販売。
※なくなり次第、終了。

施設名 利用期限（目安） 窓口販売枚数抽選販売枚数

会員番号、事業所名、
会員氏名、当選連絡先が
必要です

キリシマ祝祭
管弦楽団公演

鈴木優人 指揮

シエナ・ウインド・
オーケストラ

佐渡裕 指揮

9月4日（日）
１7：００開演

と　き

川商ホール第１ところ

S席 8,０００円
（一般料金9,800円）

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

5 6 7 8
ディカペラ
ディズニー・アカペラ・
コンサート

恐竜パーク
リアル恐竜ショー

能舞音楽劇「義経記」

上妻宏光　デーモン閣下
山井綱雄仮面ライダー

スーパーライブ

金子三勇士
ピアノリサイタル

11月12日（土）
１5：００開演

と　き

川商ホール第2ところ

2,０００円
（一般料金3,000円）
※高校生以下半額

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数

12月9日（金）
１9：００開演

と　き

川商ホール第1ところ

S席 4,０００円
（一般料金5,500円）
※高校生以下半額

金　額

計30枚
（会員１人２枚まで）

枚　数
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〜みなさんの事業所をＰＲしませんか〜
よかセンターでは、広告チラシ等をセンターニュースに同封して配布するサービスがございます。
ご希望の事業所は、よかセンター鹿児島（☎285-0003）までお問い合わせください。

※内容によってはお断りする場合もあります。

（A4サイズ1部 一般10円→会員5円 全会員事業所あてに1部ずつ送付）

申込受付期間／6月27日（月）～7月10日（日）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。

よかセンター窓口受付時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

申込方法

申込期間

➡

日帰り人間ドック受診あっせん助成日帰り人間ドック受診あっせん助成

トレーニングルーム回数券トレーニングルーム回数券

閑散期（７月～８月） の
 　　ゴルフ場利用助成を行います
閑散期（７月～８月） の
 　　ゴルフ場利用助成を行います
閑散期（７月～８月） の
 　　ゴルフ場利用助成を行います
閑散期（７月～８月） の
 　　ゴルフ場利用助成を行います

対象施設 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 （直木町）
南国カンツリークラブ（吉野町）
島津ゴルフクラブ（宮之浦町）

対　　象 会　員

助 成 額 1,000円（プレー料金から差し引かれます）

利用方法 ゴルフ場受付で会員証を提示し、所定の用紙に
必要事項をご記入ください。

（期間中いずれかの施設を１会員１回のみ）

いい汗 流そう！いい汗 流そう！

生活習慣病早期発見のために受診されませんか？生活習慣病早期発見のために受診されませんか？

よかセンター窓口で販売します。よかセンター窓口で販売します。 ※１会員年度内いずれか３冊まで※１会員年度内いずれか３冊まで

よかセンター窓口受付時間　9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）

※よかセンターの指定コースは一般検診の項目を、
　より充実させた内容となっています。

受診資格

施設名

勤労者交流センター
（よかセンター） 500円

1,000円
（11回）

一般料金 会員料金

募集人員

主な検査項目

35歳以上の女性会員、45歳以上の男性会員 ※昨年度の受診者は除きます。 四季折々の身近なものを画題とした絵手紙教室です。
一般料金
39,600円 会員受診料 30,000円

電話またはFAXでよかセンターへお申し込みください。
電話受付9：00～17：30（土・日・祝日も同じ）
TEL 099-285-0003 / FAX 099-285-0102

鹿児島県民総合保健センター ［下伊敷3丁目］

受診期間・受診料 絵手紙体験教室

6月22日（水）から ※定員になり次第、締め切ります。
（よかセンターで申込受付後、検査コースの確認、日程調整等のため、
受診機関からご連絡いたします。）

20名（申込先着順受付）

（日帰りコース）
①身体計測　②視力検査　③聴力検査　④尿検査　⑤便検査　⑥血圧検査
⑦肺機能検査　⑧血液検査　⑨心電図　⑩眼底検査　⑪腹部超音波検査
⑫胸部Ｘ線検査　⑬胃部Ｘ線検査

❼月～月

➡一般料金
41,900円 会員受診料 32,000円

JA鹿児島県厚生連健康管理センター ［与次郎1丁目］

➡一般料金
42,515円 会員受診料 33,000円

鹿児島市医師会病院 ［鴨池新町］

➡一般料金
39,600円 会員受診料 30,000円

南風病院 ［長田町］

ふれあいスポーツランド 1,700円
2,000円
（11回）

西原商会アリーナ
（鹿児島アリーナ） 1,700円

2,000円
（11回）

鴨池ドーム 1,700円
2,000円
（11回）

自主企画事業自主企画事業よかセンターセンター 「よかセンター鹿児島」の会員のみではなく、
市民の皆様に楽しんでいただく事業です。

と　　き

と こ  ろ

講　　師

参 加 料

７月24日（日）　午前１０：００～12：００

無　料
申込方法 電話またはＦＡＸでよかセンターまで

ＴＥＬ： ２８５－０００３／ＦＡＸ： ２８５－０１０２

今吉 早苗 先生

よかセンター（創作室）
対　　象 市内在住の勤労者とそのご家族
定　　員 15名（申込多数の場合は抽選）

※当選者には案内（ハガキ）を送付します

申込受付期間／7月10日（日）～7月31日（日）

リズム・音楽にあわせて動き動き、感じる心・想像する力を育てます。
親子でご一緒にお楽しみください。

親子で楽しくリトミック

と　　き

と こ  ろ

講　　師

参 加 料

8月27日（土）　午前１０：００～11：30

無　料
申込方法 電話またはＦＡＸでよかセンターまで

ＴＥＬ： ２８５－０００３／ＦＡＸ： ２８５－０１０２

中村 千里 先生

よかセンター（多目的ホール）
対　　象 市内在住の勤労者とそのご家族
定　　員 40名（申込多数の場合は抽選）

※当選者には案内（ハガキ）を送付します

申込受付期間／7月20日（水）～7月31日（日）

～カラフルなドライフラワーを使ったかわいい飾りを作成します～

ドライフラワ－で遊ぼう

と　　き
と こ  ろ

講　　師

参 加 料

9月18日（日）　午前１０：００～11：30

無　料
申込方法 電話またはＦＡＸでよかセンターまで

ＴＥＬ： ２８５－０００３／ＦＡＸ： ２８５－０１０２

馬場園 覚 先生

よかセンター（創作室）
対　　象 市内在住の勤労者とそのご家族
定　　員 15名（申込多数の場合は抽選）

※当選者には案内（ハガキ）を送付します

申込受付期間／6月27日（月）～7月10日（日）

夏休みの図画工作作成に、親子でチャレンジしてみませんか？

夏休み親子折り紙教室

と　　き
と こ  ろ

講　　師
参 加 料

8月7日（日）　午前１０：００～12：００

無　料

駐車場は有料となりますので、出来るだけ公共交通機関をご利用ください。

申込方法 電話またはＦＡＸでよかセンターまで
ＴＥＬ： ２８５－０００３／ＦＡＸ： ２８５－０１０２

山川 幸代 先生

よかセンター（創作室）
対　　象 市内在住の勤労者とそのご家族

（親子３名以内でお申込みください。）
※小学校低学年を対象とした教室です

定　　員 15名（申込多数の場合は抽選）
※当選者には案内（ハガキ）を送付します
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〜みなさんの事業所をＰＲしませんか〜
よかセンターでは、広告チラシ等をセンターニュースに同封して配布するサービスがございます。
ご希望の事業所は、よかセンター鹿児島（☎285-0003）までお問い合わせください。

※内容によってはお断りする場合もあります。

（A4サイズ1部 一般10円→会員5円 全会員事業所あてに1部ずつ送付）
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては中止または内容を一部変更して実施する場合があります。
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➡
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施設名
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①身体計測　②視力検査　③聴力検査　④尿検査　⑤便検査　⑥血圧検査
⑦肺機能検査　⑧血液検査　⑨心電図　⑩眼底検査　⑪腹部超音波検査
⑫胸部Ｘ線検査　⑬胃部Ｘ線検査

❼月～月

➡一般料金
41,900円 会員受診料 32,000円

JA鹿児島県厚生連健康管理センター ［与次郎1丁目］
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2,000円
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市民の皆様に楽しんでいただく事業です。

と　　き
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７月24日（日）　午前１０：００～12：００

無　料
申込方法 電話またはＦＡＸでよかセンターまで

ＴＥＬ： ２８５－０００３／ＦＡＸ： ２８５－０１０２

今吉 早苗 先生

よかセンター（創作室）
対　　象 市内在住の勤労者とそのご家族
定　　員 15名（申込多数の場合は抽選）

※当選者には案内（ハガキ）を送付します
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リズム・音楽にあわせて動き動き、感じる心・想像する力を育てます。
親子でご一緒にお楽しみください。
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中村 千里 先生
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対　　象 市内在住の勤労者とそのご家族
定　　員 40名（申込多数の場合は抽選）

※当選者には案内（ハガキ）を送付します

申込受付期間／7月20日（水）～7月31日（日）

～カラフルなドライフラワーを使ったかわいい飾りを作成します～

ドライフラワ－で遊ぼう

と　　き
と こ  ろ

講　　師

参 加 料

9月18日（日）　午前１０：００～11：30

無　料
申込方法 電話またはＦＡＸでよかセンターまで

ＴＥＬ： ２８５－０００３／ＦＡＸ： ２８５－０１０２

馬場園 覚 先生
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対　　象 市内在住の勤労者とそのご家族
定　　員 15名（申込多数の場合は抽選）

※当選者には案内（ハガキ）を送付します

申込受付期間／6月27日（月）～7月10日（日）

夏休みの図画工作作成に、親子でチャレンジしてみませんか？

夏休み親子折り紙教室

と　　き
と こ  ろ

講　　師
参 加 料

8月7日（日）　午前１０：００～12：００

無　料

駐車場は有料となりますので、出来るだけ公共交通機関をご利用ください。

申込方法 電話またはＦＡＸでよかセンターまで
ＴＥＬ： ２８５－０００３／ＦＡＸ： ２８５－０１０２

山川 幸代 先生

よかセンター（創作室）
対　　象 市内在住の勤労者とそのご家族

（親子３名以内でお申込みください。）
※小学校低学年を対象とした教室です

定　　員 15名（申込多数の場合は抽選）
※当選者には案内（ハガキ）を送付します
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店舗・施設名

所在地

電話・FAX TEL（　　　）　　 ー　　　　　　 FAX（　　　）　　 ー　

□買う　□食べる　□暮らし　□学ぶ　□遊ぶ　□泊まる
□その他（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　）
対象：□会員限定　□家族可　□同伴者可　□その他可
内容（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　）

担当者名

種別区分（該当に✓）

割引等の特典内容
（該当に✓）

〒

FAX 099ー285ー0102 年　　 月　　 日
指定店申込書

　よかセンター会員及びその家族へのサービス充実のため、会員証の提示による割引や、その他の特典サービスを提供していただけるお店
や、事業所等を募集しています。特典内容は、自由に設定可能です。また、指定店になっていただくと、センターニュース、ホームページ等でお
知らせするので、お店のPＲにもなります。
　ご協力いただけるお店や、事業所がありましたら、下記申込書にご記入のうえ、よかセンター事務局までFAXしてください。ご協力、よろしく
お願いいたします。　

令和3年度 決算報告
よかセンターゴルフ大会

6／5（日）　鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部　31名参加

イベントアルバム

入賞者（敬称略）

おめでとうございます！！

基本財産運用益

受取会費・入会金

事業収益

　勤労者福祉サービス事業収益

　勤労者交流センター管理受託事業収益

　収益事業収益

受取補助金

その他

経常収益計 Ａ

50,008円

145,491,900円

91,276,933円

36,968,000円

53,766,900円

542,033円

14,604,156円

9,439,208円

260,862,205円

収　益
勤労者福祉サービス事業費

　事業費

　人件費・事業運営費

勤労者交流センター管理運営事業費

収益事業費

その他

経常費用計　Ｂ

206,525,580円

153,579,481円

52,946,099円

53,558,618円

276,826円

1,173,473円

261,534,497円

当期経常増減額　Ｃ（＝Ａ－Ｂ）
正味財産期首残高　Ｄ
正味財産期末残高　Ｃ＋Ｄ

△ 672,292円
177,078,464円
176,406,172円

費　用

公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンターの令和3年度決算は、次のとおりとなりました。

収　益
260,862,205円

費　用
261,534,497円 事業費

 153,579,481円
受取会費・入会金
145,491,900円

勤労者福祉サービス事業収益
36,968,000円

勤労者交流センター
管理受託事業収益
53,766,900円

受取補助金
14,604,156円

収益事業収益
542,033円

その他
9,439,208円

基本財産運用益
50,008円

人件費・事業運営費
52,946,099円

勤労者交流センター
管理運営事業費

 53,558,618円

収益事業費
276,826円

その他
1,173,473円

優　勝 白間 和久 （印刷協業組合ダイヤ）

準優勝 西口 慎太郎 （（公財）鹿児島市水族館公社）

第3位

●ベストグロス

福原 英児 （㈱栄電社）

吉留 康貴　４１（９ホール）
（鹿児島エースレーン㈱）

今回は、天候悪化のため、9ホールでの競技結果となりました。

●ニアピン賞
宮田 三郎 ・ 吉留 康貴
白間 和久 ・ 浅井 昌史

●ドラコン賞
冨山 森三 ・ 南 勝弘
永野 博昭 ・ 該当なし

（ 8 番）
（16番）

（ 9 番）
（15番）

参加者の声

（公財）鹿児島市水族館公社
西口 慎太郎さん

参加のキッカケは？Q

イベントに参加されて、どうでしたか？Q

イベントの他にどんなものを利用していらっしゃいますか？Q

年５回発行の広報紙を見て、いつも楽しそうだな、と
思っていました。当初、４名で申し込む予定でした
が、２名になり、ダメもとで申込みました。

当日は、あいにくの雨模様でしたが、一緒に回らさせ
ていただいた方とも楽しくプレーでき、また異業種
間の交流もできて、とても有意義なひと時でした。

私たちのような小規模な事業所ではできないよう
な、お祝金やお得なチケット購入など、個々のニーズ
に合ったサービスを利用してリフレッシュに役立て
ています。

春の寄せ植え教室
5月22日（日）　30名参加

グリーンプラザ川崎 春山店

押し花体験教室
5月22日（日）　14名参加

よかセンター 創作室

指定店・指定施設募集中！よかセンター
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店舗・施設名

所在地

電話・FAX TEL（　　　）　　 ー　　　　　　 FAX（　　　）　　 ー　

□買う　□食べる　□暮らし　□学ぶ　□遊ぶ　□泊まる
□その他（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　）
対象：□会員限定　□家族可　□同伴者可　□その他可
内容（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　）

担当者名

種別区分（該当に✓）

割引等の特典内容
（該当に✓）

〒

FAX 099ー285ー0102 年　　 月　　 日
指定店申込書

　よかセンター会員及びその家族へのサービス充実のため、会員証の提示による割引や、その他の特典サービスを提供していただけるお店
や、事業所等を募集しています。特典内容は、自由に設定可能です。また、指定店になっていただくと、センターニュース、ホームページ等でお
知らせするので、お店のPＲにもなります。
　ご協力いただけるお店や、事業所がありましたら、下記申込書にご記入のうえ、よかセンター事務局までFAXしてください。ご協力、よろしく
お願いいたします。　

令和3年度 決算報告
よかセンターゴルフ大会

6／5（日）　鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部　31名参加

イベントアルバム

入賞者（敬称略）

おめでとうございます！！

基本財産運用益

受取会費・入会金

事業収益

　勤労者福祉サービス事業収益

　勤労者交流センター管理受託事業収益

　収益事業収益

受取補助金

その他

経常収益計 Ａ

50,008円

145,491,900円

91,276,933円

36,968,000円

53,766,900円

542,033円

14,604,156円

9,439,208円

260,862,205円

収　益
勤労者福祉サービス事業費

　事業費

　人件費・事業運営費

勤労者交流センター管理運営事業費

収益事業費

その他

経常費用計　Ｂ

206,525,580円

153,579,481円

52,946,099円

53,558,618円

276,826円

1,173,473円

261,534,497円

当期経常増減額　Ｃ（＝Ａ－Ｂ）
正味財産期首残高　Ｄ
正味財産期末残高　Ｃ＋Ｄ

△ 672,292円
177,078,464円
176,406,172円

費　用

公益財団法人鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンターの令和3年度決算は、次のとおりとなりました。

収　益
260,862,205円

費　用
261,534,497円 事業費

 153,579,481円
受取会費・入会金
145,491,900円

勤労者福祉サービス事業収益
36,968,000円

勤労者交流センター
管理受託事業収益
53,766,900円

受取補助金
14,604,156円

収益事業収益
542,033円

その他
9,439,208円

基本財産運用益
50,008円

人件費・事業運営費
52,946,099円

勤労者交流センター
管理運営事業費

 53,558,618円

収益事業費
276,826円

その他
1,173,473円

優　勝 白間 和久 （印刷協業組合ダイヤ）

準優勝 西口 慎太郎 （（公財）鹿児島市水族館公社）

第3位

●ベストグロス

福原 英児 （㈱栄電社）

吉留 康貴　４１（９ホール）
（鹿児島エースレーン㈱）

今回は、天候悪化のため、9ホールでの競技結果となりました。

●ニアピン賞
宮田 三郎 ・ 吉留 康貴
白間 和久 ・ 浅井 昌史

●ドラコン賞
冨山 森三 ・ 南 勝弘
永野 博昭 ・ 該当なし

（ 8 番）
（16番）

（ 9 番）
（15番）

参加者の声

（公財）鹿児島市水族館公社
西口 慎太郎さん

参加のキッカケは？Q

イベントに参加されて、どうでしたか？Q

イベントの他にどんなものを利用していらっしゃいますか？Q

年５回発行の広報紙を見て、いつも楽しそうだな、と
思っていました。当初、４名で申し込む予定でした
が、２名になり、ダメもとで申込みました。

当日は、あいにくの雨模様でしたが、一緒に回らさせ
ていただいた方とも楽しくプレーでき、また異業種
間の交流もできて、とても有意義なひと時でした。

私たちのような小規模な事業所ではできないよう
な、お祝金やお得なチケット購入など、個々のニーズ
に合ったサービスを利用してリフレッシュに役立て
ています。

春の寄せ植え教室
5月22日（日）　30名参加

グリーンプラザ川崎 春山店

押し花体験教室
5月22日（日）　14名参加

よかセンター 創作室

指定店・指定施設募集中！よかセンター
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高
見
橋

中央
郵便局

鹿児島中央駅前

JR鹿児島本線

鹿児島中央
ターミナルビル

医師会館

ナポリ通り

アミュプラザ

（公財）鹿児島市中小企業勤労者福祉サービスセンター

TEL：099-２８５-０００３  FAX：099-２８５-０１０２

（愛称：よかセンター鹿児島）

〒890-0053  鹿児島市中央町１０番  キャンセビル７階
【業務時間】９：００～１７：３０（土・日・祝日も同じ）　【休業日】年中無休（ただし、年末年始を除く）

※よかセンター鹿児島にチケット購入や手続き等でお越しの方で、キャンセ立体駐車場にお車を
駐車された場合、30分の駐車券を進呈します。

ご家族の方にもお見せください。

ＦＡＸまたはハガキでクイズの答え・氏名・事業所名・会員No.・よか
センターへのご意見、ご要望等をお書きの上、よかセンターまで
お送りください。正解者の中から抽選で記念品をさしあげます。

絵のように一ひねりしたメビウスのおび
を、上下2本の点線で切りはなすとどうな
るでしょう？

❶ 輪が3つできる。
❷ 大きさの違う輪が2つできる。
❸ 1つの大きな輪ができる。

【応募締切】令和4年7月31日（日）必着

前回第142号掲載「頭の体操」の正解

正解当選者は次号に掲載します｡

新たに加入されました事業所をご紹介します。
本紙第142号掲載分以降加入された事業所（入会順　令和4年5月現在）

 ◆ ㈱L-はぴねす
 ◆ ㈱厚生
 ◆ 特定非営利活動法人
　  子どもサポートグリーン

 ◆ ㈱薩洲鋼業
 ◆ ㈲永光造園
 ◆ ＳＫ 神乃屋
 ◆ 崎山不動産

編
集・発

行
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業
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143143
第第

号号

2022．6月

第  　　　   号第  　　　   号143143
事業所数
会 員 数

事業所
名　

1,548
20,177
（令和4年5月現在）

Q

お菓子

れしぴ
の

監修：今村学園ライセンスアカデミー 吉田 孝久 先生

Langue de Chat
(ラング･ド･シャ) 【長さ7cm程度　25～30本】

薄力粉 ………………………………………………………… 50g
バター…………………………………………………………… 50g
粉糖 …………………………………………………………… 50g
卵白 …………………………………………………………… 50g
バニラ･エッセンス…………………………………………………少々

～Cuire～　180℃　15分

材 料

準備

❶軟らかくしたバターに粉砂糖を加え泡立て器で滑らかになるまですり合わせる。
❷卵白を数度に分けて加えその都度しっかりとまぜる。分離しやすいので

注意！分離したら無理して混ぜず分量の薄力粉をひとつまみ先に加え混
ぜると分離が止められます。
❸最後に薄力粉・バニラエッセンスを加えて混ぜなめらかになれば生地は完成。
❹できた生地を丸の口金(8番)を付けた絞り袋に入れ、クッキングシート

を引いたプレートに間隔を開けて口金の太さで長さ7cm程度に絞る、
プレートを作業台に軽く落とし絞った生地を広げ予熱したオーブンで
10分程度焼成。外周にうっすら焼き色が付けば完成です。

※絞りの形は丸く絞っても構いません、好みでアレンジしてください。

作り方

バターは室温で軟らかくクリーム状にしておく。
※柔らかくする際にバターを溶かさないように注意してください。
粉砂糖・薄力粉は事前にふるっておく。
卵白は常温に戻しておく。
オーブンを180℃に予熱しておく。

Langue de Chat(ラング･ド･シャ)とは日本語に訳すと「猫の舌」という意味。
ですので細長く絞って焼くのが本来のスタイルです。
大手菓子メーカーの「ブルボン」さんが丸く絞ってひと口大の大きさの商
品で発売していますし、北海道のお土産で有名な「白い恋人」はこの生地
を四角に焼き上げクリームをサンドしたものです。

「猫の舌」なんて面白いネーミングですね。

次回のセンターニュースは、９月発行となります（年５回発行）

チケット発送予定 ： 7月8日（金）

※当選者の会員No.を7月8日（金）に、よかセンターHPで発表します。

対　　象 予定枚数

申込方法

申込受付期間

合計3,600枚

・Webまたはファックスで、よかセンターへお申込みください。
　※いずれか１つの方法でお申込みください。
・申込み多数の場合は抽選となり、当選の方のみチケットをお送りします。
・チケットは原則、事業所あてにお送りします。
 （よかセンター窓口でも受取りできますが、必ず申込時にお申しつけください）

会員１人２枚まで

６月29日（水）から7月4日（月）まで

城山ホテル鹿児島
ガーデンレストラン holt

（TEL.224-9330）
4,000円 （5,000円）

クラフトビアテラス2022
ビュッフェ料理

施　設　名 金額［（　）は一般料金］ メニュー等

サンロイヤルホテル
ビアガーデン

（TEL.253-2020）
3,600円（4,600円） バイキング料理

マルヤガーデンズ
まるやのビアガーデン

（TEL.248-8851）
3,300円（4,500円） RF まるやのビアガーデン

ＴＯ ＴＨＥ ＨＥＲＢＳ
鹿児島店

（TEL.285-2220）
3,000円（4,000円）

よかセンター鹿児島
パーティプラン

ホテルユニオン
屋上ビアガーデン

（TEL.253-5800）
2,980円（3,980円）

４つの満喫コースから選べます。
第三者認証取得店（ぐりぶー使用できます）

アクアガーデン
ホテル福丸

（TEL.226-3211）
2,900円（4,000円） お１人様からのビアプラン

※前売券購入時

＋÷√

皆さん、
よろしく！

納涼
ビアガーデン
　共通チケット
※コロナウイルス感染症対策により、各施設において密を避ける対策を施しての実施となります。
　そのため、予約が取りにくい状況が予想されるため、共通チケットとして配付いたします。

WEB
申込可

センターセンター
かごしま

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

 ◆ キング鉄道広告㈱
 ◆ 国分消防設備㈱
 ◆ 鹿児島エースレーン㈱

雇用維持支援金（第6期）の申請は
お済みですか？

令和4年7月31日（日）（消印有効）

詳しくは 鹿児島市雇用維持支援金専用ダイヤル
☎099-803-8671（平日／8:30～17:15）

　中小企業者等の雇用の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けて国の「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の支給を受けた鹿児
島市内に事業所を有する事業主に対して、本市独自の支援金を支給します。

市内の事業所で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業を
令和4年1月1日から同年3月31日までの期間に実施し、それに伴
う雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給決定を鹿児
島労働局長から受けた中小企業事業主

対 象 者

支援金額
申請期限

雇用調整助成金等の支給決定金額の15％
※1申請者あたり上限額1,000万円（3判定基礎期間まで）

鹿児島市支援

Ｐ5下段の「イベント・カルチャー申込方法」「Wｅｂ申込方法」をご覧ください。

答え ： 2
内円×中円＝反対側の
外円となっています。

応募総数：233名（うち正解者233名）
当選者数：70名

多数のご応募ありがとうございました。
なお、当選者発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
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