
会 員 番 号賞品名（選択）

A 賞

B 賞

設立20周年プレゼント ・ 申込用紙

会 員 氏 名 　事 業 所 名

注 ：会員のみ （1 会員 1回　1 賞品）

会員の皆様方にとって
本年が素晴らしい年でありますよう
心からお祈り申し上げます。
　　　　　　 平成 31 年　元旦

公益財団法人
奄美広域中小企業勤労者
福祉サービスセンター

【申込先】 奄美ゆいセンター事務局   FAX. 0997-53-3371

理事長  朝 山  毅

旅行券

旅行券
１0,000円分

（10名様）賞

20th
Anniversary

新 春 お 年 玉新 春 お 年 玉

プレゼントプレゼント設立       　周年設立       　周年2020 企画 第     弾企画 第     弾22

下記の申込用紙に賞品名、 会員番号、 事業所名、 会員氏名を
ご記入の上 FAX又はハガキにて奄美ゆいセンターまでお送り下さい。

【応募方法】

会員のみ （1 会員 1回　1 賞品）【応募資格】

平成31年1月20 日（日） まで【応募締切】

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。
（賞品は事業所へ発送）

【発　   　表】

A お楽しみ福袋
5,000円相当分

（30名様）賞B

奄美ゆいセンター会員だけのお得な情報満載

発行 平成31年1月1日
79

〒894－0025 鹿児島県奄美市名瀬幸町20－3 ＴＥＬ0997－53－3366 ＦＡＸ0997－53－3371
（奄美市役所 第２別館２階）

発行　（公財）奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター



日時・場所

入場料金

後　援

平成31年1月26日（土）

平成31年1月27日（日）

※当日券は200円増
会員：500円　一般：800円

入場料金
※当日券は500円増
会員：2,500円　一般：3,000円

※未就学児のご入場は堅くお断り致します。

（公財）奄美広域中小企業勤労者福祉
サービスセンター
TEL：0997-53-3366

喜界町・与論町

販売開始日 絶賛発売中！！

販売開始日 平成 31年1月15日（火）

主催/
お問合せ先

後　援

（公財）奄美広域中小企業勤労者福祉
サービスセンター
TEL：0997-53-3366
徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町

三遊亭歌之介

独演会

奄美ゆいセンター設立20周年記念事業

徳之島町文化会館

イベント事業情報（設立20周年記念事業）

喜界町自然休養村管理センター
開場18:30　開演19:00

開場 17:30　開演 18:00
砂美地来館

プレイガイド :

プレイガイド：ヨロン島観光協会

喜界町役場（企画観光課）・喜界町商工会・
喜界町社協・アイショップ喜界店・Aコープ・
ショッピングセンターふくり

日時・場所

平成31年2月15日（金）

平成31年2月17日（日）

開場18:30　開演19:00

開場 17:30　開演 18:00
あしびの郷・ちな　文化ホール

プレイガイド : 徳之島町文化会館・徳之島町商工会・
ショップかんだ・天城町商工会・
伊仙町商工会・サクライズ（スタンド）

プレイガイド : たまり文具店・大福・アミカ・
アイショップ知名店・主婦の店

主催/
お問合せ先

（全席自由）

※4歳児未満入場不可



日  　時 平成31年1月3日（木・祝）

割引対象 会員本人のみ

場　  所 徳之島なくさみ館（伊仙町）

入 場 料 会員2,000円
（一般料金 3,000円）

チケット販売所

チケット斡旋情報

入場券は大会当日、闘牛場
センター窓口にて、カードを
提示してご購入して下さい。

フィルムコンサート

 『　
 

souvenir the movie
MARIYA TAKEUCHI

Theater Live～』
～

お問合せ：奄美ゆいセンター　53-3366

1階席

2階席

販売開始日

販売所

入場料金

平成３１年 4 月13 日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　）
開場：午後 6 時　開演：午後7 時
奄美文化センター

会員（１会員２枚まで）
平成３１年 1月15 日　午前 9 時より

会員料金 5,200円（一般 ６,000円）
会員料金 4,500円（一般 ５,000円）

S席（1階）

A席（1階）

※当日500円増
会員料金 3,500円（一般 ４,000円）B席（2階）

販売開始日

奄美ゆいセンター事務局 ※会員カードを持参してください。販売所

入場料金 （全席指定で限定枚数）

平成３１年 1月19日～ 2月11日
※土日祝日のみ上映

シネマパニック
（ブックス十番館プラス1）

会員（１会員２枚まで）
平成３１年1月10 日　午前 9 時より

会員料金 2,300円（一般 2,800円）

販売開始日

奄美ゆいセンター事務局 
※会員カードを持参してください。
※詳しくはシネマパニックにお問合せ下さい。

販売所

入場料金 （一律）

TAO LIVE 2019　
in　奄美

（全席指定）

徳之島全島一
軽量優勝旗争奪戦



☆入会について
１年以上の継続しての加入が条件となります。
会員カード（入会申込書）を提出される際、本人及び家族の方もふりがなを記入してください。

☆退会について
退会は月単位となっております。退会届を受理した日の月末が退会日となります。
特に、月末に退会がある場合で届け出が遅れますと、翌月分の会費も徴収の対象となりますのでご注意ください。
（あらかじめ退職日が分かっている時は、早めの届け出をおすすめします。）

☆共済給付金の申請は、給付発生日より1年間です。
基本的に各給付金申請は、会員様本人の自己申告制となっていますので、お忘れのないようお早めにお願いします。

☆余暇活動（旅行費・イベント参加料）助成の申請について
旅行費助成…領収書は、旅費を負担したことの証明となります。宛名は必ず会員本人名義で記入してもらって下さい。
余暇活動助成の申請は、年度内（3月末まで）の受付となっております。
ただし、1月～3月に旅行・スポーツイベントに参加された場合は翌年度4月末まで受付けています。

ゆいセンター会員様お支払額の10%割引き

店頭にて「ゆいセンター会員証」をご提示下さい。

「AOYAMAタイアップカード」の作成をいたします。
※入会金・年会費無料。100 円につき 1 ポイント付与。
※クレジットカードではありません。会員ポイントカードです。

※チラシ等の割引と併用は OK!!

住所 奄美市名瀬大熊1247-1   電話 0997-54-1224

会員料金（大　人） 1,000円 （一般1,800円）

会員料金（高大生） 1,000円 （一般1,500円）

会員料金（子　供） 800円 （一般1,000円）

冬休み映画のお知らせ
12月15日（土） ▼ 1月14日（月祝）

ブックス十番館プラス1
TEL：0997-54-3219

会員証1枚で2人まで割引対象

問合先

入場料（税抜）

上映時間は映画館にお問合せ下さい。

スポーツイベント参加料助成

注意 ： 奄美ゆいセンターが、指定したスポーツイベントに限ります。

助成料金（会員のみ）

2,000円以内

奄美ゆいセンターでは、
参加料を徴収するスポーツイベントに対し、
2,000円以内の助成を行って、
頑張る会員の皆様を応援いたします。
（年間複数回可能）

割引・指定店情報

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

※映画館にて会員証を提示のうえ会員料金
をお支払い下さい。
提示が無い場合は割引できませんので、必
ず会員カードをご持参下さい。

○鹿児島マラソン2019（3/3）
○ヨロンマラソン（3/10）
○花の島 沖えらぶジョギング大会（3/17）

例：


