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〒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

只今、会員募集中!!

下記の申込用紙に会員番号、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。

会員のみ（1会員1回）

令和2年1月27日（月）まで

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

新春お年玉プレゼント新春お年玉プレゼント

宴会セット
10,000円相当分10,000円相当分

（1名様）（1名様）
※画像はイメージです。※画像はイメージです。

（10 名様）（10 名様）

お楽しみ福袋

5,000円相当分5,000円相当分
（30名様）（30名様）

二 等二 等

三 等三 等

デジタルハイビジョン
液晶テレビ24型



奄美ゆいセンター事務局  TEL 0997-53-3366

【会員先行発売開始日】
 令和2年1月16日(木) 9:00～ 令和2年1月27日(月)17：15まで（土・日・祝日除く）

【一般販売開始日】
   令和2年1月30日(木) 10:00より
   各プレイガイドで販売開始

令和2年3月8日(日)
開場13：00　開演13：30

場　  所
前売料金

注意事項

購入方法

日  　時

奄美文化センター
会員 2,500円 （１会員4枚まで）
一般 ３，0００円

全席指定 
※当日券各５００円増し

・5歳以上は有料。4歳以下は膝の上のみ無料。
   但し、お席が必要な場合は有料とさせて頂きます。

※一度購入したチケットの払い戻しは不可。
※お電話での購入の際、席の指定は出来ません。
   (順次、前の席から販売いたします。）
※お電話の申し込みは大変混雑する場合がございますので、予めご了承ください。

※一度購入したチケットの払い戻しは不可。
※お電話での購入の際、席の指定は出来ません。
   (順次、前の席から販売いたします。）
※お電話の申し込みは大変混雑する場合がございますので、予めご了承ください。

奄美ゆいセンター事務局　TEL０９９７－５３－３３６６
※お電話での申し込み若しくは、事務局での購入の二通りになります。※お電話での申し込み若しくは、事務局での購入の二通りになります。

in奄美

会員先行発売!!

プレイガイド

※各プレイガイドでも会員割引有り

・奄美ゆいセンター ・ブックス十番館
・セントラル楽器 ・TSUTAYA
・奄美文化センター ・松屋

①長浜港

②小湊港

海のサファリツアー
～鯨やイルカに会いに行こう～

開催期間

出港時間

乗船料金

割引対象

申 込 先

令和２年2月1日(土)～3月31日（火）

9時出港 ・ １３時出港 （1日2回）

所用時間 約３時間

船舶船名 マリンスポーツ奄美
▶出港場所 ①長浜港 ②小湊港

マリスポーツ奄美  ＴＥＬ 0997‒53‒1245

会員及び家族 

会員料金：5,000円（通常料金6,000円）

※必ずゆいセンター会員である旨をお伝えください。
※必ず会員カード提示してください。
※天候や最少催行人数の調整も有りますので、　必ずご確認してください。  

主催イベント事業



かあちゃん取扱説明書
劇団さんぽ

日  　時 令和2年3月5日(木)
18：00開場 1８：30開演

割引対象 1会員2枚まで
場　  所 徳之島町文化会館

入場料金

購入方法

会員2,500円（通常3,000円）
会員の子供1,500円（通常2,000円）

チケット販売日 令和2年1月25日(土)令和2年1月25日(土)
徳之島町文化会館にて会員証を
ご提示の上ご購入下さい。
ＴＥＬ 0997-83-1682

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） 1,100円 （一般1,980円）
会員料金（高大生） 1,100円 （一般1,980円）
会員料金（子　供） 880円 （一般1,100円）

12月21日（土） ▼ 2月2日（日）

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（税込）
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

※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2020（3/1）
○ヨロンマラソン（3/8）
○花の島 沖えらぶジョギング大会（3/15）

例：

奄美山羊島ホテル

会員割引料金
通常料金1,500円通常料金1,500円

1,200円
お問合せ 奄美山羊島ホテル

奄美市名瀬大熊字鳩1382-1  ☎0997-54-5111

※会員カードを必ずご提示下さい。

「大浴場&サウナ」

場　　所

場　　所

チケット
販売開始日
購入方法

場　　所

場　　所

プレイガイド

プレイガイド

会員3,500円（通常4,400円）入場料金

割引対象 1会員2枚まで  先着順
各100枚限定  全席指定

徳之島
公演日時

令和2年3月31日（火）
開場：18時30分　開演：19時00分

沖永良部
公演日時

竹原ピストル
住友生命 「Vitality」 presents

竹原ピストル 全国弾き語りツアー 2019-2020 It’s My Life

絶賛発売中!!

おきえらぶ文化ホール
　　　　　　あしびの郷・ちな

ゆいセンターへお申し込みください。

令和2年3月29日（日）
開場：17時30分  開演：18時00分
徳之島町文化会館

会員1,000円（通常1,500円）入場料金
割引対象 1会員2枚まで

奄美
公演日時

令和2年1月24日（金）
開場：18時30分　開演：19時00分

徳之島
公演日時

徳之島町体育センター

ゆいセンター事務局
チケット絶賛発売中!!

徳之島町文化会館
チケット販売開始日はお問い合せください。

TEL 0997-83-1682

令和2年1月26日（日）
開場：13時30分  開演：14時00分
龍郷町生涯学習センター「りゅうがく館」

 

チケット斡旋・割引情報 ※一度購入したチケットの払い戻しは、出来ませんので予めご了承ください。



☆入会について
入会後、１年以上の雇用が見込まれる方の入会をお願いします。
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。
入学祝金など、申請はお済ですか？まだ申請されていない会員の皆様はお早めに！

☆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。

事務局からのお知らせ事務局からのお知らせ

☆会員の家族とは
会員と同居し、生計を一にする家族の方で、会員の配偶者・
子ども(未婚)・父母(義父母も含む)が対象となります。なお、
子ども(既婚)・祖父母・孫・兄弟等は、対象外となります。

会員の家族範囲

父・母

子ども（未婚）

会員　　 配偶者

同 居

会員の家族範囲については
下記の通りとなっております。

契約更新に伴う割引内容の変更 (回数制限 )について、
下記の通り、お知らせ致します。
令和元年 12月 1日より
（契約更新に伴う割引内容の変更もございます）

※1…1会員 /1面 /10 回 (1ｈ)

【お問合せ】 奄美ゆいセンター事務局　ＴＥＬ 0997‒53‒3366

 施設名 現　行（月） 変更後（月）
トレーニングジム 回数制限無し 160 円 10 回 160 円
プール 回数制限無し 210 円   5 回 210 円
テニスコート 回数制限無し 140 円 (ｈ) 10 回 140 円 (ｈ)※1

契約更新に伴う割引内容の変更について、下記の通り、
お知らせ致します。

令和元年 10月 1日より

※会員のみ

 施設名 変更前 変更後
浴場・サウナ 300 円 320 円

■割引内容変更・契約終了のお知らせ

割引内容変更のお知らせ
○三儀山運動公園内施設奄美市

契約終了のお知らせ

住所：大島郡瀬戸内町蘇刈885  TEL：0997-72-3063

○お菓子工房　春風堂

住所：奄美市名瀬久里町 2-16  TEL：0997-53-3638

奄美市

割引契約を終了いたしました。

○(有) 大島くるまえび
瀬戸内町

割引契約を終了いたしました。

○奄美体験交流館奄美市


