
会員の皆様には、新型コロナウィルスの影響で各事業メニューの利用が困難な状況が続いており、
ご迷惑をお掛けしております。今後、この影響がどこまで続くのか予想できません。
そこで特別に還元事業を実施する事となりました。

会員の皆様には、新型コロナウィルスの影響で各事業メニューの利用が困難な状況が続いており、
ご迷惑をお掛けしております。今後、この影響がどこまで続くのか予想できません。

特別企画!

イベント事業

チケット斡旋

指定店購買事業

労福協ろうきん杯、しんくみ友の会、
あましんハッピー会、ヨロンマラソン、
花の島沖えらぶジョギング大会、
奄美シーカヤック in 加計呂麻大会、

5,000円還元会員に一律

参加料助成

会員交流会（ビア・パーティー）

割引施設及び店舗の休業

奄美歌謡選手権大会、奄美民謡大賞、
大衆演芸「いろは座」、「平田 輝」コンサート
闘牛「全島一大会」

特別還元事業 実施!

中止

低反発マットレス低反発マットレス低反発マットレス
トゥルースリーパートゥルースリーパートゥルースリーパー
低反発マットレス
トゥルースリーパー

レジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッド

腰・肩の負担をラクに！今大人気の！

お楽しみ商品券お楽しみ商品券お楽しみ商品券
（2,000円相当）

レジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッドレジャーベッド ジェルクッションジェルクッションジェルクッション

抽選方法

抽 選 日

発　表

ゆいセンター全会員を対象に抽選します。応募は不要です。（令和2年7月1日現在、在籍会員）
令和2年7月20日(月)
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）

対　　象

給 付 日

給付方法

奄美ゆいセンター会員（７月１日現在）
※会費未納がない事業所
令和２年７月中旬より順次
会員事業所経由（会費引落口座へ振込）
※会費引落口座以外をご希望の場合は
　7月10日までにお知らせ下さい。

20名20名３名３名2名2名

2名2名１名１名 マリンセットマリンセットマリンセット

扇扇風機風機扇風機 2名2名
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奄美ゆいセンター会員だけのお得な情報満載

発行 令和２年７月１日
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与名間海浜公園
バンガロー

与名間海浜公園
バンガロー

会報到着日より申込
開始

8月 31日（月）まで使用
期限

①会員様各自で各バンガローの方へ宿泊の予約を取って下さい。
②ゆいセンターへ「クーポン券」の申込み（0997-53-3366）
③申込みから 1週間以内にクーポン券を受け取りに来て下さい。
1週間以内に連絡がない場合はキャンセルとみなします。 ※離島の方は送付します。

申込
方法

（先着順）

会員のみ（1会員 1枚）
※限定枚数 限定各10組対象

料金
（他の割引との併用はできません）

※クーポン券をお渡しします。
料金は各バンガローにてのお支払いとなります。

1棟                円引き3,000
住用うちうみ
バンガロー
住用うちうみ
バンガロー
0997-69-5081

大和フォレスト
ポリスバンガロー
大和フォレスト
ポリスバンガロー
0997-58-3166

（天城町商工水産観光課）
0997-85-5149

バンガロー特別クーポン券
夏の企画Ⅱ

割引内容に関するお知らせ

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）

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。

※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。

映画のお知らせ 6月13日（土） ▼ 7月12日（日）

パラサイト 一度死んでみた
半地下の家族

会報第84号に掲載している割引内容に変更・訂正がありましたので、お知らせ致します。

・菓子工房 春風堂（久里町）…………………………10％割引
・大島紬村（赤尾木）…………お土産・特産品コーナーより10％割引
・大島くるまえび（蘇刈）………………販売価格より10％割引
・大島紬泥染公園野崎染色工場（伊津部勝）………10％割引

割 引 契 約 終 了

　　　　（誤） 新車・中古車の販売料金5～10％割引
　　　　（正） 新車・中古車の販売料金 3～10％割引

割 引 内 容 の 訂 正
ゆいセンターにて
回数券を購入

割 引 方 法 の 変 更

・池田時計店（末広町）
割 引 内 容 の 変 更

変更前

変更前

変更後10％割引 店内表示価格より5～10％割引

変更後

・ホテルビッグマリン奄美 サウナ付大浴場（長浜町）
会員価格 750 円（通常 1,000 円）

・ホテルニュー奄美サウナ付き大浴場（入舟町）
会員価格 550 円（通常 770 円）

会員証提示により
割引（会員のみ）

・カープラザ奄美（小浜町）

2

奄美ゆいセンター会報85号

奄美カントリークラブ特別プレイ券 対　　象

販売開始

使用期限
購入場所

1会員 1枚（※限定 50枚・先着順）
会報到着日より

令和2年
奄美ゆいセンター事務局

月 日( )まで
通常料金は７月１日現在の価格。
上記プレイ券は３～４名様での利用の場合に限る
（2名様での利用は差額分を別途精算）

注意
事項

平日セルフプラン（月～金）
斡旋価格6,500円
（ 1,000円の食事券付き）

土日祝セルフプラン
斡旋価格8,500円
（1,000円の食事券付き）

夏の企画Ⅰ

9 30 水

※電話予約可（0997-53-3366）



【奄美大島】

【喜界島】

【徳之島】

【沖永良部島】

【与論島】
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会員番号 会員氏名

￥500
令和2年8月31日まで有効期限
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会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏
の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クー
ポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄
美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセン
ター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限
定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別
クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・
奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ
ンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員
限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特

（公財）奄美広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

会員番号 会員氏名

￥500
令和2年8月31日まで有効期限

奄美ゆいセンター会員限定別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン
券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆ
いセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター
会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏
の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クー
ポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄
美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセン
ター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限
定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別
クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・
奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ￥クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・￥クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・
奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ￥奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ50クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・50クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・
奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ50奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ0クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・0クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・
奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ0奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ

別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン奄美ゆいセンター会員限定別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン

夏のクーポン券

コピー不可

奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセ
ンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員
限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特別クーポン券・奄美ゆいセンター会員限定夏の特

奄美ゆいセンター会報85号

切り取り線 切り取り線

会員及び家族(1会員2枚まで)

会報到着日より令和2年8月31日（月）まで

対　象

有効期限

利用方法

【夏のクーポン券取扱店舗】【夏のクーポン券取扱店舗】

夏のクーポン券

・ 喰い処 十兵衛　　　・ yuraiba ゆいカフェ
・ 笑っと　　　　　　 ・ きゅら島工房

【ビアガーデン＆ビアホール＆ＢＢＱ】

・ ホテルグランドオーシャンリゾート（ビアガーデン）
・ 居酒屋 風来坊
・ 美酒佳肴 和み家
・ 居酒屋 新撰組・武
・ 徳之島のハンバーガーshop leaf（リーフ）
・ タコ焼 こうよう

・ えらぶきっちん ＴＥＲＵ
・ 島呑屋 ささがわ
・ 居酒屋 若大将

・ 百菜
・ ほーらい館
・ 徳之島町レジャープール
・ Ｂ＆Ｇ海洋センター
   （ヨナマビーチプール・マリンスポーツレンタル・ヨナマビーチ売店）
・ Ｂ＆Ｇ海洋センター（室内プール）

・ 居酒屋 ひょうきん
・ 居酒屋 かよい舟

3

・ ホテルビッグマリン奄美
・ 奄美サンプラザホテル
・ 奄美観光ホテル
・ ホテルウエストコート奄美
・ 奄美山羊島ホテル
・ サンセット大浜

・ レストランマングローブ＆売店（道の駅）
・ 奄美きょら海工房
・ ＡＭＡネシア（ばしゃ山村レストラン）
・ お茶の不二園
・ せとうち海の駅シーフードレストラン
・ La Fonte(ラ フォンテ)
・ 奄美カントリークラブ

・ 喫茶 海岸通り
・ 与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール＆艇庫）

・ カレーハウス Akuru
・ 中華料理 来来
・ ピュアゴールド宮花庭

・ おきえらぶフローラルホテルレストラン
・ 清水製菓

クーポン券をご利用の際、必ず裏面の利用方法をご確認下さい。

せとうち海の駅シーフードレストランせとうち海の駅シーフードレストラン

見 本



奄美ゆいセンター会報85号

【本券取り扱い店舗】ホテルビッグマリン奄美、奄美サンプラザホテル、奄美観光ホテル、ホテル
ウエストコート奄美、奄美山羊島ホテル、サンセット大浜、レストランマングローブ＆売店（道
の駅）、奄美きょら海工房、ＡＭＡネシア（ばしゃ山村レストラン）、お茶の不二園、せとうち海の
駅シーフードレストラン、La Fonte(ラ フォンテ)、奄美カントリークラブ、喰い処 十兵衛、笑っ
と、 yuraiba ゆいカフェ、きゅら島工房、ホテルグランドオーシャンリゾート（ビアガーデン）、
居酒屋 風来坊、美酒佳肴 和み家、居酒屋 新撰組・武、徳之島のハンバーガーshop leaf（リーフ）、
タコ焼 こうよう、百菜、ほーらい館、徳之島町レジャープール、Ｂ＆Ｇ海洋センター（ヨナマ
ビーチプール・マリンスポーツレンタル・ヨナマビーチ売店）、Ｂ＆Ｇ海洋センター（室内プー
ル）、えらぶきっちん ＴＥＲＵ、島呑屋 ささがわ、居酒屋 若大将、カレーハウス Akuru、中華料
理 来来、ピュアゴールド宮花庭、おきえらぶフローラルホテルレストラン、清水製菓、居酒屋 
ひょうきん、居酒屋 かよい舟、喫茶 海岸通り、与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール＆艇庫）

【本券取り扱い店舗】ホテルビッグマリン奄美、奄美サンプラザホテル、奄美観光ホテル、ホテル
ウエストコート奄美、奄美山羊島ホテル、サンセット大浜、レストランマングローブ＆売店（道
の駅）、奄美きょら海工房、ＡＭＡネシア（ばしゃ山村レストラン）、お茶の不二園、せとうち海の
駅シーフードレストラン、La Fonte(ラ フォンテ)、奄美カントリークラブ、喰い処 十兵衛、笑っ
と、 yuraiba ゆいカフェ、きゅら島工房、ホテルグランドオーシャンリゾート（ビアガーデン）、
居酒屋 風来坊、美酒佳肴 和み家、居酒屋 新撰組・武、徳之島のハンバーガーshop leaf（リーフ）、
タコ焼 こうよう、百菜、ほーらい館、徳之島町レジャープール、Ｂ＆Ｇ海洋センター（ヨナマ
ビーチプール・マリンスポーツレンタル・ヨナマビーチ売店）、Ｂ＆Ｇ海洋センター（室内プー
ル）、えらぶきっちん ＴＥＲＵ、島呑屋 ささがわ、居酒屋 若大将、カレーハウス Akuru、中華料
理 来来、ピュアゴールド宮花庭、おきえらぶフローラルホテルレストラン、清水製菓、居酒屋 
ひょうきん、居酒屋 かよい舟、喫茶 海岸通り、与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール＆艇庫）

◎本券は、下記取扱店舗でのみご利用出来ます。
◎本券は現金とのお引換は致しません。また、釣銭はお出ししません。
◎会員番号と会員氏名の記入がない場合は、ご利用出来ません。
◎1会員クーポン券2枚までご利用できます。

【お問い合わせ】 奄美ゆいセンター事務局　 ☎０９９７-５３-３３６６

◎本券は、下記取扱店舗でのみご利用出来ます。
◎本券は現金とのお引換は致しません。また、釣銭はお出ししません。
◎会員番号と会員氏名の記入がない場合は、ご利用出来ません。
◎1会員クーポン券2枚までご利用できます。

【お問い合わせ】 奄美ゆいセンター事務局　 ☎０９９７-５３-３３６６

事務局からのお知らせ

☆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。

☆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。

切り取り線 切り取り線

4

　新型コロナウイルス拡大により、6/24（徳之島）、6/25（沖永良部島）、6/26（与論島）、7/2（喜界島）、
7/3（奄美大島）開催予定の会員交流会を中止しました。
　毎年、楽しみにされている会員の皆様には深くお詫び申し上げます。今後の状況を見まして、改めてご案内
しますので、宜しくお願い致します。

会員交流会中止について

85号

…

見 本
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