
✂ 以下切り取ってお使いください。

No.280No.280入園補助券

会員氏名

会員番号

７～ 64歳……700円×　　　名 ＝ 円
　　　　　　…400円×　　　名 ＝ 円
３～ 6歳………300円×　　　名 ＝ 円
　　　　　　　　　　　　　     合計 円 
（１会員様につき5名様分までご予約できます。）

予

　約

WEBからのみ予約 ※電話での予約は受けておりません。

受付9:30よりグリーン・パル会員証を提示し、本券を提出して、入園料
をお支払ください。
10:00～11:00までの１時間食べ放題です。この時間以外は利用できません。
その他予約、会員証の提示、補助券の提出のない場合は通常料金です。 

当 

日

月受付期間 まで5/31
グリーン・パルホームページ から予約 先着順

6/5
（土）

65歳以上・障害者

予約制 会員証
提示企画

より

お
申
込
先

グリーン・パル
ホームページ

受
付
期
間 ※募集数に満たない場合、

　引き続き先着順受付

まで
先着順

月5/31

1時間食べ放題いちご1時間食べ放題いちご

1時間食べ放題いちご1時間食べ放題いちご

いつもの倍の時間で
ゆっくり食べられますよ！

シーズン後半のため、生育状態によってはいちご狩りができない
ことも考えられます。その際は、グリーン・パルホームページで
お知らせし、予約時のメールアドレスに状況を連絡いたします。

ご来場の皆様へ
●咳や熱がある方の入場はお断りしております。
●いちご狩り前には手洗いまたはアルコール消毒をお願いします。
●飛沫防止のフェイスシールドをご着用頂いております。（いちご園で用意しております。）
●練乳はセルフサービスとなっております。

お
願
い

ところ 山元いちご農園
山元町山寺字稲実60　　 0223-37- 4356

募　集 先着200名
入園料 7～ 64歳　　　　700円 （通常料金1,300円）

65歳以上・障害者　400円 （通常料金1,000円）
３～6歳　　　　  300円 （通常料金　600円）
2歳以下　           無料

と　き 6/5（土） 10：00～11：00

いちご狩りを安心してお楽しみいただけるようにご協力お願いします。
121

224

272

常磐自動車道 山元 IC J
R
常
磐
線常

磐
自
動
車
道
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山元いちご農園
大きな陸橋が目印

　山元いちご農園は、東北一のいちごの産地で、陽の光をたっぷり浴びて、
真っ赤に育ったいちごが味わえる大型ハウス10 棟がある東北最大級の観光
いちご農園です。
　農園併設カフェ「Berry Very Labo」と「夢工房やまもとバーム」のいちご
づくしの手づくりバームクーヘンもお楽しみ！

完全予約制の手作りバーム体験も受付中！
体験日の一週間前までに、イチゴ農園に直接、
メールか FAX で予約をしてください。
詳しくは　
FAX： 0223-29-4958
Mail： info@yamamoto-ichigo.com

山元いちご農園について

山元いちご農園 検 索

山元いちご農園

〒980-0803　
仙台市青葉区国分町 3-10-10 
仙台市役所国分町分庁舎 3階

022-214-1373／022-264-0344
022-215-4480
https://greenpal.or.jp/

TEL

FAX

URL

e-mail sendai@greenpal.or.jp
LINE @kui4877z

公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団
グリーン・パル事業課

令和3年5月13日発行No.280

グリーン・パルだよりは、仙台市内の中小企業を対象とした福利厚生サービス“グリーン・パル事業”の会員向けの情報誌です。

グリーン・パル
マスコットキャラクター
「ぱるん」

会員
募集中！

イベント開催
について

今回掲載のイベントに関しましては開催予定としておりますが、新型コロナウイルスの影響により、延期・
中止とさせていただく場合がございます。その際は、グリーン・パルホームページで随時お知らせして
まいります。

℡
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ひがしねお得情報

✂ 以上切り取ってお使いください。

当日までに

当 日
さくらんぼ東根駅東口1階観光案内所でグリーン・パル会員証を
提示し、本券を提出して料金をお支払ください。その後、希望の
果樹園に移動してさくらんぼ狩りをお楽しみください。

入園日 令和3年　　　月　　　日 会員氏名

会員番号

中学生以上………1,100円×　　　名
3歳～小学生…………600円×　　　名 ＝ 合計　　　　　　 円

※さくらんぼのお持ち帰りはできません。
　会員証の提示、補助券の提出のない場合は通常料金です。
※本券１枚で５名様までご利用いただけます。

東根市観光物産協会
　0237-41-1200 ひがしねどっとこむ 検 索又は

希望日の開園状況をご確認ください。 ※予約制ではありません

No.280No.280狩り狩り 入園券購入補助券

℡

さくらんぼ生産量日本一･さくらんぼの王様｢佐藤錦」発祥の地、山形県東根市では、
さくらんぼのスーパーブランド｢佐藤錦｣のさくらんぼ狩りが楽しめます。

問
合
せ
　 0237-41-1200
東根市観光物産協会

ひがしねどっとこむ 検 索

会員証
提示企画

＋

▼

東根の美味しいお食事800円分

さくらんぼ東根温泉の入浴

ご利用前にさくらんぼ東根駅東口1階観光案内所で専
用チケットをお求めください。

詳しくは、東根市観光物産協会へお問い合
せください。

お一人さま 1,100円 でご利用になれます。

狩り狩り
雨が降っても
   大丈夫

30分もぎとり食べ放題

と　き 6/12（土）～6/30（水） 開園 9：00～16：00
ところ 東根市観光物産協会加盟果樹園

（受付はさくらんぼ東根駅東口1階観光案内所へ）

募　集 先着1,000名
（１会員様につき5名様分まで入園券をご購入いただけます。）
※期間中でも1,000名に達した後は、通常料金でのご入園となります。

入園料 中学生以上　1,100円 （通常料金1,800円）
3歳～小学生 　　600円 （通常料金1,300円）
3歳未満 　　 無料

東根市役所

至仙台

至
天
童

至
新
庄

東根市民体育館

大森山公園

イオン

山
形
空
港

東
根
駅

神
町
駅

さくらんぼ東根駅

さくらんぼ東根駅東口1F
観光案内所

工業団地

13

東根市観光物産協会
山形県東根市さくらんぼ駅前
一丁目1番1号

URL https://www.higashine.com
東根市観光物産協会

℡

新型コロナウィルス
への対応について

●宮城県山形県のコロナウイルス感染拡大状況により、緊急事態宣言の発令や県境を越える移動の制限
がかかった場合には、イベントを中止する場合がございます。

東根市観光物産協会・観光果樹園部会加盟地では、新型コロナウイルス感染症に関して下記の対策をお
こなっておりますのでご理解・ご協力をお願い致します。

来園者すべての方を対象に検温し、37.5℃以上ある場合の入園はお断りします。また、体調不良の方も入園をお断りさせていただきます。
マスクの着用や咳エチケット、こまめな手洗い、手指の消毒をお願いします。
受付カードをご記入していただきます。
もぎ取りに参加される方には、使い捨て手袋の装着と一人一人にビニール袋等を配布し、食事により出たヘタ・タネ・食べ残し等は密閉して所定
の場所に捨てて下さい。
一度手を付けた果物は必ず収穫し、３密を避け、お客様同士の距離（２ｍ以上）をとって制限時間内でもぎ取り体験をお楽しみ下さい。

ご来園のお客様へのお願い

STEP１
STEP２

STEP３

STEP４

STEP５

利用日 令和3年　　　月　　　日

会員氏名

会員番号

　　名×500円（補助額）＝　　　　　円

受付時にグリーン・パル会員証を提示し、本券を提出して、
料金をお支払いください。

有効期間：5/13（木）～7/18（日）
●他の割引券等との併用はできません。
●会員証の提示、補助券の記入・提出がない場合は通常料金です。

利用日 令和3年　　　月　　　日

会員氏名

会員番号

　　名×500円（補助額）＝　　　　円

※本券１枚で５名様分までご利用できます。

※本券１枚で５名様分までご利用できます。

500円補助

No.280No.280

補助券
作並渓流釣り場

No.280No.280
補助券

日帰り入浴

各釣りメニューの料金に

受付時にグリーン・パル会員証を提示し、本券を提出して、
料金をお支払いください。

有効期間：5/13（木）～7/18（日）（土・日のみ）
●他の割引券等との併用はできません。
●会員証の提示、補助券の記入・提出がない場合は通常料金です。

500円補助入浴料金に

・ご入館の際にスタッフがお客様の体温を確認させていただきます。
・マスク着用と手指のアルコール消毒にご協力をお願い致します。
・発熱、咳などの症状がある場合には、ご来館をお控ください。
・お風呂での混雑が予想される場合は、人数（入場）制限をする場合があります。□鷹泉閣岩松旅館   □湯の原ホテル

利用施設チェック

自然満喫
補助企画

渓流釣りと温泉
　新緑の季節に、作並でまったり渓流釣りと温泉を楽しんでみませんか？
　今回ご紹介する「作並渓流つり場」は、関山峠を望む静かな渓谷の中、広
瀬川上流の自然の流れの中で気軽に本格的な渓流釣りを楽しむことができます。
　たっぷりのマイナスイオンを浴びながら、普段と違うリラックスした自然の中
での時間を過ごしてみませんか。
　そして、釣りのあとはやっぱりお風呂、ということで日帰り入浴の補助券も
つけました！
　どちらか単独でもご利用できます。コロナ禍ではありますが、郊外で密を避
けてまったり楽しんでみませんか。

TEL 022-395-2828　　営業時間 8：00 ～17：00
料　　金 2 時間 大人 2,300 円（えさ代別途）～
魚種（ニジマス・イワナ）、釣り方（エサ・ルアー・フライ）に
より料金が変わります。詳細はホームページをご覧ください。
・予約の必要はありません。

募　集 先着100名（日帰り入浴は２施設合計で100名）

期　間 5/13（木） ～7/18（日）
※日帰り温泉は土・日のみ

　各施設コロナ対策をとりながら運営しておりますので、ご利用の際に
は各施設の感染防止対策にご協力くださいますようお願いいたします。
　また、今後の感染拡大状況により、釣り場や温泉施設の閉場、時間
制限等が発生する場合がありますので、随時各施設のホームページ等
でご確認ください。

ご
注
意

施設情報

仙台市青葉区作並字深沢山1

TEL 022-395-2211　　
受付時間 土曜日▶11：00 ～14：00（15：00まで利用可能）
　　　　 日曜日▶11：00 ～13：00（14：00まで利用可能）
料　　金 大人           1,870 円
　　　　 子供（小学生）900 円
　　　　 未就学児 　　  　　無料（諸税込）
・料金内にタオル・バスタオル料が含まれます(浴衣は付きません)。
・日帰り入浴のみの方の控室（休憩室）はご用意しておりません。
・予約の必要はありません。

仙台市青葉区作並温泉元湯

TEL 022-395-2241　　受付時間 11：00 ～15：00（16：00まで利用可能）
料　　金 大人  　　　　　  1,200 円
　　　　 子供（２歳以上から）600 円（諸税込）
・利用時間は１時間が目安です。
・お休み処は特に設けておりません。
・フェイスタオル100 円、バスタオル（レンタル）300 円。持参も可。
・予約の必要はありません。

仙台市青葉区作並字元木1

作並でまったり 

✂ 以下切り取ってお使いください。

作並渓流釣り場

鷹泉閣 岩松旅館

湯の原ホテル

作並渓流釣り場

作並温泉
湯の原ホテル

鷹泉閣 岩松旅館

広瀬川
南沢

北沢

太白区

奥新川　

慈光院

湯神神社

仙山線
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利用日 令和3年　　　月　　　日

会員氏名

会員番号

　　名×500円（補助額）＝　　　　　円

受付時にグリーン・パル会員証を提示し、本券を提出して、
料金をお支払いください。

有効期間：5/13（木）～7/18（日）
●他の割引券等との併用はできません。
●会員証の提示、補助券の記入・提出がない場合は通常料金です。

利用日 令和3年　　　月　　　日

会員氏名

会員番号

　　名×500円（補助額）＝　　　　円

※本券１枚で５名様分までご利用できます。

※本券１枚で５名様分までご利用できます。

500円補助

No.280No.280

補助券
作並渓流釣り場

No.280No.280
補助券

日帰り入浴

各釣りメニューの料金に

受付時にグリーン・パル会員証を提示し、本券を提出して、
料金をお支払いください。

有効期間：5/13（木）～7/18（日）（土・日のみ）
●他の割引券等との併用はできません。
●会員証の提示、補助券の記入・提出がない場合は通常料金です。

500円補助入浴料金に

・ご入館の際にスタッフがお客様の体温を確認させていただきます。
・マスク着用と手指のアルコール消毒にご協力をお願い致します。
・発熱、咳などの症状がある場合には、ご来館をお控ください。
・お風呂での混雑が予想される場合は、人数（入場）制限をする場合があります。□鷹泉閣岩松旅館   □湯の原ホテル

利用施設チェック

自然満喫
補助企画

渓流釣りと温泉
　新緑の季節に、作並でまったり渓流釣りと温泉を楽しんでみませんか？
　今回ご紹介する「作並渓流つり場」は、関山峠を望む静かな渓谷の中、広
瀬川上流の自然の流れの中で気軽に本格的な渓流釣りを楽しむことができます。
　たっぷりのマイナスイオンを浴びながら、普段と違うリラックスした自然の中
での時間を過ごしてみませんか。
　そして、釣りのあとはやっぱりお風呂、ということで日帰り入浴の補助券も
つけました！
　どちらか単独でもご利用できます。コロナ禍ではありますが、郊外で密を避
けてまったり楽しんでみませんか。

TEL 022-395-2828　　営業時間 8：00 ～17：00
料　　金 2 時間 大人 2,300 円（えさ代別途）～
魚種（ニジマス・イワナ）、釣り方（エサ・ルアー・フライ）に
より料金が変わります。詳細はホームページをご覧ください。
・予約の必要はありません。

募　集 先着100名（日帰り入浴は２施設合計で100名）

期　間 5/13（木） ～7/18（日）
※日帰り温泉は土・日のみ

　各施設コロナ対策をとりながら運営しておりますので、ご利用の際に
は各施設の感染防止対策にご協力くださいますようお願いいたします。
　また、今後の感染拡大状況により、釣り場や温泉施設の閉場、時間
制限等が発生する場合がありますので、随時各施設のホームページ等
でご確認ください。

ご
注
意

施設情報

仙台市青葉区作並字深沢山1

TEL 022-395-2211　　
受付時間 土曜日▶11：00 ～14：00（15：00まで利用可能）
　　　　 日曜日▶11：00 ～13：00（14：00まで利用可能）
料　　金 大人           1,870 円
　　　　 子供（小学生）900 円
　　　　 未就学児 　　  　　無料（諸税込）
・料金内にタオル・バスタオル料が含まれます(浴衣は付きません)。
・日帰り入浴のみの方の控室（休憩室）はご用意しておりません。
・予約の必要はありません。

仙台市青葉区作並温泉元湯

TEL 022-395-2241　　受付時間 11：00 ～15：00（16：00まで利用可能）
料　　金 大人  　　　　　  1,200 円
　　　　 子供（２歳以上から）600 円（諸税込）
・利用時間は１時間が目安です。
・お休み処は特に設けておりません。
・フェイスタオル100 円、バスタオル（レンタル）300 円。持参も可。
・予約の必要はありません。

仙台市青葉区作並字元木1

作並でまったり 

✂ 以下切り取ってお使いください。

作並渓流釣り場

鷹泉閣 岩松旅館

湯の原ホテル

作並渓流釣り場

作並温泉
湯の原ホテル

鷹泉閣 岩松旅館

広瀬川
南沢

北沢

太白区

奥新川　

慈光院

湯神神社

仙山線
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募　集 各20名 （最少催行人数各10名）

講　師 ガーデンガーデン　田中 しんご 氏
又はガーデンガーデンスタッフ

参加費 会員・家族　2,400円　　関係者　2,600円
受講料には、教材代含む

と　き 6/26（土）14:00～15:30頃
ハーブと季節のお花を使った寄植え
7/3（土）14:00～15:30頃
季節のお花とカラーリーフを使った寄植え

ところ ガーデンガーデン
青葉区上愛子蛇台原62-5 （仙台西道路トンネル出口より西へ６㎞）

●日常の植栽に関する疑問・質問などにもお答えします。
●講座終了後、完成した鉢植えをお持ち帰りいただきますので、お車等でご来場願います。
●写真はイメージです。

ハーブと
季節のお花を
使った寄植え

ガーデンガーデン　田中 しんご 氏

土と植物にふれて、季節を感じてみませんか？

ガーデニング
講 座

ガーデニング
講 座

季節のお花と
カラーリーフを
使った寄植え

家庭園芸普及協会認定　グリーンアドバイザ―
TBCラジオ “ロジャー大葉のラジオな気分”「たの
しいです！ガーデニング」コーナー元出演者

受
付
期
間

日6/6
申込多数の場合は抽選と
なります。
※募集数に満たない場合、
　引続き先着順受付

まで お
申
込
先 022-214-1373

WEBは
グリーン・パル
ホームページ

℡

1コース

6/26
[SAT]

2コース

7/3
[SAT]

旬の植物を使って
カラーリーフと一緒に
涼しげな寄植えを作ります。

花と葉を楽しむハーブ苗と
一緒に旬の植物を使って
かわいい寄植えを作ります。

数学で考えてみよう　数学で考えてみよう　
　学校を卒業してから何年もたったけれど、「数学」がちょっと気になる。もう一度
「数学」をやり直したいと思っているけれど、勉強の方法が分からない。そのような
大人のための数学を楽しむ講座です。人生の経験値を積んだ大人の学びは、１０代
のときのそれとは違うはずです。今年度は中学校の図形を扱います。基本を十分に
理解した上で、ゆっくりと問題を解いてみましょう。

　夏らしいトロピカルなパイナップルチャーハンを作ります。具沢山のチャーハンを
パイナップルの器に詰めるこのお料理は簡単なのにとても華やかです。また、辛みが
少ないのでお子様から大人まで人気のお料理です。
　その他、タイで定番のヤムウンセンと本場のマンゴープリン、ハーブで色付けをし
たトロピカルドリンクを添えます。どのお料理も本格的ですが、揃えやすい材料で失
敗が少なく簡単なのに味は本格的！是非皆様のお越しをお待ちしております。

３ヶ月６回　10,080円
（入会金2,200円別途・一般１１,８８０円）

と　き

エスパル教室 まるでお家がタイのレストランに！ 
　　　　　　　　　　　　 ～夏に食べたいタイ料理～
まるでお家がタイのレストランに！ 
　　　　　　　　　　　　 ～夏に食べたいタイ料理～

メルパルク教室

講　師

月２回 土曜日 13：30～15：00

元東北大学准教授　清水 悟氏

募　集

料　金

持ち物

18名（一般参加者含む）

筆記用具、ノート 2,500円
（入会金2,200円別途・一般3,200円）

と　き

講　師

5/29（土）１０：００～１３：００

タイ料理教室講師　渡辺 りえ氏

募　集

料　金

10名（一般参加者含む）

持ち物 エプロン・三角巾（もしくは髪を束ねる
ゴム）・お手拭きタオル・筆記用具・
任意でお持ち帰り容器

特別１日講座

エスパル教室、メルパルク教室のすべての講座（下記は一例です。講座詳細は河北TBCカルチャーセンター HPよりご覧ください）

●消毒液、検温器を常備　　　　●教室はドアを開放し、扇風機と空気清浄機を設置
●ソーシャルディスタンス確保　  ●料理教室については、試食をせずにお持ち帰り

対 象 講 座

コロナウィルス対応

新型コロナウイルス感染症対策のため、いつもより人数を制限して実施
します。風通しの良い場所で手袋を着用して作業します。コロナウィルス対策

会員証
提示企画

予約制受
付
期
間

定員に達するまで先着順
（一般参加者含む）
空きがある場合、開催回の途中からでも
参加できますので教室にお問合せください

支

　払

申

　込

エスパル教室 022-266-2272
青葉区中央1丁目1-1 エスパル本館５階

メルパルク教室 022-792-8123
宮城野区榴岡5丁目6-51 メルパルク仙台3階

入会金1,100円（一般料金2,200円）　※河北TBCカルチャーセンター入会済みの方は不要会 員 特 典

教室窓口でグリーン・パル会員証を提示し、カルチャーセンターの入会申込書、希望する
講座の受講申込書に「グリーン・パル会員」と記入して料金をお支払いください。
※会員証の提示、受講申込書に「グリーン・パル会員」の記載のない場合は通常料金です。
※ご家族が受講される場合は、GICパスポートを利用した家族会員証を利用してください。

ご
利
用
方
法

カルチャーセンターカルチャーセンター

※現在開講中（７月より新クール）　

決算書の見方・読み方
受
付
期
間

水6/2 まで
申込多数の場合は抽選と
なります。
※募集数に満たない場合、
　引続き先着順受付

お
申
込
先

入門セミナー 簿記を全く知らない方でも、決算書（貸借対照表、損益計算書）が「読める」「わかる」
「面白い」ということを目標とし、決算書を見るコツについて説明します。

仙
台
駅

至
泉中央

ロフト

バス
プール

至石巻
仙石線

至青森

至東京

東
北
本
線地

下
鉄
南
北
線

至長町

N
エスパル

2
F
J
R
口

デ
ッ
キ

J
R
仙
台
駅

HUMOS5ビル3F
（JR仙台駅正面 ロフト横）

●受講当日は、マスクの着用や手洗いの励行をお願いいたします。　●発熱がある等、当日の体調が思わしくない方は受講をご遠慮ください。

環境

Word入門　半日コース

Word中級　半日コース

6/27（日）１０：００～１３：００と　き
◆Wordの種類とサポ－ト期限
◆Wordでできること
◆Wordの起動と終了、画面操作
◆文字入力　漢字変換、単語登録等

◆図やイラストの挿入
◆ワードアート、写真の編集
◆文章の作成と編集
◆印刷と保存

E xcel入門　半日コース

E xcel中級　半日コース

７/4（日）１０：００～１３：００と　き
◆Excelの種類とサポ－ト期限
◆Excelの起動と終了
◆画面操作
◆表の作成、データ入力と編集
　計算式作成、簡単な関数　

◆グラフの作成
　棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ
◆印刷と保存
◆Excel の表やグラフを Word で
　活用

◆関数の活用
　IF、SUMIF、VLOOKUP他
◆フラッシュフィル機能、
　相対参照と絶対参照
◆データベースの活用
　データの並び替えと抽出

◆ドロップダウンリストで選択入力
◆複合グラフとスパークライン
　クイック分析機能
◆あて名書き作成（はがき、封筒）
◆無料Excel 体験（Excel Online）

6/27（日）１４：００～１７：００と　き
◆ナビゲーションウィンドウと
　閲覧モード
◆表の編集（セル結合等）
◆テキストボックスの使い方
◆「コメント」の挿入
◆段組み、段落、タブとリーダー
◆写真編集（背景削除、図形切抜）

◆折りたたみと展開
◆スクリーンショットで地図挿入
◆オンラインビデオの挿入と
　グラフ挿入
◆Word で PDFファイルを編集
◆無料Word 体験（Word Online）

７/4（日）１４：００～１７：００と　き

受講料 各コース　会員・家族　2,700円、関係者　3,000円

佐々木 久夫 氏
仙台商工会議所
エキスパートバンク
登録専門家

募　集 各15名 （最少催行人数各３名）

持ち物 筆記用具

対　象 [入門コース]  キーボードでの文字入力及び、マウス操作のできる方
[中級コース] 入門コースを受講された方、
 又は日頃Word/Excelを使用されている方

ところ

Room5A　
（PARM-CITY131ビル）
５A会議室
青葉区一番町3-1-16

講　師

Windows10、Word2013、Excel2013、
オリジナルテキスト（Windows 8.1をお使
いの方でも受講いただけます。）

ゆっくりしたペースで学びたい方向けの講座です。普段あまりパソコンを
使用していない方や基本を学びたい方におすすめです。ぜひご参加ください♪
ゆっくりしたペースで学びたい方向けの講座です。普段あまりパソコンを
使用していない方や基本を学びたい方におすすめです。ぜひご参加ください♪

受
付
期
間

日6/13 まで
申込多数の場合は抽選と
なります。
※募集数に満たない場合、
　引続き先着順受付

お
申
込
先

PARM-CITY131
貸会議室Room5A

（PARM-CITY131ビル）

パソコン講座

スマホやiPadでExcel操作デ モスマホや iPadでWord操作デ モ

募　集 12名 （最少催行人数10名）

持ち物 電卓（演習で使用します）、
筆記用具

参加費 会員・家族　5,800円
　　　　　　　（通常8,800円）

と　き 6/19（土）
10：30～17：30（昼１時間休憩）

ところ リンクアカデミー大栄 セミナー室
青葉区中央1-10-1 HUMOS5 3階
（JR仙台駅西口より徒歩1分）

講　師

講師実績：税務大学、亘理農業委員会、東北地
方整備、宮城県農業会議、ゆうちょ銀行、仙南
地域職業訓練センター、聖和短期大学、北陸大
学など簿記研修、財務分析研修、再就職促進訓
練、会計科目担当として幅広く活躍
資格：日本商工会議所簿記1級

リンクアカデミー簿記講師　小島 清徳 氏　

1勘定科目の種類
2貸借対照表と損益計算書の見方と読むコツ
3 5種類の利益の意味
4黒字でも倒産するの？
5財産を持っているだけでは良いとはいえない
6決算大バザールって何？
7利益では借金は払えない

いまさら、誰にも聞けない内容がモリダクサン!!

▶全くの素人ですが、わかりやすく楽しく学べました。
▶簿記が楽しく感じられ、もっと知りたいと思いました。
　夢中になっている自分にびっくり！
▶経理の方が話していた単語の意味、B/S の見方がわかりました。
▶言葉の説明もわかりやすい。シーズンでやってほしい！　

…等の感想をいただいている毎年好評のセミナーです。

前回の参加者の 声

新型コロナウイルス
への対応について

新型コロナウイルス
への対応について

●例年より定員を減らしております。　●3人掛けテーブルに一人（前後で左右交互に着席）　●常時マスク着用　●入室毎の手指消毒（入口に設置）
●空気清浄機を設置（1時間毎に換気）　●受講当日の体調不良や発熱がある場合、参加を見合わせていただきますようお願い申し上げます。

022-214-1373

WEBは
グリーン・パル
ホームページ
℡

022-214-1373

WEBは
グリーン・パル
ホームページ
℡
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決算書の見方・読み方
受
付
期
間

水6/2 まで
申込多数の場合は抽選と
なります。
※募集数に満たない場合、
　引続き先着順受付

お
申
込
先

入門セミナー 簿記を全く知らない方でも、決算書（貸借対照表、損益計算書）が「読める」「わかる」
「面白い」ということを目標とし、決算書を見るコツについて説明します。
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●受講当日は、マスクの着用や手洗いの励行をお願いいたします。　●発熱がある等、当日の体調が思わしくない方は受講をご遠慮ください。

環境

Word入門　半日コース

Word中級　半日コース

6/27（日）１０：００～１３：００と　き
◆Wordの種類とサポ－ト期限
◆Wordでできること
◆Wordの起動と終了、画面操作
◆文字入力　漢字変換、単語登録等

◆図やイラストの挿入
◆ワードアート、写真の編集
◆文章の作成と編集
◆印刷と保存

E xcel入門　半日コース

E xcel中級　半日コース

７/4（日）１０：００～１３：００と　き
◆Excelの種類とサポ－ト期限
◆Excelの起動と終了
◆画面操作
◆表の作成、データ入力と編集
　計算式作成、簡単な関数　

◆グラフの作成
　棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ
◆印刷と保存
◆Excel の表やグラフを Word で
　活用

◆関数の活用
　IF、SUMIF、VLOOKUP他
◆フラッシュフィル機能、
　相対参照と絶対参照
◆データベースの活用
　データの並び替えと抽出

◆ドロップダウンリストで選択入力
◆複合グラフとスパークライン
　クイック分析機能
◆あて名書き作成（はがき、封筒）
◆無料Excel 体験（Excel Online）

6/27（日）１４：００～１７：００と　き
◆ナビゲーションウィンドウと
　閲覧モード
◆表の編集（セル結合等）
◆テキストボックスの使い方
◆「コメント」の挿入
◆段組み、段落、タブとリーダー
◆写真編集（背景削除、図形切抜）

◆折りたたみと展開
◆スクリーンショットで地図挿入
◆オンラインビデオの挿入と
　グラフ挿入
◆Word で PDFファイルを編集
◆無料Word 体験（Word Online）

７/4（日）１４：００～１７：００と　き

受講料 各コース　会員・家族　2,700円、関係者　3,000円

佐々木 久夫 氏
仙台商工会議所
エキスパートバンク
登録専門家

募　集 各15名 （最少催行人数各３名）

持ち物 筆記用具

対　象 [入門コース]  キーボードでの文字入力及び、マウス操作のできる方
[中級コース] 入門コースを受講された方、
 又は日頃Word/Excelを使用されている方

ところ

Room5A　
（PARM-CITY131ビル）
５A会議室
青葉区一番町3-1-16

講　師

Windows10、Word2013、Excel2013、
オリジナルテキスト（Windows 8.1をお使
いの方でも受講いただけます。）

ゆっくりしたペースで学びたい方向けの講座です。普段あまりパソコンを
使用していない方や基本を学びたい方におすすめです。ぜひご参加ください♪
ゆっくりしたペースで学びたい方向けの講座です。普段あまりパソコンを
使用していない方や基本を学びたい方におすすめです。ぜひご参加ください♪

受
付
期
間

日6/13 まで
申込多数の場合は抽選と
なります。
※募集数に満たない場合、
　引続き先着順受付

お
申
込
先

PARM-CITY131
貸会議室Room5A

（PARM-CITY131ビル）

パソコン講座

スマホやiPadでExcel操作デ モスマホや iPadでWord操作デ モ

募　集 12名 （最少催行人数10名）

持ち物 電卓（演習で使用します）、
筆記用具

参加費 会員・家族　5,800円
　　　　　　　（通常8,800円）

と　き 6/19（土）
10：30～17：30（昼１時間休憩）

ところ リンクアカデミー大栄 セミナー室
青葉区中央1-10-1 HUMOS5 3階
（JR仙台駅西口より徒歩1分）

講　師

講師実績：税務大学、亘理農業委員会、東北地
方整備、宮城県農業会議、ゆうちょ銀行、仙南
地域職業訓練センター、聖和短期大学、北陸大
学など簿記研修、財務分析研修、再就職促進訓
練、会計科目担当として幅広く活躍
資格：日本商工会議所簿記1級

リンクアカデミー簿記講師　小島 清徳 氏　

1勘定科目の種類
2貸借対照表と損益計算書の見方と読むコツ
3 5種類の利益の意味
4黒字でも倒産するの？
5財産を持っているだけでは良いとはいえない
6決算大バザールって何？
7利益では借金は払えない

いまさら、誰にも聞けない内容がモリダクサン!!

▶全くの素人ですが、わかりやすく楽しく学べました。
▶簿記が楽しく感じられ、もっと知りたいと思いました。
　夢中になっている自分にびっくり！
▶経理の方が話していた単語の意味、B/S の見方がわかりました。
▶言葉の説明もわかりやすい。シーズンでやってほしい！　

…等の感想をいただいている毎年好評のセミナーです。

前回の参加者の 声

新型コロナウイルス
への対応について

新型コロナウイルス
への対応について

●例年より定員を減らしております。　●3人掛けテーブルに一人（前後で左右交互に着席）　●常時マスク着用　●入室毎の手指消毒（入口に設置）
●空気清浄機を設置（1時間毎に換気）　●受講当日の体調不良や発熱がある場合、参加を見合わせていただきますようお願い申し上げます。

022-214-1373
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● 「QUOカードPay」には発行日より3年間の有効期限がございますのでご注意ください。
● 「QUOカードPay」は、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払式支払手段です。スマートフォン
以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。

● お送りしたバリューコードのURLを紛失された場合などに、バリューコードのURLを再発行することは出来ません。
残高がゼロになるまで、ブックマークやメールの保存などバリューコードのURLにアクセス出来るようにしてください。

● アプリにバリューコードを保存した場合は、バリューコードのURLは不要になります。
● 「QUOカードPay」は、カードタイプのQUOカードとは異なるサービスです。カードタイプのQUOカード加盟店では
ご利用できない場合があるほか、カードタイプのQUOカードの残高を移行、チャージすることはできません。

● 本キャンペーンは公益財団法人仙台ひと・まち交流財団グリーン・パル事業課により実施されています。本キャンペーンに
ついてのお問い合わせは株式会社クオカードではお受け出来ません。

● 「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。

グリーン・パルだより 279 号で、スポーツの試合やイベントを応援する企画を掲載した
ところ、会員様から「スポーツだけではなくコンサートのチケットも助成してほしい！」
との声をいただきました。なるほど確かにそのとおり。
そこで、コンサートなどの芸術鑑賞や演芸が好きな会員様への応援企画、
その名も　　　　　　　　　　　　　　　　　
音楽や演劇、身体表現や演芸などの舞台観覧に対し、スマホで使えるデジタルギフト
「QUOカードPay」をプレゼント！
チケットの半券や領収書、払い込み画面のスクショなどで応募してください。
スポーツ同様、コロナ禍で中止や延期に追い込まれてしまった舞台芸術ですが、最近は
新たな基準のコロナ対策をしながら開催するケースも増えてきました。
舞台芸術に携わるたくさんの方々を応援する意味でも、ふるってご応募ください！

アプリ不要ですぐに使えるデジタルギフト。
スマートフォンをお持ちの方なら誰でも簡単にお使いいただけます。

エンターテインメント応援企画

「エンタメチケットでチャレンジ！」

プレゼントプレゼント

支払料金 1000円以上の公演 円分のQUOカードPay

支払料金 3000円以上の公演 円分のQUOカードPay

クオ  　　　　  ペイ

「エンタメチケットでチャレンジ！」

500
1000

とは？

応募方法 専用の応募フォームから
ご応募ください　

応募期間 必着令和３年 6/1（火）～7/31（土）

対　象 令和３年6月～10月に開催される音楽や演劇・演芸等の実演公演(オンライン開催も含む)
※トークショーやお笑いライブ、落語も対象です。
※映画、展示会や展覧会、ワークショップ等の講習会は対象外です。

各 名にプレゼント100100
※会員一名につき合計２回まで。　※詳細は申込ページをご覧ください。

先着

ふるってご応募ください！

座席指定
のある

G R E E N  P A L6

WEB可WEB可

グリーン・パルホームページから
ネット申込OK

●グリーン・パルから購入したチケットの無断有償譲渡は禁止です。
●取扱枚数に達しない場合でも予告なく早期に受付終了することがあります。
●今後の情勢により、急遽公演の中止や詳細が変更になる可能性がございます。予め了承ください。
●チケットの紛失や破損された場合等の再発行は一切できませんので大切に保管願います。
●電話等でお申込の場合、チケットと郵便局の払込取扱票をお送りしますので期限までにお支払ください。ウェブでお申込の場合、
お申込とお支払手続が同時になります。
　（チケットのお届けは、原則公演日近くになります。）

新型コロナウィルス感染予防対策につきましては、主催者・各施設の指示に従いご参加下さい。
お申込後のキャンセルと座席のご指定は、お受けしておりません。

チケット
情報 ticket

スマホの方は
こちらから▶

022-214-1373 / 022-264-0344T E L

　　　　  のチケットは先着順受付中受付中受付中

MOVIX／イオンシネマ
シネマチケット（カード型）

受付中受付中

WEB可WEB可

※共通券ではなくなりました

♦【MOVIX】SMTシネマチケット
地震の影響によりMOVIX仙台は
休館のため、営業再開後販売します。
♦【イオンシネマ】
 ACチケット シネマチケット
（「新利府」3/5（金）グランドオープン。
全国のイオンシネマで利用可能）
■ 一般1,300円（一般基本料金1,800円）
■ 利用期限　イオンシネマ：令和３年9月末日
■ 取扱各50枚（1会員6枚まで）
利用方法：グリーン・パルからチケットをご購入のうえ、
　　　　　劇場窓口または自動券売機でお好きな映画の入場券

と引き換えてください。
※3Ｄ・4Ｄ作品は、上記料金＋追加料金が必要です。
　イオンシネマのみWEBチケット購入サービス[e席リザーブ]
でもご利用いただけます。

WEB可WEB可

おなじみの四季ナンバーの名
曲にのせて贈る新作ショウ
歌って踊って語る圧巻のエ
ンターテインメントをお楽
しみください！
■ 6月16日（水）13:30開演
 6月16日（水）18:30開演
 6月17日（木）13:30開演
■ 上演時間：約1時間30分（休憩なし）
■ 指定席8,500円（通常9,900 円）
■ 取扱 各10枚（1会員2枚まで）
※3歳以上有料（2歳以下入場不可、膝上観劇も不可）
※衛生対策のため、舞台前から数列空けた座席位置にて販売させていただきます。
　左右1席を空けず、通常通りの座席位置とします（4月14日現在）。
※会場では、必ずマスクの着用が必要です。未着用の場合はご入場いただけません。
※劇団四季公式HP「新型コロナウイルス感染症対応」を必ずご覧の上お越し
ください。

劇団四季
The Bridge～歌の架け橋～

多賀城市民会館

仙台サンプラザホール

秦 基博　
GREEN MIND 2021

5/20（木）から
先着受付

5/20（木）から
先着受付

今年デビュー 15周年
となる秦基博。
9年ぶりの全編弾き語
りツアーで、自身の原
点ともいえる弾き語り
でのパフォーマンスを
全国へお届けします。

■ ７月20日（火）18:30開演
■ 全席指定6,300 円（通常7,150 円）
■ 取扱 20枚（1会員2枚まで）
※未就学児のご入場はお断りいたします。
※小学生以上の方はチケットが必要となります。
※グループごとのソーシャルディスタンスにて開催。

撮影：荒井 健

たとえば、「ジョギング好き集まれ！ ジョギング大会」　「モータースポーツ好き集まれ！ グリーン・パル走行会」
　　　　「撮り鉄集まれ！ 鉄道写真品評会」　「音楽好き集まれ！ グリーン・パルジャムセッション」などなど…
タイトルとその運営方法のアイデアを広く募集いたします。

お寄せいただいた方から抽選で20名様に1,000円のクオカードをプレゼント。
コロナ禍ではありますが、対策をとりながら同じ趣味の人と交流してみたいですよね。
オフラインオンライン、室内屋外どちらでもOKです。
お気軽にお寄せください！

埼玉県宮代町

受付中受付中

WEB可WEB可

■ 1枚2,000円
 （通常料金おとな5,100円、3歳～小学生3,800円）
■ 利用期限　令和4年3月31日まで
■ 取扱30枚（1会員6枚まで）
※本券でポニーライド、特別催事（わんこビレッジ、VR等）、コ
インマシーン、夏季プールはご利用になれません。
　プールご利用に際してはWEBにて日付指定の「プール入場
券」の別途購入が必要となります。

※休園日・営業状況はHPをご確認ください。http://www.tobuzoo.com/

ハイブリットレジャーランド
東武動物公園 法人アトラクションパスセット
（入園料＋のりもの乗り放題）

アイデア募集アイデア募集

申込みはWEBから▼申込みはWEBから▼
HP
アンケート
バナー

プレゼント付き！

＊ご入力いただいた個人情報は、賞品発送の目的以外には
使用いたしません。なお当選の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。

＊プレゼントの発送は７月下旬を予定しております。

令和3年
6月24日（木）
締　切

　グリーン・パルには23,000人以上の会員様がいらっしゃいます。これは全国のサービスセンターの中でもベスト10に入る多さ
なんです。（まだまだ会員募集中！）
　これだけ人数がいるときっと同じ趣味の人もたくさんいるに違いない、と思い、同じ趣味の会員が集まるイベントを開催したい
のですが、人数がたくさんいるということはその趣味もたくさんあると思いますし、その開催方法も様々かと思います。
　それであれば会員の皆様にお知恵拝借、ということで、「〇〇好きな人集まれ！ ○○大会」というようなアイデアを募集します。

同じ趣味の人集まれ！



● 「QUOカードPay」には発行日より3年間の有効期限がございますのでご注意ください。
● 「QUOカードPay」は、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払式支払手段です。スマートフォン
以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。

● お送りしたバリューコードのURLを紛失された場合などに、バリューコードのURLを再発行することは出来ません。
残高がゼロになるまで、ブックマークやメールの保存などバリューコードのURLにアクセス出来るようにしてください。

● アプリにバリューコードを保存した場合は、バリューコードのURLは不要になります。
● 「QUOカードPay」は、カードタイプのQUOカードとは異なるサービスです。カードタイプのQUOカード加盟店では
ご利用できない場合があるほか、カードタイプのQUOカードの残高を移行、チャージすることはできません。

● 本キャンペーンは公益財団法人仙台ひと・まち交流財団グリーン・パル事業課により実施されています。本キャンペーンに
ついてのお問い合わせは株式会社クオカードではお受け出来ません。

● 「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。

グリーン・パルだより 279 号で、スポーツの試合やイベントを応援する企画を掲載した
ところ、会員様から「スポーツだけではなくコンサートのチケットも助成してほしい！」
との声をいただきました。なるほど確かにそのとおり。
そこで、コンサートなどの芸術鑑賞や演芸が好きな会員様への応援企画、
その名も　　　　　　　　　　　　　　　　　
音楽や演劇、身体表現や演芸などの舞台観覧に対し、スマホで使えるデジタルギフト
「QUOカードPay」をプレゼント！
チケットの半券や領収書、払い込み画面のスクショなどで応募してください。
スポーツ同様、コロナ禍で中止や延期に追い込まれてしまった舞台芸術ですが、最近は
新たな基準のコロナ対策をしながら開催するケースも増えてきました。
舞台芸術に携わるたくさんの方々を応援する意味でも、ふるってご応募ください！

アプリ不要ですぐに使えるデジタルギフト。
スマートフォンをお持ちの方なら誰でも簡単にお使いいただけます。

エンターテインメント応援企画

「エンタメチケットでチャレンジ！」

プレゼントプレゼント

支払料金 1000円以上の公演 円分のQUOカードPay

支払料金 3000円以上の公演 円分のQUOカードPay

クオ  　　　　  ペイ

「エンタメチケットでチャレンジ！」

500
1000

とは？

応募方法 専用の応募フォームから
ご応募ください　

応募期間 必着令和３年 6/1（火）～7/31（土）

対　象 令和３年6月～10月に開催される音楽や演劇・演芸等の実演公演(オンライン開催も含む)
※トークショーやお笑いライブ、落語も対象です。
※映画、展示会や展覧会、ワークショップ等の講習会は対象外です。

各 名にプレゼント100100
※会員一名につき合計２回まで。　※詳細は申込ページをご覧ください。

先着

ふるってご応募ください！

座席指定
のある

G R E E N  P A L 7

WEB可WEB可

グリーン・パルホームページから
ネット申込OK

●グリーン・パルから購入したチケットの無断有償譲渡は禁止です。
●取扱枚数に達しない場合でも予告なく早期に受付終了することがあります。
●今後の情勢により、急遽公演の中止や詳細が変更になる可能性がございます。予め了承ください。
●チケットの紛失や破損された場合等の再発行は一切できませんので大切に保管願います。
●電話等でお申込の場合、チケットと郵便局の払込取扱票をお送りしますので期限までにお支払ください。ウェブでお申込の場合、
お申込とお支払手続が同時になります。
　（チケットのお届けは、原則公演日近くになります。）

新型コロナウィルス感染予防対策につきましては、主催者・各施設の指示に従いご参加下さい。
お申込後のキャンセルと座席のご指定は、お受けしておりません。

チケット
情報 ticket

スマホの方は
こちらから▶

022-214-1373 / 022-264-0344T E L

　　　　  のチケットは先着順受付中受付中受付中

MOVIX／イオンシネマ
シネマチケット（カード型）

受付中受付中

WEB可WEB可

※共通券ではなくなりました

♦【MOVIX】SMTシネマチケット
地震の影響によりMOVIX仙台は
休館のため、営業再開後販売します。
♦【イオンシネマ】
 ACチケット シネマチケット
（「新利府」3/5（金）グランドオープン。
全国のイオンシネマで利用可能）
■ 一般1,300円（一般基本料金1,800円）
■ 利用期限　イオンシネマ：令和３年9月末日
■ 取扱各50枚（1会員6枚まで）
利用方法：グリーン・パルからチケットをご購入のうえ、
　　　　　劇場窓口または自動券売機でお好きな映画の入場券

と引き換えてください。
※3Ｄ・4Ｄ作品は、上記料金＋追加料金が必要です。
　イオンシネマのみWEBチケット購入サービス[e席リザーブ]
でもご利用いただけます。

WEB可WEB可

おなじみの四季ナンバーの名
曲にのせて贈る新作ショウ
歌って踊って語る圧巻のエ
ンターテインメントをお楽
しみください！
■ 6月16日（水）13:30開演
 6月16日（水）18:30開演
 6月17日（木）13:30開演
■ 上演時間：約1時間30分（休憩なし）
■ 指定席8,500円（通常9,900 円）
■ 取扱 各10枚（1会員2枚まで）
※3歳以上有料（2歳以下入場不可、膝上観劇も不可）
※衛生対策のため、舞台前から数列空けた座席位置にて販売させていただきます。
　左右1席を空けず、通常通りの座席位置とします（4月14日現在）。
※会場では、必ずマスクの着用が必要です。未着用の場合はご入場いただけません。
※劇団四季公式HP「新型コロナウイルス感染症対応」を必ずご覧の上お越し
ください。

劇団四季
The Bridge～歌の架け橋～

多賀城市民会館

仙台サンプラザホール

秦 基博　
GREEN MIND 2021

5/20（木）から
先着受付

5/20（木）から
先着受付

今年デビュー 15周年
となる秦基博。
9年ぶりの全編弾き語
りツアーで、自身の原
点ともいえる弾き語り
でのパフォーマンスを
全国へお届けします。

■ ７月20日（火）18:30開演
■ 全席指定6,300 円（通常7,150 円）
■ 取扱 20枚（1会員2枚まで）
※未就学児のご入場はお断りいたします。
※小学生以上の方はチケットが必要となります。
※グループごとのソーシャルディスタンスにて開催。

撮影：荒井 健

たとえば、「ジョギング好き集まれ！ ジョギング大会」　「モータースポーツ好き集まれ！ グリーン・パル走行会」
　　　　「撮り鉄集まれ！ 鉄道写真品評会」　「音楽好き集まれ！ グリーン・パルジャムセッション」などなど…
タイトルとその運営方法のアイデアを広く募集いたします。

お寄せいただいた方から抽選で20名様に1,000円のクオカードをプレゼント。
コロナ禍ではありますが、対策をとりながら同じ趣味の人と交流してみたいですよね。
オフラインオンライン、室内屋外どちらでもOKです。
お気軽にお寄せください！

埼玉県宮代町

受付中受付中

WEB可WEB可

■ 1枚2,000円
 （通常料金おとな5,100円、3歳～小学生3,800円）
■ 利用期限　令和4年3月31日まで
■ 取扱30枚（1会員6枚まで）
※本券でポニーライド、特別催事（わんこビレッジ、VR等）、コ
インマシーン、夏季プールはご利用になれません。
　プールご利用に際してはWEBにて日付指定の「プール入場
券」の別途購入が必要となります。

※休園日・営業状況はHPをご確認ください。http://www.tobuzoo.com/

ハイブリットレジャーランド
東武動物公園 法人アトラクションパスセット
（入園料＋のりもの乗り放題）

アイデア募集アイデア募集

申込みはWEBから▼申込みはWEBから▼
HP
アンケート
バナー

プレゼント付き！

＊ご入力いただいた個人情報は、賞品発送の目的以外には
使用いたしません。なお当選の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。

＊プレゼントの発送は７月下旬を予定しております。

令和3年
6月24日（木）
締　切

　グリーン・パルには23,000人以上の会員様がいらっしゃいます。これは全国のサービスセンターの中でもベスト10に入る多さ
なんです。（まだまだ会員募集中！）
　これだけ人数がいるときっと同じ趣味の人もたくさんいるに違いない、と思い、同じ趣味の会員が集まるイベントを開催したい
のですが、人数がたくさんいるということはその趣味もたくさんあると思いますし、その開催方法も様々かと思います。
　それであれば会員の皆様にお知恵拝借、ということで、「〇〇好きな人集まれ！ ○○大会」というようなアイデアを募集します。

同じ趣味の人集まれ！



事 務 局 か ら の お 知 ら せ

◆ イベント・チケット等についてのご案内 ◆
●イベント・チケットの申込みの際は、受付期間及び受付先をご確認ください。受付開始日前・受付時間外は、電話・FAXとも受付いたしか
ねますのでご了承願います。
●イベント等によってはお申込みが集中し、電話が通じにくくなる場合があります。
●都合によりイベント・チケットの募集人数（取扱数）や募集期間は、予告なく変更する場合がありますので、申込みは早めにお願いします。
●イベント等名と会員番号・会員名・参加者名（イベントのみ）・ご案内状やチケットのお届け先〔自宅又は勤務先等（必要に応じ課名・出先機
関名）〕をお知らせください。
●参加者が会員以外の場合は、参加費が異なることがありますので、続柄等をお知らせください。（イベントの「関係者」とは「会員・家族」以
外のうち、会員の方が行事の参加を認めた方をいいます。）

●会員証の提示や補助券の提出が必要なイベントは、これらの提示・提出がない場合は原則利用できません。
●会員の皆様からグリーン・パルへ提供いただいた個人情報につきましては、グリーン・パル事業実施の目的のみに利用し、法令の定める場
合を除き、目的外の利用はいたしません。

●事業等でスタッフが撮影した写真は、グリーン・パルホームページ（含SNS）上及び会報等のグリーン・パルの発行物に使用する場合があ
ります。写真掲載・使用を希望しない方はお手数でございますが、グリーン・パルまで連絡お願いします。

※開催会場への電話により受付するものもあります。
　電話・FAXのおかけまちがいにご注意ください。

TEL

受付時間

FAX

022-214-1373
022-264-0344

022-215-4480
WEB 受付時間 24時間 365日

8:30▶17:00

発行日以降は、グリーン・パルホームページでも
PDF形式でご覧いただけます

ホームページのお問合せまたはこちらから▶

803事業所　23,472名
（令和3年4月30日現在）
グリーン・パルだより№281
6/25（金）発行予定

グリーン・パルへのご意見・ご要望は

https://greenpal.or.jp/

グリーン・パル 検 索
加 入 状 況
次 号 予 告

土・日・祝
を除く

イベント・チケットのお申込みは
電話・FAX・WEBで

LINE友だち登録

共済金の請求忘れはございませんか?  請求期間は事由発生日から３年間です。
●弔慰金の申請に添付書類（亡くなられた方の「戸籍全部事項証明書（除票）」等の、会員様との続柄と死亡の事実が確認できるもの）が必要になりました。
●弔慰金・お見舞金の請求書様式が変更になっております。新しい様式でご請求をお願い申し上げます（古い様式でのご請求は返送させていただきます）。
様式はホームページでダウンロードまたはガイドブックP78 ～ P81をコピーしてお使いください。

共済金に
ついて

今回掲載のイベントに関しましては開催予定としておりますが、新型
コロナウイルスの影響により、延期・中止とさせていただく場合がご
ざいます。また、各イベントにご参加される場合は、マスク着用の上、
咳エチケットへのご協力をお願い申し上げます。

イベント開催について なお、次の方はご参加いただけません。この場合の参加料は返金いたします。
①37.5°C 以上の発熱のある方
②咳、くしゃみ等の風邪症状のある方
③体調の悪い方
④参加当日時点で、新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者に該当する方

迷 惑メール対 策 設 定している場合は、
「no-reply@gicz.jp」と「gicz@greenpal.or.jp」
からのメールを受信できるようにお願いします。
不明な点は、グリーン・パルまでお気軽にお問
合せください。

●会員番号 ●メールアドレス
必要なもの

WEBからの申込となります。応募方法

℡022-214-1373

プロ野球 グッズプレゼント

主な事業計画

グリーン・パル事業　2021年度　事業計画・収支予算

○在職中の生活安定に係る事業
結婚・出産・入学・勤続等
の祝金や、傷病・災害等見
舞金・死亡弔慰金の給付／
生活・教育・福祉及び自動
車資金の融資の紹介、融資
金利の一部利子補給
○余暇活動に係る事業
レジャー施設割引、委託保
養所利用助成、宿泊利用助
成（１泊当り会員2,000円、
配偶者・子及び親1,000円
の助成　宮城県内宿泊の場
合各1,000円増）／主催イ
ベント等（フルーツ狩り・
会員交流会・中小企業団体
スポーツ大会助成等）／観
覧･鑑賞割引（コンサート・
演劇・スポーツ観戦等チケッ
ト割引）

○健康維持増進に係る事業
人間ドック等助成(個人負担
額に応じ8,000円を限度)、
インフルエンザ予防接種助
成／スポーツクラブ法人会
員契約による割引利用、個
人入会助成
○自己啓発に係る事業
パソコン教室・教養講座・
料理等教室の開催／国家
資格取得助成・カルチャー
スクール入会助成
○老後生活の安定・財産形成
に係る事業
年金・定年退職セミナー等
の開催／個人年金共済紹介

収支予算

市補助金収入
43,799千円

事業運営収入
7,782千円

給付金収入
11,155千円

管理運営費支出
51,311千円

余暇活動援助
事業費支出
16,313千円

情報提供事業費
支出ほか
10,363千円

自己啓発
事業費支出
3,059千円

健康維持増進事業費支出
9,844千円

他収入
3,446千円

収　入 208,651千円 支　出 207,891千円

生活安定
事業費支出
117,001千円

会費収入
142,469千円

ご希望の番号をひとつお選びください。
重複申込は無効となります。
※グリーン・パルチケットページからお申し込みください。
※当選の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

❷ 2021
　 チケット
　 フォルダー

❶ 2021カレンダー

5月30日（日）

※当選した方へプレゼントするため、
　保護紙を外さずに撮影しています。

応募締切

プロ野球チケット 会員様限定２枚一組抽選販売中！ ℡

グリーン・パルHP
チケットバナー

チケット・
プレゼントはこちら
パソコンから

スマート
フォンから
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