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１．旭川地域 パークゴルフ＆バーベキュー 
実施日 2015 年 7 月 13 日(月)9：30～ 

場所 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 

住所 〒071-1555 上川郡東神楽町 25-40 ☎0166-83-7789 

対象 組合員のみ 

内容 プレイ代・レンタル代・バーベキュー代・景品代 

雨天決行（室内コース・バーベキュー屋外テント使用） 

近くに森の湯神楽温泉有り。（自己負担） 

参加費(自己負担) 1,000 円  会場までの交通費は自己負担 

申し込み締め切り 6 月 22 日(月) 申込書到着まで 
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編集人 北海道総支部長  竹中 哲郎 

連絡先 札幌市中央区大通西１６ 

UA ゼンセン北海道支部内 

働く仲間 

UA ゼンセンの地域行事に参加しませんか 

参加費は NCCU 北海道総支部で補助します。 

参加希望の方は、「別紙申込書」に必要事項を記入の上、FAX でお申込み下さい。詳しい「案内」を送ります。 

 

 
 

 

 

★他の地域の案内も決定次第お知らせします。 

この内容は NCCU ホームページで、カラーで閲覧できます。 
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２．札幌近郊 さくらんぼ狩りと泊原子力発電所見学ツアー 

実施日 2015 年 7 月 18 日(土) 8：00～18：00 予定 

内容 泊原子力発電所⇒さくらんぼ狩り(余市)・ニッカ工場 

(集合場所は札幌駅を予定)※参加者数により、集合場所の調整を実施予定 

対象 組合員とその家族 
※泊原発施設入場の為に、身分証明書が必要です。詳細は後日参加者へ発送します。 

費用内訳 バス代・昼食弁当代・さくらんぼ狩り入園料・行事共済 

お子様はおやつ付き 

参加費(自己負担) 組合員 1,000 円 小学生以下 500 円 
集合場所までの交通費は自己負担 

申し込み締め切り 6 月 25 日(木) 申込書到着まで 

３．札幌・恵庭近郊 
『支笏湖の森つくり』＆工場見学 バスツアー 

実施日 2015 年 7 月 29 日(水) 

集合場所と解散 【札幌】集合 8：00～解散 15：15 

【恵庭】集合 9：00～解散 16：15 

対象 組合員とその家族 

内容 支笏湖「ヤングリーブス北海道の森」下草刈り⇒キリンビー

ル千歳で昼食懇親会⇒「キリンビール工場見学」 

参加費(自己負担) 組合員 1,000 円 小学生以下 500 円 
集合場所までの交通費は自己負担 

申し込み締め切り 6 月 20 日(金) 申込書到着まで 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
ビール園で「乾杯＆ジンギスカン」 
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４．札幌近郊 ミッドナイトソフトボール 
実施日 2015 年 8 月 21 日(金)20：00～8 月 22 日(土)3：00(7 時間) 

場所 はまなす国体記念石狩市スポーツ広場ソフトボール場 

対象 組合員のみ 

内容 参加者は、2 チームに分かれて 1 試合を 7 時間連続して行います。 

参加者は約 1～2 時間程で交代して試合を継続します。 

混合チームで行いますので、1 名から参加、途中参加も可能です。 

用具・飲み物・軽食は事務局が準備します。 

参加費(自己負担) 無料 

申し込み締め切り 8 月 10 日(月) 申込書到着まで 

詳細が決まり次第、『総支部 NEWS』と『ホームページ』でご案内します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
●「NCCＵ×タニタ食堂」のレシピも！ ●図書カードやＱＵＯカードが当たるゲームも！ 

●共済の仮申請もカンタン！ ●総支部・分会の最新情報をいつでもチェック！  

 

「会員登録」をする際は、「組合員番号」を手元に用意しておくとスムーズです 

あなたの組合員番号は、NCCU から届く郵便物の宛名右下の 10 ケタの数字です。 
  

 

ケアちゃんトピックス 

 

組合ホームページを見てみよう! 

 NCCU  検索    ホームページのお問い合わせは… ０１２０－５１９－９３１へ 

 
UA ゼンセン年金共済・積立終身共済 

〆切迫る！ 
【締め切り】6 月 5 日(金)NCCU 必着 
まずは資料請求・お問い合わせ！ 
   ✩共済専用フリーダイヤル 

０１２０－３７２－９３１ 

ＮＣＣＵ ＮＥＷＳ ９８号は 
6 月 10 日頃お届け予定 

【内容】･私たちの声を国に届けよう！ 

･『脱・長時間労働宣言』 

･ エコライフ２１「お得な節約術」 

･組合ホームページで何ができるの？ 

･ニュース見つけた    など 

 

【お知らせ】ステップアップ研修（肩こり腰痛セミナー）の日程が決定しました！ 

 札幌会場 旭川会場 
開始日時 7 月 12 日(日)14:30～17:00（懇親会含む） 8 月 23 日(日) 14:30～17:00（懇親会含む） 
場所 ホテルノースシティ(中島公園近く) 旭川駅近くのホテルを予定 
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ＵＡゼンセン・ＮＣＣＵ北海道総支部 宛 

ＮＣＣＵ北海道総支部「夏の各種イベント・応募用紙」 
所属分会  申し込み者氏名 （ふりがな） 

事業所名  
お住まいの住所  

事前連絡先 TEL 
当日連絡の取れる 

電話番号 TEL 

詳しい内容の 
連絡先（FAX）  

 郵送希望の場合は、 
右欄に住所を記入ください 

〒    － 

申し込みイベント  

１ パークゴルフ ２ さくらんぼ狩り 

３ 支笏湖の森つくり ４ ミッドナイトソフトボール 

参加者名 

No 氏名 参加者区分 年齢区分 

１  組合員本人 大人 ・ 中学生以下 
小学生以下 ・ 幼児 

２  組合員・家族 
大人 ・ 中学生以下 
小学生以下 ・ 幼児 

３  組合員・家族 
大人 ・ 中学生以下 
小学生以下 ・ 幼児 

４  組合員・家族 
大人 ・ 中学生以下 
小学生以下 ・ 幼児 

５  組合員・家族 大人 ・ 中学生以下 
小学生以下 ・ 幼児 

 

下記のリストのどちらかの番号に○をつけて下さい 

ＦＡＸ No 011－633－1080 

 

コピーして 
お使い下さい 


