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No.15

OK!ワーク旅行依頼書 OK!ワークへ FAX0537-35-0300 してください。
（郵送先：〒439-0031　菊川市加茂2156番地）

旅行タイトル

会員番号
氏名（年齢）

携帯番号（ない方は自宅電話番号）
区分

（会員は会員No.）

事業所名

区分・性別

自宅TEL

性別

携帯TEL

携帯電話

案内等
送付住所

会員　・　家族 男　・　女

フリガナ

フリガナ

※コピーしてお使いください

グループ毎に記入願います。（他事業所の方も一緒に記入ください。）

（　　枚中　　枚目）

氏名
（年齢）

旅行日

8月 　20日 全　　　　　　人

参加人数

会員・同居家族・友人

会員・同居家族・友人

会員・同居家族・友人

会員・同居家族・友人

会員・同居家族・友人

（　 　才）

（　 　才）

〒

参
加
代
表
者（
会
員
・
家
族
に
限
る
）

同
行
者

男
　女

携帯

フリガナ

（　 　才）

男
　女

携帯

フリガナ

（　 　才）

男
　女

携帯

フリガナ

（　 　才）

男
　女

携帯

フリガナ

（　 　才）

男
　女

さわやか上高地ウォーキング

さわやか上高地ウォーキング

日帰り

バスツ
アー

日本トラベルサービス（有）
静岡県知事登録旅行業　第2－254号
総合旅行業務取扱管理者：伊藤道明
〒439－0019　菊川市半済980－2　ＴＥＬ0537-35-5151

開　催　日 8月20日（日）
集　　合 OK!ワーク西駐車場 4：50
添　乗　員 同行します
募集人数 40人（最少催行人数30人）
参　加　費 会員 7,800円 （9,800円のところ）
 家族・友人 9,000円
受付期間 5月10日（水）～5月26日（金） １７：００まで
ＯＫ！ワーク西駐車場5：00発―菊川ＩＣ－（高速）－新清水ＩＣ－（Ｒ52）－増穂ＩＣ－
（高速）－松本ＩＣ－（釜トンネル）－上高地〈大正ホテル前から大正池・河童橋経
由で明神池（片道2時間ほど）まで歩きます。苦手な方は、上高地バスターミナ
ルからの自由散策となります　昼食各自〉10：30～14：30－（釜トンネル）－松
本ＩＣ－（高速）－増穂ＩＣ－（Ｒ52）－新清水ＩＣ－（高速）－菊川ＩＣ 20：00着予定

旅
行
企
画・実
施

お申し込みは、下記の旅行依頼書にお願いします。

Vol.82
事業所数 1,078 事業所
会員数 5,572 人
（平成29年4月1日現在）

5月号*2017

ご参加ください 参加者大募集！

※参加確定後のお支払い、お問い合わせは旅行会社までお願いします。※写真はイメージです。

（一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
住　所　〒439-0031  菊川市加茂2156番地　TEL0537-35-0298　FAX0537-35-0300
E-mail　ok-waku@za.tnc.ne.jp　　URL http://www4.tokai.or.jp/ok-work/

編集・発行
（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全福ネット）加盟
全福センターのホームページ     URL http://www.zenpuku.or.jp/
 ログインID　tk　　　パスワード　zenpuku
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チケット

チケット

チケット

No.16

No.17

スターバックス
コーヒーセミナー

開　催　日 6月7日（水） 19：00～21：00
会　　場 菊川市商工会館　会議室
募集人数 20人
参　加　費 会員 2,200円 (3,540円のところ)
 家族 2,700円 友人 3,200円 
受付期間5月1日（月）～5月11日（木）　１７：００締切

開　催　日 6月4日（日）　 開演19：30
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　3階指定席
枚　　数 20枚
価　　格 3,000円 （前売り3,500円のところ）
受付期間 4月27日（木）～5月8日（月） １７：００締切
※5歳以上有料。4歳以下ひざ上無料。お席が必要な場合有料。

No.18

No.19

No.20

よしもと
お笑いまつり
in 菊川2017！！

FAX･郵送
抽選 FAX(0537)35-0300

ご参加ください
参加者大募集！

■応募多数の場合は抽選、結果はお勤め先へ連絡します。
　一部先着受付の事業もございます。
■「事業参加申込書」は、ガイドブック裏表紙をコピーいただくか
　OK!ワークに請求願います。
■旅行は「旅行依頼書」をOK!ワークへFAX願います。
■チケットの座席指定はできません、2階以上になる場合もございます。

お申込みは「事業参加申込書」をFAXまたは郵送で

〒439-0031 菊川市加茂2156番地

開催期間 7月28日（金）・29日（土）・30日（日）
会　　場 静岡カントリー浜岡コース＆ホテル
 ヘリポート　18：00～20：30
枚　　数 合計80枚（大人券のみ）
価　　格 会員  4,400円 （5,000円のところ）
 家族・友人 5,000円
※お子さま(4歳～高校生）は当日会場でお買い求めください｡（2,500円）
受付期間 5月12日（金）～6月15日(木) １７：００締切

静岡カントリー浜岡コース&ホテル

2017サマーガーデン
in 浜岡（ビール祭）

チャレ
ンジ教

室
Part2

スターバックスのバリスタと奥深いコーヒーの世界を堪能しましょう！

屋台グルメチケット　生ビール・サワー・ソフトドリンク飲み放題
その他　打ち上げ花火　ステージショー　大抽選会

～笑って梅雨をふっとばせスペシャル～

布施　明

開　催　日 7月1日（土）  開演17：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 5,500円(6,000円のところ)
受付期間 4月27日（木）～5月9日（火） １７：００締切

「monodrama　楽屋物語り」付き

AKIRA FUSE
COZY Theater 2017
～真風に吹かれて～

～おいしい淹れ方アイスコーヒー編～

ボルダリング教室

開　催　日 6月11日（日） 10：00～12：00
会　　場 QRiMo　クリモ 
 〒437-1612 御前崎市池新田4359-68
 （150号線沿い　杏林堂薬局・マクドナルドと同敷地内）
募集人数 15人（小学生以上）
参　加　費 会員 2,200円 (3,780円のところ)
 家族 2,700円    友人   3,500円
 ※登録料・レンタルシューズ（18cm以上）・チョークバック・保険代込 
受付期間 4月28日（金）～5月10日（水）　１７：００締切
※小学生は保護者の同伴が必要です。
　未成年者には申込み用紙（誓約書）に保護者の同意（サイン）が
　必要になります。

チャレ
ンジ教

室
Part3

開放的な空間で楽しく遊ぼう！
力のあるなし問わず気軽に楽しめます！

会員のみ

会員のみ参加できます

・親戚の方は友人料金となります。
・友人の方のみの参加はできません。
・高校生以下の参加は父兄同伴です。

「会員のみ」のマークのない事業はご家族、お友達も参加できます。



Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

子供たちに大人気の
「それいけ ！ アンパンマン」。
大好評のミュージカルが
今年もやって来ます！

出演者　三遊亭円楽　林家たい平
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No.21 No.24

No.22 No.25

No.23 No.26

谷村新司
45周年コンサート
ツアー

それいけ ！ アンパンマン　ミュージカル
勇気の花に歌おう♪

石川さゆり
45周年
記念コンサート

チケット チケット

チケット チケット

チケット チケット

開　催　日 7月30日(日)  ①開演１１：００　②開演１４：３０
会　　場 磐田市民文化会館　指定席
枚　　数 各20枚　※時間をご指定願います。
価　　格 2,400円(前売り2,700円のところ)
受付期間 4月27日（木）～5月9日（火） １７：００締切
※3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。
　ただし、お席が必要なお子様は有料。

開　催　日 7月17日（月・祝）  開演16：30
会　　場 磐田市民文化会館　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 8,000円 (8,640円のところ)
受付期間 4月27日（木）～5月9日（火） １７：００締切

開　催　日 7月19日(水)  ①開演14：00　②開演18：00
会　　場 アクトシティ浜松 大ホール　S席
枚　　数 各20枚　　※時間をご指定願います。
価　　格 6,500円(7,000円のところ)
受付期間 4月27日（木）～5月9日（火） １７：００締切

45周年イヤーの谷村新司スペシャルコンサート！
どうぞご期待ください。

柳田理科雄
サイエンスショー

歌と共に45年！
石川さゆりのヒット曲とトークによる感動のステージ。

DRUM TAO
2017
ドラムロック
疾風

開　催　日 7月2日（日）  開演17:00
会　　場 磐田市民文化会館　　A席
枚　　数 20枚（6歳以上）
価　　格 5,500円(6,500円のところ)
受付期間 4月27日（木）～5月9日（火） １７：００締切

開　催　日 7月23日（日）  開演13:30
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　指定席
枚　　数 20枚
価　　格 大人 700円 (1,000円のところ)
 子供 300円 (500円のところ)
受付期間 5月10日（水）～5月19日（金） １７：００締切
※子供料金は中学生以下。
　３歳以下ひざ上無料（お席が必要な場合は有料）

圧倒的なパフォーマンスと最新の
映像テクノロジーが融合する
「THE 日本エンターテイメント」

「空想科学読本」の作者
柳田理科雄先生が人気
アニメやマンガ内の不思
議を楽しく解説！

シオーネ寄席

開　催　日 8月6日（日）  開演14:00
会　　場 掛川市文化会館シオーネ　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 3,500円（前売り一般3,800円のところ）
受付期間 4月27日（木）～5月9日（火） １７：００締切
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ご参加ください 参加者大募集！

No.29

OK!ワーク旅行依頼書 OK!ワークへ FAX0537-35-0300 してください。
（郵送先：〒439-0031　菊川市加茂2156番地）

旅行タイトル

会員番号
氏名（年齢）

携帯番号（ない方は自宅電話番号）
区分

（会員は会員No.）

事業所名

区分・性別

自宅TEL

性別

携帯TEL

携帯電話

案内等
送付住所

会員　・　家族 男　・　女

フリガナ

フリガナ

※コピーしてお使いください

グループ毎に記入願います。（他事業所の方も一緒に記入ください。）

（　　枚中　　枚目）

氏名
（年齢）

旅行日

8月 27日 全　　　　　　人

参加人数

会員・同居家族・友人

会員・同居家族・友人

会員・同居家族・友人

会員・同居家族・友人

会員・同居家族・友人

（　 　才）

（　 　才）

〒

参
加
代
表
者（
会
員
・
家
族
に
限
る
）

同
行
者

男
　女

携帯

フリガナ

（　 　才）

男
　女

携帯

フリガナ

（　 　才）

男
　女

携帯

フリガナ

（　 　才）

男
　女

携帯

フリガナ

（　 　才）

男
　女

日帰り

バスツ
アー

（株）遠鉄トラベル中遠営業所
観光庁長官登録旅行業第２４０号
総合旅行業務取扱管理者 ： 西尾孝幸
〒437-0027袋井市高尾町6-19 TEL.0538-43-5490

開　催　日 8月27日（日）　
集　　合 掛川市役所駐車場　8：50 
募集人数 20人
参　加　費 会員 14,000円 （18,200円のところ）
 家族 16,000円 友人 18,000円
受付期間 4月27日（木）～5月10日（水） １７：００締切

旅
行
企
画・実
施

県内共済団体西部合同事業　お申し込みは、下記の旅行依頼書にお願いします。

劇団四季「リトルマーメイド」S席観劇と浩養園の夕食

掛川市役所駐車場9：00発―磐田（今之浦市有地）9：40発―磐田IC＝<東
名・名古屋高速>＝吹上西IC－（名古屋四季劇場）12：15頃着―劇団四季【リ
トルマーメイド】観劇（昼食は自由食）13：00開演～15：35終演―16：00頃
発―サッポロビール園【浩養園】日本最古のビール園にて  「名古屋コーチ
ン＆鉄板焼きセット」の夕食16：30～17：30＝吹上東IC＝〈名古屋高速・伊勢
湾岸・東名〉＝磐田IC－磐田19：40頃着―掛川20：20頃着予定

No.27 No.28チケット チケット
劇団四季ミュージカル
「アンデルセン」静岡公演

開　催　日 ①9月16日（土）開演17：00 静岡市民文化会館 大ホール
　　　　②9月17日（日）開演13：00 静岡市民文化会館 大ホール
　　　　③9月25日（月）開演18：30 アクトシティ浜松 大ホール
枚　　数 各20枚　S1席
価　　格 8,000円(8,640円のところ)
受付期間 4月27日（木）～5月9日（火） １７：００締切
 ※希望日時を指定願います。

※チケット買取の為キャンセルできませんのでご注意願います。

「ふくろい
遠州の花火
2017」
ブロック席

開 催 日 8月11日（金・祝） 予備日8月12日（土） 
会　　場 袋井市　原野谷川親水公園　ブロック席
 ※約50人のブロックに仕切った芝生の席です。
 　1人あたり85cm×90cm
枚　　数 20枚
価　　格 3,500円（4,000円のところ）
受付期間 5月12月（金）～5月31日（水） １７：００締切

劇団四季「リトルマーメイド」S席観劇と浩養園の夕食

撮影:下坂敦俊※「写真はこれまでの公演より」
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6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

平成29年度年間事業計画

平成29年度 予算

■事業詳細は年間６回発行予定の会報「ＯＫ！ワーク」をご覧ください。■事業は都合により変更、中止となる場合がございます。

その他チケットあっせん
●コンサート等チケット ： 掛川市生涯学習センター、掛川市文化会館シオーネ、菊川文化会館アエル、チケットぴあ
●ジュビロ磐田ホームゲーム　サッカーチケット　●名古屋港水族館入館券販売

割引補助券等の配布
ナガシマスパーランド・ラグーナテンボス・サンリオピューロランド・富士サファリパーク・富士山こどもの国・シダックス会員証・フジヤマクラブ

補助事業　　申請期限 ： ３か月　※詳しくはガイドブックをご覧ください
●人間ドック受診料補助（会員年１回７,０００円以上の受診で７，０００円）
●インフルエンザ予防接種料補助(会員年１回１,０００円以上の接種料で１，０００円　申請期限 ： ３月２５日)
●宿泊補助（会員年１回５，０００円以上の宿泊で２，０００円　静岡空港利用３，０００円）
●受講料補助（会員年１回５，０００円以上の受講料で２，０００円）
●信用保証料補助　（保証料の半額　上限７，０００円）
●退職金共済掛金補助（中退共 ： 上限１，８００円、特退共 ： 上限３，６００円　初回導入時１年払込後のみ）

給付金　　　申請期限 ： ３年　※詳しくはガイドブックをご覧ください　
●お祝い 子どもが生まれたとき、子どもの小学校と中学校入学　会員の成人、結婚、銀婚、還暦、古稀、傘寿、米寿、誕生日（５５才、６５才、７５才）
●家族弔慰金 配偶者、子、親、住宅災害による同居親族
●会員保険金 本人死亡、後遺障害、病気ケガによる休業（１４日～１２０日）、住宅災害（火災、自然災害）

■収入内訳

■収入予算 ■支出予算

財産運用 入会金 会費 事業収益 受取負担金 共済金収益 市補助金 　諸収入 合計
29年度収入予算

構成比

29年度支出予算

構成比

■支出内訳

（単位：千円）

（単位：千円）

平成29度の予算について、3月16日に開催した平成28年度第4回理事会において承認されましたのでお知らせいたします。

余暇活動支援（22.01％）

自己啓発支援（0.59％）
財産形成・老後生活支援（0.03％）
調査・情報提供事業（4.20％）

事業運営費（15.14％）

共済給付事業
（36.84％）

管理運営費（4.94％）

会費
（57.32％）

共済金収益
（10.59％）

市補助金
（14.98％）

事業収益（0.24％）

受取負担金
（16.38％）

諸収入（0.03％）

入会金（0.42％）
財産運用（0.04％）

健康維持増進支援 余暇活動支援 自己啓発支援 事業運営費共済給付事業 管理運営費 合計財産形成・
老後生活支援

調査・
情報提供事業

健康維持増進支援（16.25％）

 41 400 54,720 230 15,636 10,115 14,300 31 95,473
 0.04% 0.42% 57.32% 0.24% 16.38% 10.59% 14.98% 0.03% 100.00%

 15,497 20,992 560 28 4,012 35,137 14,445 4,710 95,381
 16.25% 22.01% 0.59% 0.03% 4.20% 36.84% 15.14% 4.94% 100.00%

桜の名所城巡りバスツアー　4/2
TOHOシネマズパスポートチケット
ジェフグルメカード

京都フリータイム　バスツアー

会報「ＯＫ！ワーク5月号」発行

会報「ＯＫ！ワーク1月号」発行　会員拡大キャンペーン

会報「ＯＫ！ワーク3月号」発行
「H30年度ガイドブック」発行

会員拡大キャンペーン

会員拡大キャンペーン

新幹線で行く東京ディズニーリゾート
お正月寄せ植え教室
ジュビロカレンダーあっせん

初詣バスツアー
箱根小涌園ユネッサン特別入場券

第28回ボウリング大会（浜岡グランドボウル）
みそ作り
花とみどりのギフト券

会報「ＯＫ！ワーク7月号」発行

ボルダリング教室

スターバックス　コーヒーセミナー
静岡カントリー浜岡コース　ビアフェスタ
箱根小涌園ユネッサン特別入場券

さわやか上高地ウォーキング　バスツアー　8/20

会報「ＯＫ！ワーク9月号」発行
信州つめつめ大作戦旬の味覚大収穫バスツアー
第21回県内共済団体ゴルフ大会　　　　　9/13
秋のお食事券
TOHOシネマズパスポートチケット

グランドホテル浜松ランチお食事券
葛城北の丸　昼膳お食事券
プリザーブドフラワー講座とランチブッフェ　5/13
家庭常備薬

会報「ＯＫ！ワーク11月号」発行
ハンドクリーム作り
ケンタッキークリスマスバーレル
家庭常備薬
災害用品あっせん

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット チケット

チケット

あっせん

あっせん

あっせん

あっせん

あっせんあっせん

あっせん

あっせん

教　室

教　室

教　室

教　室

教　室

教　室

済
済

済

済
済

済
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事務局からのお知らせ

か
第18弾 会員拡大キャンペーン御礼

キャンペーン中のご紹介による　
 入会事業所　　7事業所
 入会会員数　　11人
OK!ワーク賞（紹介入会者1人につき1,000円）　6人

■掛川地区 ・スナック　叶
 ・ダイニングバー　久
 ・ライトスクエア
■浜岡地区 ・和食処　もちづき
■小笠地区 ・杉　ハンディー　パーソンズ
■菊川地区 ・きねや　落合製菓
■大東地区 ・your salon Luce ルーチェ

■掛川地区　　・ガーデンズ
■浜岡地区　　・御前崎市土地改良事業協議会

（一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター

●受講料補助事業
　H29年度よりパソコン教室・SBS学苑講座・NHK学園通信講座に加え、朝日テレビカルチャーの受講料も対象となりました。
　1会計年度1回2,000円の補助！（会員のみ）
●H29年度 小学校・中学校入学祝金の該当の会員様は申請ください。
●入会について
　入会申込書と会員カードに入会金及び初回会費分を添えて、25日までに提出してください。
　翌月1日からの入会となります。
●退会について
　退会届を25日までに提出してください。翌月1日からの退会となります。

第18弾会員拡大キャンペーンは1月～3月の3か月に
わたり実施し、多くの新規加入事業所を紹介いただ
きました。
心より御礼申し上げます。
今後ともご協力をお願いいたします。

建てまい家
　　　セミナー
建てまい家
　　　セミナー

開  催  日 5月23日(火)
時　　間 18：30～（受付開始18：00～）
会　　場 掛川市役所　4F会議室
お申込み 掛川市産業労働政策課
お問合せ TEL0537-21-1125（平日8：30～17：15）

開  催  日 5月25日(木)
時　　間 18：00～（受付開始17：30～）
会　　場 菊川市役所　2F庁議室
お申込み 菊川市商工観光課
お問合せ TEL0537-35-0936（平日8：15～17：00）

ろうきん掛川支店 ローンセンター係
TEL0537-24-5111

平日9：00～17:00　※水曜日は19：00まで
日曜9:00～12：00 /13：00～17：00

参加費無料
事前予約制

ご入会事業所

Ｈ28.10～Ｈ29.4までの新規入会事業所

25
日
締
め
に

な
っ
て
い
ま
す

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
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ご予約方法のご案内

ご予約・お問い合わせは「セラヴィリゾート泉郷予約センター」までお電話ください。

TEL050-5846-1234
ご予約の際、以下の事項をお伝えください。 ①契約団体名（小笠掛川勤労者福祉サービスセンター）②ご利用施設名③ご利用日（○月○日○泊）④利用代表者名
 ⑤宿泊人数（大人○人、小人○人）※3歳以下は無料⑥連絡先（自宅・勤務先電話番号）⑦会員番号

受付時間：月～土曜/10:00～18:00
（日・祝日及び12/29～1/3は休業となります）
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