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No.30

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

10月21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

京都直行便フリータイム

京都直行便フリータイム

日帰り

バスツ
アー

主　　　催： さくら交通（株）　静岡県知事旅行業第2－470号　
 旅行業務取扱管理者：西原啓子
　 〒437-0123　袋井市下山梨2384-3 TEL0538-49-1101
受託旅行社： トラベルユウ　静岡県知事旅行業第3－648号　
 旅行業務取扱管理者：天野直樹
 〒436-0028　掛川市亀の甲1-19-12 TEL0537-62-4545

開　催　日 10月21日（土）
集　　合 OK!ワーク西駐車場 7:20
募集人数 40人（最少催行人数35人）
添　乗　員 同行します
参　加　費 会員 5,900円 （7,900円のところ）
 家族・友人 7,500円
受付期間 7月10日（月）～7月28日（金） １７：００締切
ＯＫ！ワーク西駐車場7：30発＝菊川ＩＣ＝<東名・湾岸・東名阪・新名神・名神>＝京都東ＩＣ＝清
水坂バス駐車場：バス乗降　フリータイム11：30～16：00京都東ＩＣ＝<東名>＝菊川ＩＣ＝
OK！ワーク西駐車場20：00着予定　※食事・観光等すべてフリーとなります

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.83
事業所数 1,074 事業所
会員数 5,574 人
（平成29年6月1日現在）

7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、お問い合わせはトラベルユウまでお願いします

※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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Ⅰ．資産の部 
 １．流動資産 
 現金 35,335
 普通預金 23,616,167
 未収金 599,500
 未収会費 4,800
 前払金 231,880
 前払費用 9,600
 前払手数料 39,083
 立替金 3,281
       流動資産合計 24,539,646
 ２．固定資産 
  （１）基本財産 
    基本財産預金 50,000,000
    基本財産合計 50,000,000
  （２）特定資産 
    支払準備基金積立金 1,612,365
    特定資産合計 1,612,365
  （３）その他の固定資産 
    電話加入権 149,968
    出資金 97,000
     その他の固定資産合計 246,968
        固定資産合計 51,859,333
    資産合計 76,398,979

平成28年度 決算概要

■貸借対照表 平成29年3月31日現在（単位：円）

科　　目 金　　額

Ⅱ．負債の部 
 １．流動負債 
　　未払金 3,148,320
　　未払費用 290,155
　　前受金 382,500
　　前受会費 12,873,600
　　前受入会金 26,000
　　預り金 26,590
　　流動負債合計 16,747,165
 ２．固定負債 
　　固定負債合計 0
　　負債合計 16,747,165
Ⅲ．正味財産の部 
 １．指定正味財産 50,000,000
 ２．一般正味財産 9,651,814
　　正味財産合計 59,651,814
　　負債及び正味財産合計 76,398,979

科　　目 金　　額

平成28年4月1日～平成29年3月31日

■経常収益内訳

■経常収益決算 ■経常費用決算

財産運用 入会金 会費 事業収益 負担金 共済事業 市補助金 　諸収入 合計

健康維持増進支援 余暇活動支援 自己啓発支援 共済給付事業費 事業運営費 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

経常収益

構成比（％）

■経常費用内訳

経常費用

構成比（％）

当期経常収益合計額 93,965,684円
当期経常費用合計額 93,474,179円
　　　　　差引 491,505円

（単位：円）

（単位：円）

平成29年5月9日開催の平成29年度第1回理事会及び5月
26日開催の平成29年度定時評議員会において承認されま
したので、本誌をお借りして、会員の皆様にお知らせいたし
ます。

財産運用 (0.04％）

 40,500 320,000 55,146,400 253,226 12,502,150 11,390,000 14,300,000 13,408 93,965,684

 0.04  0.34  58.72  0.26  13.30  12.12  15.21  0.01  100 

 16,644,046 17,412,650 471,404 9,600 3,779,209 36,925,775 13,957,906 4,273,589 93,474,179

 17.74  18.62  0.50  0.10  4.04  39.50  14.93  4.57  100

役員が改選となりました。よろしくお願いします。
企業（事業所）代表
田嶋高行（理事長）　笠原敬次（副理事長）　藤原龍美（副理事長）　澤入洋司（副理事長）
労働団体代表 北野和広
行政代表 戸塚美樹　　鈴木利治　　鈴木和則 
OK!ワーク事務局 落合哲郎

企業（事業所）代表
浅野浩史 石原典子 大石明実 片桐秀子 神谷　旭 川口雅子
澤入宏之 二村正美 美濃部雅子
商工団体代表 落合祥吾 川越健司 原川正治 松林政仁 丸尾勝章 
労働団体代表 山本昭広

※個人情報の保護に関する法律の主旨に照らし氏名のみの掲載としました。（敬称略）

企業（事業所）代表  鈴木康之　　　行政代表 鴨川　朗

理事(5名～9名)
任期2年

平成31年5月まで

評議員(11名～15名)
任期4年

平成33年5月まで

監事(2名以内)
任期4年

平成33年5月まで

ご挨拶 （一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
理事長 田嶋高行

入会金 (0.34％）

事業収益
(0.26％）

会費
(58.72％）負担金（13.30％）

共済事業(12.12％）

市補助金(15.21％）

諸収入 (0.01％）

健康維持増進支援
（17.74％）

余暇活動支援
（18.62％）

共済給付事業費
（39.50％）

事業運営費
（14.93％）

管理運営費（4.57％）

自己啓発支援
（0.50％）

財産形成・
老後生活支援（0.10％）調査・情報提供事業

（4.04％）

日ごとに暑い日が増え、夏を感じる季節になりました。
会員の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のこととご推察申し上げます。
さて当サービスセンターも平成７年に小笠掛川勤労者共済会として設立されて、はや
22年がたち加入事業所数は906から1,074、会員数が1,976人から5,574人までになり
ました。
このたび、設立当初から今日まで役員そして理事長として22年間の長きにわたり当

サービスセンターの運営を執ってくださいました牧野理事長が５月をもって勇退されることとなり、この貢献多大な理事長の
後任として理事長に就任いたすことになりました。
サービスセンターを取り巻く環境は年々厳しくなりますが、役員、職員一丸となって会員の福利厚生に寄与してまいる所存

であります。会員の皆さま、行政そして商工団体の皆さまの一層のご支援ご協力をお願いいたします。
理事長就任にあたり一言ご挨拶を申し上げるとともに各事業所各位のさらなるご発展をお祈り申し上げます。

田嶋理事長　　　　牧野前理事長



■共済金給付実績
●イベント事業
 事業回数 参加人数
バス旅行等
スポーツ大会等
【合計】

●チケットあっせん事業
 あっせん回数 あっせん枚数
観劇・コンサート等
お食事券等
物品あっせん
箱根小涌園ユネッサン特別入場券
2017ジュビロカレンダー
ジュビロ磐田観戦ﾁｹｯﾄ
ＴＯＨＯシネマズチケット
名古屋港水族館割引入場券
ジェフグルメカード
【合計】

●自己啓発事業（教室開催等）
 事業回数 参加人数
各種教室

■事業実施状況
■「施設利用券」利用状況

 件数 金額（円）
人間ドック
インフルエンザ
施設利用（無料）
宿泊
宿泊(静岡空港利用)
受講料
信用保証料
退職金掛金
【合計】

●補助金給付事業

●本人保険金 件数  金　額（円） 
死亡保険金
障害保険金
傷病休業14日～29日
傷病休業30日～59日
傷病休業60日～89日
傷病休業90日～119日
傷病休業120日以上
住宅災害（火災等）
住宅災害（自然災害）
住宅災害（床上浸水）  

●家族弔慰金 件数  金　額（円） 
配偶者
子
親
住宅災害による同居親族   

●お祝金 件数  金　額（円） 
結婚祝
出生祝
小学校入学祝
中学校入学祝
成人祝
銀婚祝
還暦祝
古希祝
傘寿祝
米寿祝
満55歳誕生祝
満65歳誕生祝
満75歳誕生祝
【共済金給付合計】 

  

★健康施設

★自己啓発施設 

★余暇施設 

※詳しくは、各施設にお尋ねください。お得な夏季プール情報

つま恋リゾート彩の郷　契約しました

「会員証」提示にて４名様まで1,000円～2,300円

「指定厚生施設補助券」にて（OK!ワークにあります）
幼児（2才～）1,000円　　小学生2,000円　中学生以上2,700円
ラグーナテンボス「ラグナシア」補助券（OK!ワークにあります）
幼児（3才～）850円　小学生1,300円　中学生2,510円　高校生以上2,780円
「施設利用券」にて高校生以上１００円(６００円のところ）
３才～中学生　シニア無料(３００円のところ）
大人３００円
小中学生２００円
３才以上１００円
「施設利用券」にて無料

大人2００円　小中学生1００円　３才以上50円
「施設利用券」にて無料

つま恋リゾート彩の郷ウォーターパーク 7/15（土）～9/18（月・祝）

7/1（土）～9/24（日）

6/24（土）～9/25（月）

9/2（土）,3（日）
7/15（土）16（日）17（月・祝）

７/1（土）～８/３１（木）

7/20（木）～8/31（木）
7/15（土）16（日）17（月・祝）
7/20（木）～8/20（日）

７/２2（土）～８/20（日）

ナガシマスパーランドジャンボ海水プール
(三重県桑名市長島町)

ラグーナテンボス「ラグナシア」(愛知県蒲郡市)

すいすいパークぷるる(御前崎市民プール)

安養寺運動公園プール

大東総合運動場プール

大須賀海洋センタープール

0537-24-1111

0594-45-1111

0533-58-2700

0537-63-0195

0537-23-6644

0537-72-5393

0537-48-3333

施設名 利用期間 TEL 割引内容 

■つま恋リゾート彩の郷　ウォーターパークデイ＆ナイターチケット　　9：00～営業終了まで
　大人（中学生以上）2,800円⇒2,300円　子供（3歳以上）1,800円⇒1,300円　2歳以下無料　
■つま恋リゾート彩の郷　ウォーターパークデイチケット　　9：00～17：00
　大人（中学生以上）2,300円⇒1,900円　子供（3歳以上）1,300円⇒1,000円　2歳以下無料　
■つま恋リゾート彩の郷　森林の湯　時間帯①6：30～10：00　②14：00～23：00
　大人（中学生以上）1,080円⇒1,000円　子供（小学生）540円⇒500円　幼児（小学生未満）無料

（一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
会員NO.12345-001

TEL.0537-35-0298
掛 川 菊 子

会員証提示で！
※会員証1枚につき
　本人含む4名様まで

平成28年度　事業報告

1 掛川花鳥園
2 浜名湖パルパル
3 はままつフラワーパーク　　
4 掛川城天守閣・御殿
5 ㈱ヤマハリゾート　つま恋(入園)
6 加茂荘　花鳥園
7 静岡カントリー（グルメ）
8 竹の丸
 【余暇施設　小計】
【施設利用券　合計39施設】

1 さがら子生れ温泉会館
2 大東温泉シートピア
3 ㈱ヤマハリゾート　つま恋　(森林の湯)
4 すいすいパークぷるる
5 島田蓬莱の湯
6 森の都温泉　ならここの湯
7 川根温泉　ふれあいの泉
8 東遠カルチャーパーク　さんりーな・トレーニング室
9 ㈱ヤマハリゾート つま恋(ウォーターパーク)
10 22世紀の丘公園　たまり～な
11 島田市田代の郷温泉　伊太和里の湯　
12 さんりーな・プール
13 サンフレンド　遊湯の里　
14 安養寺運動公園プール
15 南体育館　しーすぽ
16 しおさい竜洋
17 静岡カントリー　(ゴルフ)
18 浜名湖ロイヤルホテル入浴施設　雄踏温泉
19 大東総合運動場プール
20 大須賀海洋センタープール
 【健康施設　小計】

1 二の丸茶室
2 清水邸庭園（茶券）
3 ステンドグラス美術館
4 磐田市香りの博物館　（入館・体験）
5 アクティ森
6 常葉美術館
7 磐田市新造形創造館
8 吉岡弥生記念館
9 ステンドグラス美術館・二の丸美術館セット券
10 菊川市黒田家代官屋敷資料館
11 静岡カントリー（カルチャー）
 【自己啓発施設　小計】

利用施設名 利用者数 補助金額（円）

 809 402,690
 169 84,500
 112 22,400
 97 26,840
 35 17,500
 33 16,500
 17 8,500
 14 1,400
 1,286 580,330
 １６，５０１ ７，６８５，４８０

 164 16,400
 154 46,200
 149 74,500
 ４６７ １３７，１００

 3,588 1,794,000
 3,550 1,720,500
 1,616 808,000
 1,403 583,300
 1,139 558,700
 704 344,400
 670 297,180
 440 178,930
 361 180,500
 341 136,030
 311 76,870
 231 111,000
 124 37,200
 105 25,500
 91 36,890
 33 6,100
 27 13,500
 13 2,600
 9 2,200
 4 800
 14,760 6,914,200

 150 66,000
 114 54,750
 88 26,400
 35 11,700
 30 15,000
 19 9,500
 11 5,500
 5 1,200
 3 900
 0 0
 0 0
 455 190,950

3

バス旅行等 8 290
スポーツ大会等 2 67
 10 357

 1,096 7,672,000
 1,345 1,345,000
 16,968 7,822,580
 1,097 2,194,000
 132 396,000
 12 24,000
 0 0
 6 9,600
 20,656 19,463,180

 5 76
【合計】 5 76

 41 549
 7 857
 3 46
 2 76
 1 24
 16 240
 2 3,860
 通年 77
 1 1,000
 73 6,729

 22 5,300,000
 0 0
 46 460,000
 33 660,000
 10 250,000
 13 455,000
 19 950,000
 2 200,000
 0 0
 0 0

 72 1,440,000
 119 1,190,000
 176 1,760,000
 174 1,740,000
 28 280,000
 100 1,000,000
 150 1,500,000
 71 710,000
 26 260,000
 2 20,000
 123 615,000
 139 695,000
 38 190,000
 1,619 22,995,000

 18 900,000
 2 60,000
 236 2,360,000
 0 0

■指定厚生施設等補助券　利用状況
1 ラグーナテンボス
2 ナガシマスパーランド
3 コーポレートプログラム（ディズニーリゾート）
 【補助券　合計　3施設】

新

新

※　利用期間：ヤマハリゾートつま恋は平成２８年１２月まで 
※　利用期間：掛川市ステンドグラス美術館・二の丸美術館セット券は平成２８年９月から 
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★印は複写の書類ですので、ＯＫ！ワーク事務局へご請求願います（TEL.0537-35-0298）
＊「同居親族」とは、会員の配偶者、または6親等内の血族もしくは3親等内の姻族とします。

本
人
保
障

死
亡
保
険
金

障
害
保
険
金

傷
病
休
業
保
険
金

住
宅
災
害

保
険
金

祝
金

家
族
の
死
亡

弔
慰
金

本
人
財
産

保
障

慶
弔
見
舞
金
保
障

●保険金・弔慰金給付請求書
　（第22号様式）
★本人死亡・後遺障保険金請求書
　（第28号様式）
※その他の必要書類があります。
　事務局よりご説明いたします。

複写の書類があります。
FAX．申請できません。
郵送または持参願います。

FAX．申請できます。
（FAX0537-35-0300）または
郵送、持参願います。

●保険金・弔慰金給付請求書（第22号様式）
★住宅災害保険金請求書（第27号様式）
※その他の必要書類があります。
　事務局よりご説明いたします。

●保険金・弔慰金給付請求書
　（第22号様式）
★傷病休業保険金請求書
　（第26-1号様式）

●保険金・弔慰金給付請求書
　（第22号様式）
★保険金請求書兼証明書
　（第26-2号様式）

●祝金給付請求書（第21号様式）

結婚祝
20,000円

傘寿祝（80歳）
10,000円成人祝

10,000円

会員又は
配偶者の出産祝
10,000円

会員の子の
小学校入学祝
10,000円

会員の子の
中学校入学祝
10,000円

銀婚祝
10,000円

誕生日祝（55歳）
5,000円

還暦祝（60歳）
10,000円

誕生日祝（65歳）
5,000円

古稀祝（70歳）
10,000円

誕生日祝（75歳）
5,000円

米寿祝（88歳）
10,000円

こんなとき・・・給付金がもらえます

給付金の種類と請求書類

※詳しくはガイドブックの29ページ～をご覧ください。

※請求期限は3年間ですがなるべく早く請求しましょう。

お祝金

本人の保険金
家族の死亡弔慰金

請求漏れはありませんか？
（3年前の事由まで請求できます）

死亡・後遺障害
病気ケガによる休業（14日以上）
住宅災害（火災・自然災害等）
家族の弔慰金（配偶者・子・親）

内容 金額 請求書類 請求方法
200,000円
400,000円
600,000円
1,000,000円
100,000円
200,000円
400,000円
 600,000円
 1,000,000円
     10,000円
     20,000円
     25,000円
     35,000円
     50,000円
500,000円
150,000円
30,000円
50,000円
30,000円
10,000円
10,000円

     20,000円
 10,000円
   10,000円
     10,000円
     10,000円
     10,000円
     10,000円
    10,000円
     10,000円
     10,000円
      5,000円
      5,000円
      5,000円

疾病による死亡　65歳以上
疾病による死亡　65歳未満
不慮の事故による死亡
交通事故による死亡
上記以外の死亡（独自慶弔共済）
疾病による重度障害　65歳以上
疾病による重度障害　65歳未満
不慮の事故による障害
交通事故による障害
休業14日以上　30日未満
休業30日以上　60日未満
休業60日以上　90日未満
休業90日以上120日未満
休業120日以上
火 災 等
自然災害
床上浸水
配偶者の死亡
子の死亡
親の死亡(配偶者の親も該当)
住宅災害による同居親族の死亡＊    
 結 婚 祝
 子 の 出 生 祝
 子 の 小 学 校 入 学 祝
 子 の 中 学 校 入 学 祝
 成 人 祝（満20歳）
 銀 婚 祝（25周年）
 還 暦 祝（満60歳）
 古 稀 祝（満70歳）
 傘 寿 祝（満80歳）
 米 寿 祝（満88歳）
 誕 生 日 祝（満55歳）
 誕 生 日 祝（満65歳）
 誕 生 日 祝（満75歳）

上限

上限
上限

上限



●人間ドック受診料補助金交付申請書（第13号様式）
●受診者氏名が記入された医療機関が発行した領収書等

●インフルエンザ予防接種料補助金交付申請書
  （第33号様式）
●予防接種者の氏名が記入された医療機関が発行 
  した領収書等

●宿泊補助金交付申請書（第15号様式）

●受講料補助金交付申請書（第16号様式）
●受講料の領収書等

●退職金共済掛金補助金交付申請書（第20号様式）
●掛金の4回目から15回目を支払った事を証明
  できる書類
●生活資金等信用保証料補助金交付申請書
 （第18号様式）
●融資が実行された事がわかる書類

受診終了後
3か月以内

1年度1回
受診料自己負担
7,000円以上
1年度1回
申請期間は10月1日～3月25日
接種料1,000円以上
医療機関は掛川市、御前崎市、
菊川市内のみ

1年度1回
宿泊代一泊5,000円以上

1年度1回
受講料が5,000円以上

* 中退共または特退共と
 初めて契約したときのみ

* 労働金庫で融資を
 受けたとき
 信用保証料の2分の１

接種終了後
3か月以内

旅行終了後
3か月以内

受講料納付後
3か月以内

納入対象期間
終了後
3か月以内

融資実行後
3か月以内

7,000円人間ドック受診料

退職金共済掛金

生活資金等信用保証料

受講料(パソコンＮＨＫ学園
通信講座、ＳＢＳ学苑講座、
朝日テレビカルチャー)

インフルエンザ
予防接種料

宿泊
（富士山静岡空港利用）

1,000円

2,000円

3,000円

2,000円

上限
3,600円

上限
7,000円

宿泊

内容 金額 申請期限 申請書類 条件

こんなとき・・・補助金がもらえます ※詳しくはガイドブックの28・33・34ページをご覧ください。

補助金の種類と申請書類 ※毎年1回申請できます。＊一部例外有

給付金・補助金の請求からお受け取りのながれ

○○○会社

○○○会社

お勤め先

お勤め先

5

会員 （振込指定金融機関）

届出

お受け取り

請求

保険金・弔慰金のみ

振込

請求（3年以内）
（締切日：毎月25日）

振込
（締切日の翌月17日）

会員 （振込指定金融機関）

届出

お受け取り

請求（3か月以内）
（締切日：毎月25日）

振込
（締切日の翌月17日）

人間ドック受診料 宿泊・受講料 退職金共済掛金 生活資金等信用保証料インフルエンザ予防接種料

OK!ワーク事務局

全労済協会

OK!ワーク事務局

補助金

お祝金・本人の保険金・家族の死亡弔慰金

■お祝金はOK！ワークから給付し
ます。その他の保険金・家族の死亡
弔慰金は一般財団法人全国勤労者
福祉・共済振興協会（略称：全労済
協会）と共済契約を締結し、会員の
みなさんの会費から毎月掛金を支
払い、全労済協会よりOK！ワークを
通して給付します。
■給付金、補助金のお申込みは毎
月25日に締め切り、翌月の17日
（休日の場合は翌営業日）にお勤め
先の指定口座に振り込みます。
お勤め先よりお受け取り願います。

「OK!ワーク 独自慶弔共済」のご案内
●祝金
●全福ネット慶弔共済保険で対象外の本人死亡に「弔慰金100,000円」を給付します。

申請期間 ： 死亡日から3年以内
提出書類 ： ○本人死亡・後遺障害保険金請求書　○死亡診断書または死体検案書（写し可）
 ○保険金受取人と会員との関係が証明できるもの

保険制度改革で対象外となった「自殺・老衰等」の死亡についてOK!ワークから給付を行います。
疾病による死亡・交通事故による死亡・免責事由のない不慮の事故による死亡については今までどおり全福ネット慶弔共済保険で
給付を行っております。
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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

9月10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

南信州つめつめ大作戦！

※プレー代、キャディフィー、
　カート代、パーティ代、昼食代、
　参加賞、消費税含

会　　場 ヤマハスタジアム　※26・30節エコパスタジアム
枚　　数 各20枚
価　　格 A指定 2,500円 (4,000円のところ)
 フリー 1,500円 (2,800円のところ)
※ご用意できない方のみ連絡いたします。

節 日　時 対戦相手 受付期間

23節　　8/19(土) or 20（日） セレッソ大阪　　　　　　　

24節　　8/26（土）   ヴィッセル神戸

26節　　9/16（土） or 17(日) 浦和レッズ

27節　　9/23(土・祝)  大宮アルディージャ

30節　　10/21(土) or 22(日) アルビレックス新潟

31節　　10/29(日)  横浜F・マリノス

6月28日（水）

7月7日（金）
〜

6月29日（木）

7月20日（木）
〜

6月29日（木）

8月18日（金）
〜

第21回静岡県共済団体
合同ゴルフ大会

開　催　日 9月13日(水) スタート8：00～ 
会　　場 静岡カントリー浜岡コース＆ホテル　現地集合解散
募集人数 8人
参 加 費 会員 16,000円 （19,0００円のところ）
 家族 17,500円 友人 19,000円
受付期間 7月3日（月）～8月2日(水) １７：００締切

No.31 県内共済団体西部合同事業

2017 J1ジュビロ磐田
ホームチケット
No.32 県内共済団体西部合同事業

No.33
すくって！つかんで！つめこんで！旬の味覚大収穫《バンビ大人気ツアー！》

南信州つめつめ大作戦！
日帰り

バスツ
アー

開　催　日 ９月１0 日（日）
集　　合 ＯＫ！ワーク西駐車場　7：05
募集人数 ４０人（最少催行人数28人）
添　乗　員 同行しません
参　加　費 会員 8,500円 （10,500円のところ）　家族・友人 9,900円
受付期間 7月3日（月）～7月28日（金） １７：００締切 

ＯＫ！ワーク西駐車場7：15発―菊川ＩＣ＝<東名・東海環状・中央>＝駒ヶ根ＩＣ―【駒ヶ根】（昼食・野菜つめ放題）11：00～12：
10－【駒ヶ根】（北川製菓ショッピング・マルスワイナリー見学）12：30～13：30－【伊那】（栗拾い）14：00～14：30－駒ヶ根ＩＣ
＝<中央>＝松川ＩＣ－【松川】（りんご・なし食べ放題）15：20～16：10－松川ＩＣ＝<中央>＝飯田ＩＣ－【飯田】（かき氷食べ放
題・ショッピング）16：30～17：10－飯田ＩＣ＝〈中央・東海環状・東名〉＝菊川ＩＣ－ＯＫ！ワーク西駐車場20：10頃到着予定

（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

お申し込みは、下記の旅行依頼書にお願いします。

《お楽しみ10こ盛り！》
①りんご＆なしもぎとり食べ放題②旬の味覚を大収穫
③～⑥4つの体験（つめつめ、すくい取り体験）
⑦～⑨おなかいっぱいつめ込んで！お肉屋さんの3種しゃぶしゃぶ（牛・豚・鳥）
⑩軽夕食おこわ⑪かき氷食べ放題試食
⑫南信州ビール＆マルスウヰスキー醸造・蒸留所見学（ウイスキーの試飲あり）
⑬お菓子のアウトレットでショッピング⑭おみやげ

※天候により内容が変更になる場合があります。

旅行企画・実施



チケット チケット

チケット チケット

チケットチケット
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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

会員のみ

・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。

CONCERT TOUR 2017

～LOVE2～

No.38

No.39

No.35

No.37No.34

No.36

グランシップ出前公演
世界のこども
劇場2017
開　催　日 8月10日（木）
 ①11：00開演 ②13：30開演
会　　場 菊川文化会館アエル　小ホール　自由席
枚　　数 各20枚
価 　 格 大人 1,200円 （1,500円のところ）
 小人（1才～中学生） 300円 （500円のところ）
 ※0才児無料　開演時間を指定ください。
受付期間 6月27日（火）～7月6日（木） １７:００締切

倖田來未

開　催　日 10月5日（木）　18：30開演
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　指定席
枚　　数 20枚　※小学生以上有料。小学生未満のお子様でも
 　　　　　座席が必要な場合はチケットが必要となります。
価 　 格 8,200円 （8,600円のところ）
受付期間 6月29日（木）～7月6日（木） １７:００締切

平原綾香

開　催　日 9月23日（土・祝）　17：30開演
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 6,300円 （6,800円のところ）
受付期間 7月3日（月）～7月14日(金) １７:００締切

コブクロ

開　催　日 9月17日（日） 16:00開演
会　　場 静岡エコパアリーナ　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価 　 格 7,800円（8,200円のところ）
受付期間 6月29日（木）～7月6日(木) １７:００締切

松竹大歌舞伎

開　催　日 9月23日（土・祝） 17：30開演
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　一等席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 6,000円 （6,500円のところ）
受付期間 6月29日（木）～7月6日(木) １７:００締切

演目：
一、 猩々
二、 中村橋之助改め　八代目中村芝翫
 中村国生改め　四代目中村橋之助
 中村宗生改め　三代目中村福之助
 襲名披露　口上
三、 熊谷陣屋

AI TOUR
「和と洋」

開　催　日 9月30日（土）　18：00開演
会　　場 磐田市民文化会館　　指定席
枚　　数 20枚（4才以上）
価 　 格 6,700円 （7,500円のところ）
受付期間 6月27日（火）～7月7日（金） １７:００締切

※お申込みの際、購入者情報としてお申込
者（会員）の①氏名②住所③電話番号④
メールアドレスが必要です。
お手数ですが「事業参加申込書」の空いて
いるところにご記入ください。チケットには
お申込者ご本人の氏名・住所が印字されま
す。
ご入場時は必ず、チケット印字された情報
と一致した身分証明書（コピー不可）の提
示が必須となります。同行者と必ず同時入
場が必要です。別々の入場はできません。
【身分証明書について】
自動車運転免許証/パスポート/社員証/健
康保険証/タスポ/EMTGカード

会員のみ

会員１人2枚まで

「World Images～ちきゅうは宝箱」
シアター・マダム・バッハ（デンマーク）
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全福センター（全福ネット）　Information　※OK!ワークは全福センターの会員です。
詳しくはホームページをご覧ください。 ID　ｔｋ　　パスワード　zenpuku全福センター

湯快リゾート（株） 伊東小涌園
ご利用対象 会員及び同伴者（中学生以上）5名まで ご利用対象 会員及び同居家族　　

特典
1泊2食付基本料金に対し精算時に各自500円引き
さらに55歳以上の同伴者は証明できる提示で50円引き
※他のサービス券やキャンペーンでの併用は不可
利用方法
予約センターに電話もしくは湯快リゾート（株）のHPからご予約ください
HP（URL）http://yukai-r.jp/

（一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
会員NO.12345-001

TEL.0537-35-0298
掛 川 菊 子

会員証提示で！

チケット チケットNo.40

No.42

No.41
つま恋リゾート彩の郷
ウォーターパーク券
デイチケット

営業期間 7月15日（土）～9月18日（月・祝）
 9：00～17：00
会　　場 つま恋リゾート彩の郷　ウォーターパーク
枚　　数 500枚
価　　格 大人（中学生以上） 1,600円 （定価2,300のところ）
 小人（3歳以上） 700円 （定価1,300のところ）
受付期間 6月28日（水）～7月7日（金） １７:００締切
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枚　　数 30枚
価　　格 パスポート（ユネッサン&森の湯）
 大人（中学生以上） 1,800円 （4,100円のところ）
 小人（3歳～小学生） 1,200円 （2,100円のところ）
受付期間 6月30日（金）～7月31日（月）　17：00締切

お風呂の大遊園地
箱根小涌園ユネッサン
特別入場券

入場券有効期限
平成30年8月31日（金）
除外日無

枚　　数 100枚
価　　格 1,600円 （定価1,800円　一般で回ると3,020円）
受付期間 6月30日（金）～7月14日（金）　17：00締切

有効期限
平成30年3月31日　※有効期間中1冊につき1回利用可能

掛川花鳥園／掛川城天守閣・御殿／二の丸茶室
竹の丸／二の丸美術館／ステンドグラス美術館得得掛川　  パスポート

あっせん
6施設の入館・入場料合わせて
通常 ￥3,020→￥1,600 

市街地循環バス 乗車券付き サンプル

桃源郷
和食処 大松
日本料理 掛川

自家製中華そば50円割引
アイスクリームサービス

料理代金10％割引

各種割引やプレゼントの
「おもてなし」付き！

さらに

※詳細はパスポートでご確認下さい。

になりお得です。

他にも「おもてなし」がいっぱい！

会員のみ

会員１人4枚まで

北陸予約センター 0570-550-178
東海予約センター 0570-550-278
近畿予約センター 0570-550-378

予約センター ＴＥＬ
中国予約センター 0570-550-478
四国・九州予約センター 0570-550-480

予約センター ＴＥＬ

和室2名～
5名利用

ご人数 部屋
平日料金（下記シーズン以外） 9,000円
ショルダー料金（土・休前日を除く金・日） 10,000円
オンシーズン料金（土・休前日、1/3、8/1～） 15,000円
トップシーズン料金（5/3～5/6、8/11～8/13） 23,000円

料金プラン  1泊2食付

※除外日：1/1～1/2、6/6～6/7、8/10、12/31
　サービス料込、消費税込、入浴剤150円（6才以上）別途
　小学生は上記料金の70％・未就学児（3才～6才）50％　食事　朝食＝バイキング 夕食＝和食

利用方法
会員証提示で契約料金の金額で宿泊
特典　当館オリジナル入浴剤 温泉の素 お1人様1つ付き

伊東市広野2丁目2－5　TEL0557-37-4131　FAX0557-36-3794

2017年4月～ 2018年3月


