
（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
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Vol.87
事業所数 1,074 事業所
会員数 5,630 人
（平成30年2月1日現在）

3月号*2018

（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://ok-work.jp/

編集・発行

No.4 チケット

※写真はイメージです。
　メニューは一部変更する
　場合がございます。

受付期間 3月5日(月)～3月9日(金)　17:00まで
申込方法 どちらかのプランのみ　1会員2枚まで
 Ｂプランは割引券をお渡しします。当日ホテルでのお支払いになります。
 ｢事業参加申込書｣に明記してFAXまたは郵送してください。結果は事業所へ連絡します。

磐田グランドホテル　
ウイングランチお食事割引券

利用期間 5月1日（火）～7月31日（火）※除外日有り
 特典としてホテル内天然温泉「天神の湯」優待割引券付！
 （通常1,500円のところ800円当日限り有効）
会　　場 磐田グランドホテル　10Ｆスカイレストラン　ウイング
価 　 格 500円引き（1,680円から2,280円のところ）
 ※当日ホテルでのお支払いになります
枚 　 数 100枚

利用期間 ５月１日（火）～６月３０日（土）※除外日有り
会　　場 葛城「北の丸」ダイニング
価 　 格 四季彩昼膳 4,500円（5,400円のところ）
枚 　 数 100枚

葛城「北の丸」四季彩昼膳お食事券　A B

四季彩昼膳　　前菜、造り、汁物、魚料理、御食事、甘味、珈琲

※写真はイメージです。

あなたの事業所名 あなたのお名前(OK!ワークの在籍者に限ります）

事業所名

所在地

代表者名（紹介の話がしてある方） 従業員数

約

̶

人

̶

FAX0537-35-0300｠TEL0537-35-0298 郵送 〒439-0031  菊川市加茂2156番地
（一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンターまで

新規事業所紹介カード ●複数の事業所をご紹介くださる方は
　本カードをコピーしてください。

キ リ ト リ

OK!ワーク賞

E-mail　ok-waku@za.tnc.ne.jp

ご 紹 介 先

紹介日　　　　月　　　　日
受付締切　3月16日（金）事務局必着

仲間を増やそう新春キャンペーン　今回は入会金が 無 料 !(通常1,000円のところ）

キャンペーン期間　1月～3月

入会人数に応じて、
ド～ンともれなくプレゼント！

■賞は、事務局より事業所を訪問しお渡しいたします。
■複数の方からのご紹介があった場合は、「新規事業所紹介カード」先着の方を受賞者とさせていただきます。

キャンペーン期間中に「新規事業所紹介カード」をいただいた事業所が入会されますと
紹介者1人につき①1,000円（入会人数の合計×1,000円）または②「施設利用券」8枚のどちらかを差しあげます。
さらに新規入会者合計5名様以上紹介の方に「クオカード（2,000円相当）」を差しあげます。

ホームページ
引っ越しました！

牛バラハンバーグ 真鯛ポワレ

春のお食事券

会員のみ

1人2枚まで

メイン（定番5品+月替り2品の中から1品チョイス）・スープ・デザート付
パン・サラダ・コーヒー・紅茶はお好きなだけお召し上がりいただける
バイキングスタイルです。※詳しくは同封の広告をご覧ください。
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FAX･郵送
抽選

FAX(0537)35-0300

参加者大募集！事業お申込方法
「事業参加申込書」をFAXまたは郵送してください。
応募多数の場合は抽選。結果はお勤め先へ連絡します。一部完全先着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事務局に請求願います。
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。受付期間終了後のキャンセルはできません。

〒439-0031　菊川市加茂2156番地

No.5
樹齢2000年、山高神代桜と
　　　　　ハイジの村と信玄もち詰め放題

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 4月8日（日）
集　　合 OK!ワーク西駐車場 6：50
募集人数 40人（最少催行人数30人）
添　乗　員 同行します
参　加　費 会員 6,300円 （8,300円のところ）
 家族・友人 8,000円
受付期間 3月1日（木）～3月19日（月） １７：００まで

ＯＫ！ワーク西駐車場7：00発＝菊川ＩＣ＝（東名）＝富士ＩＣ＝（朝霧高原・道の駅休憩）＝八代ふるさと公園（桃源郷春のまつり、高台から眼下に広がる桃源郷をご覧いただけます10：00～
10：40）＝桔梗屋（工場見学とお菓子詰め放題の体験11：00～12：10）＝一宮ＩＣ＝（中央道）＝韮崎ＩＣ＝ハイジの村（バイキングの昼食と見学13：00～14：30）＝山高神代桜（樹齢2000
年の桜を見物15：00～15：40）＝須玉ＩＣ＝（中央道・中部横断道）＝六郷ＩＣ＝（道の駅にて休憩）＝（Ｒ52）＝新清水ＩＣ＝（新東名）＝清水ＪＣＴ＝菊川ＩＣ＝ＯＫ！ワーク西駐車場19：00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。

※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。

旅行依頼書
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

※日本トラベルサービス（有）にFAXか郵送（〒439-0019菊川市半済980－2　ＦＡＸ0537-35-5152）してください。
　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

OK!ワーク西駐車場全　　　　　　人4月8日（日）
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

ツアーお申込みと参加費のお支払先は直接、旅行会社（日本トラベルサービス（有））様へとなります。

樹齢2000年、山高神代桜と
　ハイジの村と信玄もち詰め放題

山高神代桜（樹齢2000年) 桔梗屋

ハイジの村 昼食



サイズ：直径約5ｃｍ（底部分）×高さ約27ｃｍ　袋付き

※写真はイメージです
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2018 J1 ジュビロ磐田
ホームチケット販売

チケット

開　催　日 4月21日（土）　10：00～11：30
会　　場 菊川市商工会館　会議室
募集人数 20人
参 加 費 会員 2,400円（4,000円のところ）
 家族 3,000円　友人 3,700円
講　　師 フラワーショップakino　秋野氏
受付期間 3月1日（木）～3月12日（月）　17：00まで

母の日
ハーバリウム講座

チャレ
ンジ教

室
Part1

県内共済団体西部合同事業

会　　場 ヤマハスタジアム　※6節　エコパ
枚　　数 各20枚
価　　格 A指定 2,700円 (4,000円のところ)
 フリー大人 1,700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

 6節 4月7日（土） 15：00 清水エスパルス 

 8節 4月15日(日) 15：00 サガン鳥栖

 10節 4月25日（水） 19：00 Ｖ・ファーレン長崎

 11節 4月28日（土） 15：00 セレッソ大阪

  5月9日（水） 19：00 清水エスパルス

 14節 5月12日（土） 14：00 ヴィッセル神戸

 16節 7月18日（水） 19：00 鹿島アントラーズ

2/23(金）
　
3/1(木）
〜

3/1(木）
　
3/12(月）
〜

3/1(木）
　
3/26(月）
〜

3/1(木）
　～5/21(月）

No.7No.6

No.9No.8

チケット

枚　　数 500円券 5枚1組
 先着 1,200組 （会員1人2組まで）
価　　格 5枚1組 2,000円（2,500円のところ）
受付期間 3月19日（月）～3月23日（金）　17:00まで
申込方法 ｢ジェフグルメカード購入申込書｣をFAXまたは
 郵送してください。
 定員オーバーしても抽選はいたしませんので
 お早めにお申し込みください。
 ※ご用意できない方のみご連絡いたします。
お渡し期間 4月16日（月）～4月27日（金）　17：00まで

全国共通お食事券
「ジェフグルメカード」あっせん

近隣で使えるお店がたくさんあります。
詳しいお店情報は、便利なホームページで　http:///www.jfcard.co.jp

県内共済団体西部合同事業
注意：FAX･郵送先着順です！ 注意：FAX･郵送先着順です！

会員のみ 会員のみ

ご　利　用 本券1枚にて､お1人様1作品､年齢に関係なく利用できます。
枚　　数 先着 2,300枚 （会員1人4枚まで）
 ご希望の方は、5枚目から1,300円にて何枚でもお分けします。
価　　格 1,100円 （当日鑑賞1,800円のところ）
有効期限 4月～9月（予定）
受付期間 3月8日（木）～3月14日（水）　17:00まで
申込方法 ｢TOHOシネマズパスポートチケット購入申込書｣をFAX
 または郵送してください。
 定員オーバーしても抽選はいたしません。
 ※ご用意できない方のみご連絡いたします。
お渡し期間 4月16日（月）～4月27日（金）　17：00まで

TOHOシネマズ
パスポートチケットあっせん

県内ではTOHOシネマズ浜松､
サンストリート浜北､
ららぽーと磐田で
ご利用になれます｡

インターネットでも
自動券売機でも
ご利用できます。

チケット

「ハーバリウム」とは植物標本という意味です。
専用のオイルにドライフラワーやプリザーブドフラワーを浸け、
長期間観賞用として楽しむことができます。

ルヴァン
カップ

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。
■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。



4

良いものをお安く!
チケットあっせん
全事業｢事業参加申込書｣をFAXまたは郵送してください。
結果はお勤め先へ連絡します。
※TOHOシネマズ、ジェフグルメカード等一部先着の事業もございます。
※チケットの座席指定はできません。2階以上になることもございます。

チケットお渡しについて（お渡しは、8：30～17：00　土日祝日は除く）
●お渡し期間に現金引換えで、事務局まで(菊川市商工会1階)取りに来てください。
なお、受付終了後のキャンセルはお断りします。
●チケット郵送サービス
　①チケット代を振り込む。
　②返信用封筒に宛先を書き、切手を貼って上記事務局へ送ってください。
　なお、郵送サービスの際は紛失･遅延等の責任は負えませんのでご了承願います。

FAX･郵送
抽選

〒439-0031　菊川市加茂2156番地
FAX(0537)35-0300
お申し込みは事業参加申込書をFAXまたは郵送で

No.10 No.11

No.12 No.13

No.14

チケット

チケット チケット

チケット

朝倉さやコンサート
2018ｉｎ菊川

ＴＨＥ 日本洋画150年展
開 催 日 4月14日（土）～6月6日（水）
 9：30～17：00（展示室への入室は16：30まで）
 毎週月曜日休館、ただし4/30、5/7除く　
会　　場 浜松市美術館
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 800円 （当日1,200円のところ）
 高校・大学生 500円 （当日800円のところ）
 小・中学生 350円 （当日600円のところ）
受付期間 2月27日（火）～3月8日（木）　17：00まで
※70歳以上の方、身体に障がいのある方・及び介護者1名は当日料金の半額。
　静岡県の小学生は「キッズアートプロジェクトしずおか」ミュージアムパスポートを提示。
　いずれも、当日、美術館窓口にてお買い求めください。

明治から平成までの日本洋画の名作を展示し、その道筋をたどりながら画家の
情熱や思いを探ります。観るものを魅了して止まない美の世界をご堪能ください。

開 催 日 4月15日（日）　15：00開演
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　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 2月27日（火）～3月7日（水）　17：00まで

民謡日本一の山形娘・さやちゃんの歌声が
たっぷり聴ける待望のスペシャルコンサート。
ＳＢＳテレビ「イブアイしずおか・ひとり観光大使」
で大人気！

コブクロ

開 催 日 5月27日（日）　16：00開演
会　　場 静岡エコパアリーナ　指定席
枚　　数 20枚（6歳以上）
価　　格 7,800円 （8,200円のところ）
受付期間 2月27日（火）～3月8日（木）　17：00まで
※申込みの際、購入者情報としてお申込者の
　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
　もし申込者ご本人がなんらかの都合で行けなくなった場合、お申込
者本人の身分証明書（コピー不可）を貸せる相手であれば、本人以
外でもご入場可能です。
　上記の内容に同意と、条件に満たない方は、誠に申し訳ありません
が当コブクロ受付のご利用はご遠慮ください。

シオーネ寄席
小遊三・三平　落語会

開 催 日 6月3日（日）　14：00開演
会　　場 掛川市文化会館シオーネ　大ホール
枚　　数 30枚（小学生以上）
価　　格 3,500円 （前売り3,800円のところ）
受付期間 3月1日（木）～3月8日（木）　17：00まで

会員のみ

1人2枚まで

会員のみ

1人2枚まで

会員のみ

1人2組まで

「花とみどりのギフト券」
あっせん

枚　　数 200組（1,000円券2枚1組）
価　　格 会員 1,500円 （2,000円のところ）
有効期限 2021年12月31日
受付期間 3月1日（木）～3月15日（木）　17：00まで

取扱店など詳しくは
下記のアドレスより
ご確認ください。
https://www.flowercard.jp 
(「花とみどりのギフト券」)

あっせん



特
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会員のみ

1人2枚まで
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〈対象チケット〉窓口で販売されている個人向けパークチケット（1枚につき利用券1枚ご利用できます）

東京ディズニーリゾート
コーポレートプログラム
利用券
東京ディズニーリゾートに行く日が決まったら…
事務局にて利用券をお渡しします。

東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのパスポートが500円お安く購入できます！

有効期限 2018年4月1日～2019年3月31日まで
枚　　数 会員1人4枚まで（会員が1会計年度1回のみ申し込み）
対　　象 会員と同居家族
受付期間 3月23日（金）～
申込方法 利用日が決まりましたら、OK!ワーク事務局に在庫を確認のうえ「事業参加申込書」に利用日、
 利用される枚数と利用される方のお名前を記入して、OK!ワーク事務局にてお受け取りください。

※年間パスポート、団体パスポート、オンライン販売のチケット等には、ご利用いただけません。
　日付変更、券種変更時、入場制限中のパークではご利用いただけません。
　また、発券済のチケットと「コーポレートプログラム券」をお持ちになられても利用できません。
※詳しくはH30年度版ガイドブックをご覧ください。

会員のみ

お知らせ

No.16

No.15

チケット

チケット

No.17 チケット

はなびFes．2018inラグーナビーチ

開 催 日 6月9日（土）15：00～21：00(イベント15：00～・花火19：30～）
会　　場 ラグーナビーチ（大塚海浜緑地）
枚　　数 各20枚（小学生以上）
価　　格 個人応援砂浜シート（1名） 3,500円 （4,000円のところ）
 個人応援砂浜シート（4名） 12,800円 （14,800円のところ）
 個人応援イス席 3,700円 （4,200円のところ）
受付期間 2月27日（火）～3月8日（木）　17：00まで

トリニティ・
アイリッシュ・ダンス

開 催 日 6月20日（水）　19：00開演
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　Ｓ席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 7,000円 （7,500円のところ）
受付期間 2月27日（火）～3月8日（木）　17：00まで

怒涛のタップ、一糸乱れぬ群舞、
きらめく衣装…
世界チャンピオングループによる、
ダンスの真の魅力が楽しめる120分！
アイリッシュ・アメリカンのメッカ、シカゴから、
再びタップの嵐を届けにやってきます。

JUJU
HALL TOUR 2018「I」

開 催 日 6月14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）
価　　格 7,500円 （8,000円のところ）
受付期間 2月27日（火）～3月8日（木）　17：00まで

約2年ぶりの
全国ホールツアー決定！

①6/9（土）イベント当日のみラグナシアパスポート付（入園・園内乗り物フリーパス）
②個人応援砂浜シートはレジャーシート付
　未就学児無料。ただし、席が必要な場合はチケット必要。小学生以上はチケット必要。

※雨天決行。荒天・時化の場合翌日に順延。翌日も荒天の場合は中止。
中止の場合は払い戻しをいたしますが、途中終了の場合の払い戻しはありません。
スピーカー等で一部見えづらい席がございます。通常のお席内では、携帯カメラ・コ
ンパクトカメラのみ撮影可能。当日の実施が危ぶまれる場合、はなびFes.2018inラ
グーナビーチ公式ホームページにてお知らせいたします。
詳しくは公式ホームページをご覧ください。http://www.hanabifes.jp
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〒437-1522 静岡県菊川市嶺田2176-1
TEL:0537-73-8511/FAX:0537-73-6577  祝日を除く 9：00～18:00

（株）東遠保険コンサルタント代理店　担当：赤堀

ガイドブックを配付しますガイドブックを配布しますガイドブックを配布します平成30年度版
①施設利用券　②割引協力店のご案内　③OK!ワーク事業ご案内
④新規事業所紹介カード　⑤事業参加申込書

3月末発送予定

事務局よりお知らせ
◉入会・退会は毎月25日締め。　共済・補助毎月25日締め、翌17日給付。
◉3月15日（木）は会費（4.5.6月分）の口座振替です。事前に引落口座の残高確認をお願いいたします。
◉お忘れなく！今シーズンのインフルエンザ予防接種料補助の申請期限は3月23日（金）です。※FAX受付3月25日（日）

順位 氏　名 事業所名

優　勝 岩清水みさよ (株)山本組 345
準優勝 和田　和子 コバルト美容室 342
3　位 松下　雄彦 松下建築 339
4　位 河原崎　満 藤田インテリア 337
5　位 谷川　敦子 (株)山本組 333
6　位 髙坂　善智 (有)髙坂製作所 332
7　位 馬場　菊乃 黒七肥料農材(株) 329
8　位 涌田美由紀 掛川社会福祉事業会 321
9　位 横山　隆夫 藤田インテリア 316
10 位 佐藤　照子 菊川市社会福祉協議会 315

2ゲーム合計得点

第28回ボウリング大会結果報告 平成30年2月9日(金)　参加者49名　会場／浜岡グランドボウル

和田さん、岩清水さん、松下さん

※小学生以下は1ゲームにつきハンディ20
　女性、中学生はハンディ10




