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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。

E-mail　ok-waku@za.tnc.ne.jp

ご 紹 介 先

紹介日　　　　月　　　　日
受付締切　10月19日（月）事務局必着

Vol.102
事業所数 1,042 事業所
会員数 5,793 人
（令和2年8月1日現在）

9月号
（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 https://ok-work.jp/

編集・発行

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

*2020

（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

OK!ワーク賞 ご注意ください！
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円または
②「施設利用券」8枚のどちらかを入会人数分差しあげます。
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。
■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 令和2年9月～10月

もれなく、入会人数に応じて、ド～ンとプレセント！！

第24弾

会員が増えれば楽しさいっぱい！今回は入会金が無料！！
10/1～11/1に新規入会、及び追加入会された方は入会金が無料になります。　
さらに、新規入会事業所の紹介者へは入会された方1人につき1,000円の報償金等を進呈します。
皆さんの取引先やお知り合いの事業所をご紹介ください。事務局職員が直接入会のご説明にうかがいます。

（通常1,000円のところ）

仲間を増やそうキャンペーン仲間を増やそうキャンペーン

キ リ ト リ

ご利用で
きる方は

会員さん
と同居の

ご家族の
みです。

親戚やお
友達はご

利用でき
ません！
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※詳しい割引内容は「OK!ワークガイドブック」をご覧ください。

★会員の皆さんも｢あのお店で割引できたらいいのになあ…｣というお店も
　ぜひご紹介ください! お店がOK!ワークの会員さんでなくてもOK
★お問い合わせ､お申し込みは事務局まで
　TEL0537-35-0298/FAX35-0300

その1 会報で新割引協力店のお知らせをします｡(A4､1/8サイズ無料)
その2 会員全員に配布する｢ガイドブック｣に割引内容が掲載されます｡（無料）
その3 会報に広告を折り込みや掲載ができます｡
 (有料5,000円～　詳細はご相談ください。)

割引協力店特典

現在OK!ワーク会員の割引協力店の皆さん

会員証提示にて

施設利用券使用にて ※ガイドブック巻頭ページ

｝

本年度は休業

8/23まで営業
本年度の営業は終了いたしました

各種旅行割引有。詳しくはガイドブックをご覧ください。

掛川城天守閣・掛川城御殿 無料 掛川市掛川１１３８-２４ 0537-22-1146
二の丸茶室（呈茶） 無料 掛川市掛川１１３８-２４ 0537-23-1199
掛川市竹の丸 無料 掛川市掛川市１２００-１ 0537-22-2112
東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」 プール高校生以上１０円、その他無料 掛川市大池２２５０ 0537-22-5553
掛川市南体育館「し～すぽ」 トレーニング室無料 掛川市大渕14234-1 0537-28-8710
安養寺運動公園プール 無料　 掛川市淡陽14234-1 0537-23-6644
大東B&G海洋センタープール 無料 掛川市国安3300-3 0537-72-5393
大須賀B&G海洋センタープール 無料 掛川市沖之須1924-1 0537-48-3333 
森の都温泉ならここの湯 中学生以上１０円、３才から小学生無料 掛川市居尻１７９ 0537-20-3030
掛川市清水邸（庭園・茶券） 高校生以上１０円、中学生以下無料 掛川市西大渕5298-2 0537-48-6456
吉岡彌生記念館 無料 掛川市下土方474 0537-74-5566
大東温泉 シートピア(２才未満入浴不可） 中学生以上１０円、２才以上無料 掛川市国安2808-2 0537-72-1126
すいすいパーク ぷるる(御前崎市民プール） 高校生以上100円　子供、70歳以上無料 御前崎市宮内1581-1 0537-63-0195
掛川市ステンドグラス美術館 観覧料 一般200円　掛川二の丸美術館セット券 観覧料300円 掛川市掛川1140-1 0537-29-5680

アシストパソコンスクール 全コース２，０００円引  掛川市北門１３８-2(学習ｾﾝﾀｰ西側） 0537-62-1835
菖蒲ヶ池ゴルフセンター 初回登録時ICカード代無料 掛川市下垂木312-1 0537-24-3205
CURVES掛川 入会金5,500円　Tシャツプレゼント 掛川市上西郷490-1 0537-23-7733
スポーツクラブＳ＆Ｃ 入会金１００％OFF他  菊川市加茂２８４９-１ 0537-36-1226
パールエステサロン １０％割引  御前崎市白羽５９３０-１ 0548-63-5030
Beauty Ｓｔａｔｉｏｎ.Jun（女性限定サロン） 初回技術料のみ無料でおためし 掛川市中宿91 エステートⅠ-101 090-5009-4957
YOSA PARK. Love1 各コース1,000円引  掛川市横須賀530-1 0537-48-2043 
アサヒメガネ からだ想いのケアレンズ「ルティーナ｣定価より10%割引 掛川市中宿１３６ 0537-24-3767
小澤ばら園 ばらの花束等５％引。お手頃の２等品もございます。 掛川市吉岡１０１４ 090-3936-1974
おしゃれの店Comet お買い上げ代金の１０％分のお買い物券をさしあげます。（一部除外品有） 掛川市西大渕３３５９ イオンタウン大須賀内 0537-48-2831
お茶の里城南 お茶お菓子など全商品５％引 掛川市板沢５００-１ 0800-100-6000
掛川駅まんまえパーキングサービス券 駐車サービス100円券２０％引 掛川市連雀１-１４（連雀ニューセンター２階） 0537-61-1151
中嶋茶店 5％割引  菊川市加茂３５０ 0120-158-418
ナカヤマスポーツ 1,000円以上のお買上げで10％引　対象外：セール品、サービス券との併用 菊川市朝日１-１６ 0537-36-4189
ブルーベリーの郷 サワージュース1杯（試飲）サービス 菊川市川上大田の谷１０９９ 0537-73-6636
掛川グランドホテル レストラン、宴会割引有。 掛川市亀の甲1-3-1 0537-23-3333
掛川グランドホテル 詳しくはガイドブックをご覧ください。 掛川市亀の甲1-3-1 0537-23-3333
ブライダルハウス　カレン 詳しくはガイドブックをご覧ください。 掛川市亀の甲２-17-2 0537-23-3175
エポックＹＭＥ観光   御前崎市塩原新田１２６９ 0537-85-7166
㈱静岡ツーリスト   菊川市堀之内1371　2階 0537-36-2225
トラベル ユウ   掛川市亀の甲１-１９-１2 0537-62-4545
日本トラベルサービス㈲   菊川市半済９８０-２ 0537-35-5151
浜岡中央観光トラベル㈱遠州営業所   御前崎市池新田5832-1 0537-86-9099
丸和観光開発㈱   掛川市駅前1-9 D-oneビル2階 0537-23-1271
㈲カーメイト伊藤 車検基本工賃２０％引、車検時オイル交換無料（「ヤマト車検等」一部除外有、無料詳しくは会報をご覧ください。） 菊川市土橋８８５-１ 0537-36-3740
杉山建築 各種エコキュート定価の60%割引 掛川市薗ケ谷６８５-３ 0537-22-7724
(有)テイルオブテイルズ 詳しくはガイドブックをご覧ください 菊川市下平川788 0537-75-0288

OK!ワーク会員事業所の皆さんへ

OK!ワークの会員とそのご家族の皆さんに､割引･サービス等を提供してくださる「お店」（割引協力店）を募集します。
割引協力店になると、事業所のPRに役立つ特典があります！
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日帰り

バスツ
アー

近江牛すき焼き・熟成牛すき焼き・近江牛ハンバーグ・松茸近江牛
おこわの牛寿司・松茸近江牛雑炊・松茸近江牛餡かけバリそば・松
茸近江牛かき揚げ・松茸近江牛カレー・松茸近江牛スープ

No.39 お申し込みは下記の旅行依頼書にお願いします

OK!ワーク旅行依頼書
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 ・ 同居家族 男　・　女

フリガナ

フリガナ

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25日（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
・
同
居
家
族
に
限
る
）

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

※コピーしてお使いください

同
行
者

開　催　日 10月25日（日）
集　　合 OK!ワーク西駐車場　6：20
募集人数 20人
添　乗　員 同行します
参　加　費 会員 7,000円 （9,500円のところ）
 同居家族 8,000円  友人 9,000円
受付期間 9月15日（火）～10月1日（木）　１７：００締切

紅葉の伊吹山ハイキングと
松茸料理と近江牛づくし食べ放題

紅葉の伊吹山ハイキングと松茸料理と近江牛づくし食べ放題

OK!ワーク西駐車場6：30発＝菊川IC＝東名・上郷SA休憩7：50～8：05＝名神・養老SA休憩9：00
～9：15＝関ヶ原IC＝伊吹山ドライブウェー＝伊吹山9合目9：50（絶景の山頂までハイキング）＝
伊吹山9合目12：00＝伊吹山ドライブウェー＝花伊吹（松茸料理と近江牛づくし食べ放題の昼食
12：30～14：00）＝関ヶ原IC=関刃物センター（ご家庭の包丁や植木鋏などの簡単な研ぎ方を教
えてくれます14：50～15：30）＝関IC＝東海北陸道＝東名・浜名湖SA休憩17：20～17：35＝菊川
IC=OK!ワーク西駐車場18：30予定

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

旅行企画・実施

日本トラベルサービス(有)へFAXまたは郵送
〒439-0019 菊川市半済980-2 FAX0537-35-5152

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、急遽、変更または中止する場合があります。ご了承願います。

ご参加ください参加者大募集！

※伊吹山9合目から山頂へは、中央登山道（勾配が急）で20分（500ｍ）、西登山道（緩やか）で40分（1㎞）

地域共通クー
ポン

2,000円付
　（お土産等

に利用できま
す。）
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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。
■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

・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。

会員のみ

No.40 No.41

No.42 No.43

チャレ
ンジ教

室
Part4

チャレ
ンジ教

室
Part6

チャレ
ンジ教

室
Part5

チャレ
ンジ教

室
Part7

※写真はイメージです ※写真はイメージです 

※写真はイメージです ※写真はイメージです 

己書体験会
おのれ　　しょ

開　催　日 9月27日（日） 10:00～11：30
会　　場 菊川市商工会館2階　会議室
募集人数 15人
参　加　費 会員 1,200円 （筆ペン付2,000円のところ）
 同居家族 1,500円 友人 2,000円
講　　師 甲賀里依子先生
受付期間 8月26日（水）～9月7日（月）　１７：００締切

己書とは、筆ペンを使って型にとらわれず自由に描く、絵のような温もりある書
です。ちょっとしたコツをつかむだけで、どなたでも味のある字が書けるように
なります。今回ははがきサイズの己書を完成させます。
自分だけの味のある文字をかいてみませんか？

ハロウィン
多肉植物寄せ植え

開　催　日 10月10日（土） 10:00～11：30
会　　場 菊川市商工会館2階　会議室
募集人数 15人
参　加　費 会員 1,800円 （3,000円のところ）
 同居家族 2,500円
講　　師 Lily多肉と花　山田先生
受付期間 9月1日（火）～9月10日（木）　１７：００締切

お茶付

「目と耳のセルフケア！」
セミナー

開　催　日 11月1日（日） 10：00～11：30
会　　場 菊川市商工会館2階　会議室
募集人数 20人
参 加 費 会員 500円 （1,000円のところ）
 同居家族 500円 友人 1,000円
講　　師 目と耳の整体院　プレイン　石川茂樹氏
受付期間 9月1日（火）～9月10日（木）　１７：００締切

目や耳の不安をセルフケアで
軽減しましょう！
めまい、耳鳴り、難聴など、三半規管や自律神経にストレスやコリ、疲れ、
冷えの影響は出やすいものです。眼精疲労、飛蚊症、ドライアイ他、視力の
不調も同様です。
最近ではスマホ老眼も気になるところです。
目や耳の不調は、肝臓や腎臓と関係が深く、内蔵の働きにアプローチし
て、自然治癒力を上げ、緩和するセルフケア方法を学びましょう！
誰にでも出来る簡単エクササイズです。

やさしいライフプランセミナー
～コロナ禍でも強い！？
積立型投資信託のススメ～

開　催　日 10月4日（日） 9：30～11：00
会　　場 菊川市商工会館2階　会議室
募集人数 30人（どなたでも。家族、友人、お誘いください）
参 加 費 無料 
講　　師 ろうきん
受付期間 9月1日（火）～9月25日（金）　１７：００締切

※今回の掲載のイベントに関しまして、開催時点での新型コロナウイルスの影響が不明なため開催予定としておりますが、
　ソーシャルディスタンス等今後の動向によっては、延期・中止とさせていただく場合がございますのでご了承ください。

お茶・お菓子付
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「挑む浮世絵　
国芳から芳年へ」

No.44 No.45

No.46 No.47

チケット チケット

チケット チケット

枚　　数 500組　（会員1人2組まで）
価　　格 2,500円 (1組1,000円×3枚　3,000円のところ)
受付期間 9月4日（金）～9月10日（木）　１７：００締切
 ※お渡しは10月初旬の予定です

有効期限
2025年12月31日　 

こども商品券

全国5,500の加盟店でご利用いただけるギフト券です。
利用加盟店： 遠鉄百貨店・イオン・アピタ・ピアゴ・トイザらス　他
 杏林堂（ 子ども商品に関係なく、お買物全商品に利用できます。
  金券類及び処方箋除く）
詳細はこども商品券ホームページをご覧ください。

こども商品券

劇団四季ミュージカル

開　催　日 ①10月1日（木）開演18：30
 ②10月3日（土）開演13：00
 ③10月4日（日）開演13：00
会　　場 静岡市民文化会館　大ホール　S席
枚　　数 各10枚　　　※日時を指定ください
価　　格 9,000円（9,900円のところ）
受付期間 8月25日（火）～9月4日（金）　１７：００締切

いつまでも輝き続ける
パフォーマンスは必見！

開　催　日 11月7日（土）　開演18：00
会　　場 アクトシティ浜松 大ホール 指定席
枚　　数 20枚（3歳以上）
価　　格 7,500円（8,000円のところ）
受付期間 8月26日（水）～9月8日（火）　１７：００締切

郷ひろみ
Concert Tour 2020

会　　場 浜松市美術館　開催期間　9月26日（土）～11月8日（日）
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 600円 （前売960円・当日1,200円のところ）
 高大専門生 400円 （前売640円・当日800円のところ）
 小・中学生 300円 （前売480円・当日600円のところ）
 70歳以上 300円 （600円のところ）
受付期間 8月26日（水）～9月8日（火）　１７：００締切

※未就学児、障害者手帳所持者及び介護者1名は無料。
　静岡県内の小学生は「ミュージアムパスポート」の提示で無料。
　教育優待制度にて浜松市内の中学校に在籍の生徒は無料。
　磐田市、袋井市、森町、湖西市内の中学校に在籍の生徒は半額。
　（生徒手帳・身分証明書等提示）

再募集 再募集

良いものをお安く!
チケットあっせん
■応募多数の場合は抽選、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。
■「事業参加申込書」は本誌8ページ、ガイドブック裏表紙、ホームページ
　からダウンロードをご利用いただくかOK!ワークにご請求願います。
■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。

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、受付終了後またはチケット発注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

静岡公演

新型コロナウイルス感染症拡大防止の詳細は、劇団四季オフィシャルウェブサイト
をご覧ください。
※本公演について、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。

10月1日（木）～10月31日（土）
9：30～17：00（最終入場16：30）

10月限定チケット

会員のみ

1人2組まで
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（1ケース18本入り
　  125ml／1本）

（1ケース18本入り
　  125ml／1本）

No.48 チケット

No.49 あっせん

「オルケスタ・デ・ラ・ルス」

森永乳業（株）　商品あっせん
①充実野菜

開　催　日 令和3年1月31日（日） 開演16：00
会　　場 竜洋なぎの木会館  指定席
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 3,500円 （4,000円のところ）
 小学生～高校生 800円 （1,000円のところ）
受付期間 8月26日（水）～9月8日（火）　１７：００締切

あっせん数 各60セット
受 付 期 間 8月26日（水）～9月3日（木）　１７：００締切
※商品はOK!ワーク事務局でのお渡しになります。お渡しは9月中頃の予定です。

再募集

価　　格 1,300円
 （2,527円税込のところ）

伊藤園、糖質の吸収を抑
える機能性表示商品。常
温保存可能。
機能性関与成分「難消化
性デキストリン（食物繊
維）」5.0ｇ配合

②まろやか黒酢 ③みそ汁バラエティセット
　（1セット　10種類×2袋　20袋入り）

価　　格 1,300円
 （2,721円税込のところ）

価　　格 1,900円
 （2,678円税込のところ）

血流（抹消血流）を改善す
る機能性表示食品。常温
保存可能。
機能性関与成分モノグル
コシルヘスペリジン（柑橘
由来のポリフェノール）
178mg配合。

アマノフーズのフリーズドライのお味噌汁です。
長期保存可能で、お湯を入れるだけで簡単
にお味噌汁が完成します。

日本ラテン化計画 in 磐田!

申し込み共通要項

本誌 P8の事業参加申込書にて
申し込み願います。
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全福センター会員　㈱アクティビティジャパンよりお得なお知らせ

コロナ禍によりレジャー施設では、定員の制限やそのための予約制の実施、また、オンライン体験等を推進
する動きが活発になって参りました。このたび、日本全国のアクティビティや体験ツアーを提供する㈱アクティ
ビティジャパンのメニューがオンライン予約により500円割引でご利用できるようになりました。この機会にぜ
ひご利用ください！
（メニューは「クルージング」、「着物レンタル」、「脱出ゲーム」、「和雑貨作り」、「エコツアー」等々）

事務局より事務局より

■新型コロナウイルス感染拡大状況に伴い、予定しているイベントやチケット等が、中止や延期されることが
　ございます。申し込まれた方々には、その都度の対応となりますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

有効期限 2020年3月31日 2020年11月30日まで延長　（インターネット予約可）
有効期限 2020年9月30日 
　※詳しくは近隣のTOHOシネマズのHPにてご確認ください

◎TOHOシネマズパスポートチケット

◎入退会・補助金・保険金について
　・ 入会は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。
　・ 退会は退会届を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。
 （会員証・ガイドブックの返却をお願いいたします。）
　・ 補助金・保険金の申請書・請求書は、毎月25日までに提出してください。
 翌月の17日の給付（土・日・祝日にあたる場合はその翌日）となります。

STEP

1
STEP

2
STEP

3

下記の全福センターHP内エイチ・アイ・エスベネフィットデ
スクの関連リンクから     　～ 　    の順にクリックします。
　  　より、メニューが選べます。

STEP

1
STEP

3

STEP

4

STEP

4

全福センターHP 全福センター向けエイチ・アイ・エスのページ

アクティビティジャパンのページ

クーポンのページ

ここをクリック ここをクリックここをクリック

※アクティビティジャパンのメニューをご利用の際は、同社の　
　会員登録（無料）が必要となります。

ご利用方法

https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=4733

どちらも
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島田

令和

同居
同居

　　


