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No.50 No.51 チケット

ご参加ください 参加者大募集！

チャレ
ンジ教

室
Part8

開　催　日 12月6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 1,800円 （3,000円のところ）
 同居家族 2,500円 友人 3,000円
講　　師 苔工房　アイモス（菊川市） 
受付期間 10月26日（月）～11月6日（金）　１７：００締切

苔テラリウム体験教室

※写真はイメージです

容器約9㎝×15㎝
※大型で美しい縁起物の苔を使用します。
　来年の干支を入れられます。

かんたん・たのしい・自分だけの小さな箱
庭づくり！！
テラリウムとは、ガラス瓶や容器の中で
植物を育てて眺めて楽しむスタイルのこ
とです。初心者さんでも安心の育てやす
さです。

注意：FAX･郵送　先着順です！

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 2,200枚 （会員1人4枚まで）
 ご希望の方は、5枚目から1,400円にて何枚でもお分けします。
価　　格 1,200円 （当日鑑賞1,900円のところ）
有効期限 12月～5月（予定）
受付期間 11月10日（火）～11月17日（火）　17:00締切
お渡し期間 12月10日（木）～12月24日（木）
 事務局にてチケット代と引換えにお受け取り願います。
 ご用意できない方のみ、受付期間後3日以内に連絡します。
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。

TOHOシネマズ
パスポートチケットあっせん

※プレミアスクリーンはご利用いただけません。
　3D上映はプラス400円でご利用いただけます。

インターネットでも
自動券売機でも
ご利用できます。

定員オーバーしても抽選はいたしません。

①事業所名②事業所番号③会員氏名④利用者氏名
を必ず記入してください。
★会員と登録家族が利用できます。
　親戚・友人・知人の方は使えません。
※他人に譲渡したり換金することはできません。
　このような事態が認められた場合は差額を請求
　し、お支払いいただく場合がございます。
　ご理解ください。
★1人1回のご利用枚数は1枚です。
　1度に複数枚は使用できません。

◎「施設利用券」ご利用の際はご注意願います！◎

①事業所名
②事業所番号
③会員氏名
④利用者氏名

※今回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。
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No.52

No.54 No.55

No.53

あっせん あっせん

チケット チケット

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。
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。
※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

2021
ジュビロ磐田
オフィシャル
カレンダー

サ イ ズ A2（59.4×42cm）13枚綴り（表紙+12ヶ月）
数　　量 30部
価　　格 1,000円 （一般1,900円のところ）
受付期間 10月26日（月）～10月30日（金）　１７：００締切
 ※お渡しは12月中頃の予定です。

枚　　数 200枚（会場：ホテルメインロビー中庭）
価　　格 会員・同居家族 600円 （800円～1,300円のところ）
 小学生 300円 (400円～700円のところ）
 ※幼児無料
受付期間 10月26日（月）～10月30日（金）　１７：００締切
※駐車場料金、入場券チケット持参者　乗用車1台300円かかります。
※お渡しは11月になります。

つま恋リゾート 彩の郷
サウンドイルミネーション
入場券

劇団SPAC
『妖怪の国の与太郎』

会員と家族

内　　容 1セット(オリジナルチキン8本+特製えびグラタン+
 　　　　　トリプルベリーのティラミスケーキ）
枚　　数 60枚 (会員１人1セットまで)　
価　　格 3,400円 （4,100円のところ）
受　取　日 12月19日（土）～23日（水）・25日（金）
 (24日（木）は受付できません)
※「事業参加申込書」の空欄に受取希望日と時間を記入してください。
受取指定時間 11:00～20:00　30分間隔で指定ください
 (ご希望に添えない場合がございます)
受取指定店舗 MEGAドン・キホーテUNY掛川店
 ※「会員証」提示の特典は付きません。
受付期間 11月4日（水）～11月16日（月）　17：00締切

ケンタッキー
　フライドチキン
パーティ
バーレル

開催日
11月1日（日）～
令和3年6月30日（水）

開　催　日 11月14日（土） 開演14：00
会　　場 掛川市生涯学習センター　ホール　指定席
枚　　数  各10枚（小学生以上）
価　　格 一般 3,200円 （4,200円のところ）
 大学生・専門学校生 1,600円 （2,000円のところ）
 高校生以下 600円 （1,000円のところ） 
受付期間 10月26日（月）～10月30日（金）　１７：００締切

 ⓒ三浦興一

妖怪の国に迷い込んだ主人公・与太郎の奇想天外な旅を描く愉快な音楽劇♪

※今回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。

絵皿付
※一部商品内容が変更になる場合がございます。※写真はイメージです
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演奏曲目
ショパン／
バラード第1番ト短調Op.23
F.リスト／
メフィストワルツ第1番
F.リスト／
愛の夢 第3番
シューマン／
ピアノソナタ第2番　　ほか
※演奏曲目は変更になる場合が
ございます。予めご了承ください。

チケットNo.56 チケットNo.57

No.58 No.59チケット チケット

数　　量 先着10冊 
価　　格 3,400円 （4,180円のところ）
※OK!ワークが差額を負担した価格となっております。
受付期間 10月26日（月）～ 11月5日（木）　17：00締切
※お届けは12月中旬から25日頃になります。

お子様に愛と夢をおくる、世界で一冊の絵本です。
絵本の中にお子様やお友達の名前、住んでいる町の名前が組み込ま
れ、サンタさんがやさしく語りかける内容になっております。また、最
初のページには受け取られる方のお名前とメッセージ（30文字）が入
り、ご希望により贈る方のお名前を入れることもできます。絵本は９種
類からお選び頂けます。

文化会館アエル大ホールにて、本格「能」舞台をご鑑賞ください。
演目は、新春にふさわしい「羽衣」と「一角仙人」です。

サンタクロースからの
クリスマス
オーダーメイド絵本

今田篤
ロマンティックコンサート

青島広志が選んだ
ベートーヴェン
プログラムコンサート

グランシップ出前公演
「グランシップ静岡能」

開　催　日 令和3年1月24日（日） 開演14：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　指定席
枚　　数 各20枚（小学生以上）
価　　格 一般 4,300円 （5,200円のところ）
 こども・学生 700円 （1,000円のところ）
受付期間 10月26日（月）～11月9日（月）　１７：００締切

開　催　日 令和3年1月23日（土） 開演14：00
会　　場 アミューズ豊田　ゆやホール　指定席
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 1,500円 （2,000円のところ）
 小学生～高校生 600円 （1,000円のところ）
受付期間 10月26日（月）～11月5日（木）　１７：００締切

開　催　日 令和3年2月21日（日） 開演15：00
会　　場 竜洋なぎの木会館　指定席
枚　　数  各20枚
価　　格 一般 3,100円 （4,000円のところ）
 小学生～高校生 600円 （1,000円のところ）
受付期間 10月26日（月）～11月5日（木）　１７：００締切

2018年第10回浜松国際ピアノコンクール第4位。
時代を担う、若き実力派ピアニスト。
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全福センター会員「おそうじ本舗」より

『年末年始の大掃除早割キャンペーン』のお知らせ

事務局からのお知らせ

お申込み方法 フリーダイヤル0120-032-122にTEL頂き「全福センター会員」とお申し出ください。
 後日、お近くの「おそうじ本舗」から折り返し連絡の上、見積もりに伺わせていただきます。
お支払方法 直接、ご利用者から施工業者にお支払いください。

◎保険金請求書兼証明書<一括用>（第26-1号様式）
　書式が新しくなりました。ホームページよりダウンロードできます。単票可。朱印のある原本は、 事務局へ
　郵送またはご持参ください。控えが必要な場合はコピーをおとりください。
◎御前崎市民プール「ぷるる」休館のお知らせ
　休館期間：令和2年12月14日（月）～令和3年3月12日（金）
　施設改修工事のため全館休館となります。
◎「遠鉄トラベル掛川中央店」 割引契約終了のお知らせ
　閉店につきまして契約終了となりました。
◎「大江戸温泉物語 すんぷ夢広場」 割引契約終了のお知らせ
　施設閉館のため契約終了となりました。
◎ホテルオークラ東京ベイ（ガイドブックｐ18）
　事務局にございました「ご宿泊優待券」は廃止となりました。
　本誌ｐ8に掲載のURLもしくはQRコードより、専用ページにてさまざまなご宿泊優待スペシャルプランを
　ご覧いただけますのでご利用ください。
◎「川根温泉ふれあいの泉」休館日変更のお知らせ
　令和2年10月から毎週火曜日（祝日の場合は翌日）が休館日となります。

インフルエンザ予防接種料補助受付中
申請は接種後3ヶ月以内に！！　最終申請は、令和3年3月25日（木）です。
早目に接種して申請しましょう！　会員のみ申請（1,000円補助）できます。
申請できる医療機関は、掛川市・御前崎市・菊川市内に限ります。
必ず領収書（コピー可）の提出をお願いします。（ＦＡＸ申請可）
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優勝した山田岳成さん

■お祝い申し上げます
結婚祝 27件
出産祝 48件
小学入学祝 133件
中学入学祝 210件
成人式（20歳） 5件
銀婚祝（25周年） 26件
還暦祝（60歳） 64件
古希祝（70歳） 28件
傘寿祝（80歳） 9件
米寿祝（88歳） 1件
55歳の誕生日 57件
65歳の誕生日 51件
75歳の誕生日 16件

■お悔やみ申し上げます
本人死亡 8件
親死亡 128件
配偶者死亡 5件
子死亡 4件
住宅災害による同居親族の死亡 0件

■お見舞い申し上げます
傷病休業14日以上 14件
傷病休業30日以上 16件
傷病休業60日以上 9件
傷病休業90日以上 2件
傷病休業120日以上 16件
障害見舞金　 2件

住宅災害見舞金（火災等） 1件
住宅災害見舞金（自然災害） 3件

■補助金
人間ドック受診料 449件
インフルエンザ予防接種料 0件
宿泊 89件
宿泊（静岡空港利用） 8件
日帰り旅行 0件
受講料 4件
生活資金信用保証料 0件
退職金共済掛金 0件

「年金セミナー」開催のご案内
公的年金制度についてお話しします。

年金についての正しい知識を身につけて、
　60歳以降の生活設計にお役だてください！！

講　師 岸　博幸氏
 （慶應義塾大学大学院教授）
と　き 令和2年11月17日(火)
 開場17：45　開演18：30

ところ 菊川文化会館アエル　大ホール
定　員　　500名
入場料 無料　※入場整理券が必要です
整理券配布開始日　10月12日（月）～（なくなり次第終了）

グロス ネットHDCP順位 氏名 共済団体

9月9日（水）　静岡カントリー浜岡コース&ホテル 小笠コース　参加者11団体　54名
第24回静岡県勤労者福祉共済団体 合同ゴルフ大会

優　勝 山田　岳成 （一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター 90 19.2 70.8
準優勝 河井　宏文 （一財）藤枝市勤労者サービスセンター 82 10.8 71.2
3　位 笠原　活彦 榛南地区勤労者共済会 81 9.6 71.4
4　位 望月　一成 富士宮市勤労者共済会 83 10.8 72.2
5　位 岡本　大亮 （一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター 81  8.4 72.6
6　位 笠原　恒彦 榛南地区勤労者共済会 87 14.4 72.6
7　位 長谷川計次 （一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター 93 20.4 72.6

文化講演会

結果
報告

アフターコロナの仕事と暮らし

掛川市（産業労働政策課）・御前崎市・菊川市（各商工観光課）
菊川文化会館アエル／生涯学習センター／文化会館シオーネ
OK!ワーク事務局へお申込みください。

整理券配布場所

と　　き 令和2年12月6日（日）　１０時～12時
と こ ろ 掛川市生涯学習センター　2階 第4会議室
定　　員 40名（申込順）
参 加 費 無料
申込締切 12月2日（水）
申込方法 電話またはＦＡＸで、お申込みください。

申込先 （一財）静岡県年金福祉協会
ＴＥＬ 054-251-2767 ／ＦＡＸ 054-251-2866

給付金補助金給付状況 2020年4月～9月

OK!ワークからは4名様出場いただきました。
ありがとうございました。（敬称略）
　岡本大亮（5位・BG）
　田嶋高行（20位）
　長谷川計次（7位）
　山田岳成（優勝）

※入場口での検温・アルコール消毒にご協力ください
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★印はＯＫ！ワーク事務局へご一報願います（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。
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●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号様式または第26-1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。

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号様式または第26-1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）
●保険金請求書兼証明書<一括用>
　（第26-1号様式）
●傷病名と休業日が証明できる書類

●保険金・弔慰金給付請求書
　（第22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（ホームページからダウンロードできます） 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
500,000円
150,000円
30,000円     
10,000円

     20,000円
     25,000円
     35,000円
     50,000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
火 災 等
自然災害
床上浸水
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
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

★

★

★
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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

OK!ワーク事務局

OK!ワーク事務局

全労済協会

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。

●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）
●富士山静岡空港利用時は、証明できる書類等

●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
 50万円以上受けたとき
 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

●日帰り旅行補助金申請書（第15号―1号様式） 1年度2回まで　
会報にて推奨する日帰り旅行を利用2,000円日帰り旅行

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

人間ドック受診料 日帰り旅行・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

内容 金額 申請期限 申請書類 条件

お勤め先

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）

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




