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第25弾

OK!ワーク賞
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。

キャンペーン受付期間
1月26日（火）～3月25日（木）

もれなく、入会人数に応じて、ド～ンとプレセント！！

会員が増えれば楽しさいっぱい！

入会金が 無料！！
1月26日（火）～3月25日（木）に新規入会、及び追加入会の手続きをされた方（3/1・4/1入会）は

入会金（1,000円）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）

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E-mail　ok-waku@za.tnc.ne.jp

ご 紹 介 先

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。 紹介日　　　　月　　　　日

受付締切　3月18日（木）事務局必着
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チャレ
ンジ教

室
Part1

※画像はイメージです。出来上がりサイズ：丸型約19㎝

モザイクタイルの
鍋敷き作り

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、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

No.69

開　催　日 5月8日（土）　9：30～12：00
会　　場 菊川市商工会館2階　会議室
募集人数 10人
参 加 費 会員 2,200円 （3,500円のところ）
 同居家族 3,000円
講　　師 All Thanks 018　落合先生
受付期間 3月15日（月）～3月24日（水）　１７：００締切

モザイクタイルを木枠に貼ったり目地埋めして磨きます。
好きなデザインを選んでお手本にしながら作るのでとっても簡単！

アピタ・ピアゴ・ファミリーマートで利用できます。
利用期限なし。お釣りがでます。

刊行45周年記念
ノンタン絵本の世界展
「もっと！
ノンタン
みんなだいすき！」

開　催　日 3月20日（土・祝）～4月11日（日）
 10：00～17：00（最終入場16：30）
会　　場 静岡市清水文化会館マリナート　1階ギャラリー
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 350円 （前売り700円のところ）
 中高大生 250円 （前売り500円のところ）
 小学生以下 100円 （前売り200円のところ）
※2歳以下無料。小学生以下のみでの単独入場はご遠慮ください。
受付期間 2月25日（木）～3月8日（月）　１７：００締切

チケットチケット

チケット

TSUKEMEN CONCERT
つなぐ音 with JITAN CLASSIC

開　催　日 3月27日（土） 開演15：00
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 大人 3,800円 （4,500円のところ）
 小学生～高校生 1,000円 （1,500円のところ）
受付期間 2月25日（木）～3月4日（木）　１７：００締切

ダブルヴァイオリンとピアノの「生演奏」にこだわったコンサート！
誰もが知るベートーヴェン交響曲第5番『運命』など、有名なクラ
シックをオリジナルに時短アレンジ。心に響く明日への“希望”を繋
ぐ音をご堪能ください。

No.67 No.68

No.1

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 2月25日（木）～3月3日（水）　17:00締切
申込方法 ｢事業参加申込書｣をFAXまたは郵送してください。
※お渡しは3月中頃の予定です。

ユニー商品券
あっせん 会員のみ

1人2組まで

Ⓒキヨノサチコ／偕成社
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アッ！と
　おどろく
　　夢芝居

©Masashi Kuma

No.2

No.4 No.5

No.3

チケット チケット

チケット チケット

No.6 No.7チケット チケット

梅沢富美男劇団特別公演
梅沢富美男＆研ナオコ

第11回浜松国際ピアノコンクール開催記念公演

三浦謙司×中桐 望×
新日本フィルハーモニー交響楽団

鈴木雅之

ケロポンズ＆
たにぞう
ファミリー
コンサート

開　催　日 5月10日（月）　開演19：00
会　　場 アクトシティ浜松 中ホール 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 2月25日（木）～3月8日（月）　１７：００締切

開　催　日 7月3日（土）　開演18：00
会　　場 静岡市民文化会館　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（3歳以上）
価　　格 8,300円（8,800円のところ）
受付期間 2月25日（木）～3月8日（月）　１７：００締切

Rord to2027
プロジェクトin浜松

仲道郁代

開　催　日 5月22日（土）　開演14：00
会　　場 アクトシティ浜松　中ホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 3,500円（4,000円のところ）
受付期間 2月25日（木）～3月8日（月）　１７：００締切

開　催　日 4月14日（水） 
 ①開演14：00②開演18：00※時間を指定ください
会　　場 アクトシティ浜松　指定席
枚　　数 各20枚（小学生以上）
価　　格 4,900円 （7,000円のところ）
受付期間 2月25日（木）～3月8日（月）　１７：００締切

開　催　日 5月9日（日） 
 ①開演10：30②開演14：30※時間を指定ください
会　　場 竜洋なぎの木会館　指定席
枚　　数 各20枚
価　　格 1,100円 （1,500円のところ）
 ※3歳以上有料。3歳未満は保護者等1名につき1名膝上に限り無料。
　　　　　　　ただし座席が必要な場合有料。
受付期間 2月24日（水）～3月2日（火）　１７：００締切

注意：FAX･郵送 先着順です！

枚　　数 先着 1,300組 （会員1人2組まで）
価　　格 2,000円（1組500円×5枚　2,500円のところ）
受付期間 3月15日（月）～3月22日（月）　17:00締切
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。
お渡し期間 4月8日（木）～4月22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。
※会員のみ申し込みできます。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、受付期間後3日以内に連絡します。

全国共通お食事券
「ジェフグルメカード」
あっせん

会員のみ

1人2組まで

©Jeremy Knowles

ピアノ・リサイタルVol.3

「幻想の系譜」

Masayuki suzuki
taste of martini tour
2020/21
~ALL TIME ROCK’N ROLL~
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契約しました！

会員特典

対　象

（株）アート引越センター

①引越基本料金（車輌費+人件費）最大30％OFF
②ダンボール単身10枚・家族最大50枚までプレゼント
③ガムテープ必要数サービス
④衣類用ハンガーBOX 必要数レンタル無料
※①については繁忙期3/15～4/10は除く

会員および 2親等以内の家族

ハート引越センターまでお電話（0120-810-321）にて、全福センター会員である旨お伝えいただき、
見積もり依頼をしてください。
受付時間　9：00～20：00年中無休（12/31～1/3を除く）

ご利用にあたり

「大東温泉シートピア」
施設利用券終了のお知らせ

契約終了に伴い、施設利用券の利用期間が2021年2月28日（日）までとなります。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

事務局よりろうきん掛川支店

2021/3/3（水）～3/17（水）

新型コロナウイルス等の影響により収入が減少した方や、他社ロー
ン等の返済にお困りの方・借換えをご希望の方など、借入に関する
内容は〈ろうきん〉掛川支店までご相談ください！

●諸条件によりお客さまのご希望にそえない場合がございます。
●商品・制度については、〈静岡ろうきん〉ＨＰをご確認ください。

お問合せの際『ＯＫ！ワーク会
報を見た』とお申し出ください

好評承り中

◎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。

◎提携割引施設の状況につきましても、新型コロ
ナウイルス感染症予防の為、詳しい最新情報は
各施設のHP等でご確認くださいますようお願い
いたします。

◎インフルエンザ予防接種料補助受付中！
　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・菊川市に限ります。
　最終申請は3月25日（木）
　※必ず領収書（コピー可）の提出
　をお願いします。（FAX申請可）

◎NHK学園生涯学習通信講座の受講申込書新し
くなりました。本誌最終ページにも掲載しており
ます。
　会員は、受講補助金（受講料5,000円以上のもの
に限り1会計年度1人2,000円）の申請もできま
すのでご利用ください。
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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

施設利用券のご案内

2021年度版
OK!ワーク

2021年4月1日～2022年3月31日

3月末
発送予

定

◉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（月）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25日（木）です。

①勤務先名
②事業所番号（会員証に記載）

③会員氏名

※指定施設を無料または割引料金で利用できます。
　施設利用の際は、1回に付き1人1枚使用できます。
※ご利用の際は、利用年月日、事業所名、事業所番号、会員氏名、利用者氏名を必ず記入し区分に○をつけて
　ください。(記入モレがある場合は使用できません。)
※いかなる理由でも再発行はしませんので、大切に保管してください。
※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。
※有効期間は2021年4月から2022年3月、会員と同居の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。
　現在お持ちの2020年度分は2021年3月31日をもって期限切れとなります。
※退会後は利用できません。会員証と一緒に事務局に返還してください。
　利用が認められた場合、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

まず会員証をご覧になって　①事業所名　②事業所番号　③会員氏名を記入

（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

ご注意ください！

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！

あなたの会員証

■対　　象 会員と同居家族
■枚　　数 会員1人4枚まで（1会計年度　1回のみ申請）
■有効期限 2021年4月1日～2022年3月31日 　※2021年3月22日より配布
■利用方法 パークチケット1枚につき「コーポレートプログラム利用券」を1枚利用できます。
 パークチケット料金から500円を差し引いた料金で購入できます。
■受取方法 利用日が決まりましたら「事業参加申込書」に利用予定日、利用される方全員の名前と
 枚数を記入してOK!ワーク事務局にてお受取りください。

2021年度 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



有効期限
3月1日（月）～4月30日（金）
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