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ご参加ください 参加者大募集！
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（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

No.18 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

7月25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 7月25日（日）
集　　合 OK!ワーク西駐車場　7：00
募集人数 20人
添　乗　員 同行します
参　加　費 会員 7,000円 （9,000円のところ）
 同居家族 8,000円  友人 9,000円 
受付期間 6月23日（水）～7月2日（金）　１７：００締切

マイナスイオンがいっぱい！！
河津七滝ウォークと
沼津魚市場INO

OK!ワーク西駐車場7：10出発＝菊川IC＝（東名・富士川SA休憩）7：55～8：10＝沼津IC＝（修善寺
道路）＝浄蓮の滝（休憩9：30～9：45）＝水垂バス停（9：50下車）―【河津七滝を釜滝から大滝まで
散策します・約1時間20分】―七滝駐車場（11：50）＝浄蓮の滝観光センター（昼食12：10～13：
10）＝（修善寺道路）＝【沼津魚市場INO（散策・14：30～16：00】＝沼津IC＝（東名）＝（日本坂PA
休憩17：15～17：30）＝菊川IC＝OK!ワーク西駐車場18：00予定

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

マイナスイオンがいっぱい！！
河津七滝ウォークと沼津魚市場INO

※新型コロナウイルス対策による内容変更等の場合があります。

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

※出発までに補助金事業が開始された場合は、それに基づいて割引を行います。
　詳しくは、日本トラベルサービス（有）TEL0537-35-5151までお問い合わせください。
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No.21 チケット あっせん

No.19

第25回静岡県共済団体
合同ゴルフ大会

革のワークショップ
コインケースづくり

No.20

ボトルアクアリウム

No.22
森永　絹とうふ

水槽より手軽で、インテリアとしても人気の
ボトルアクアリウム。
瓶の中に砂利や置物、石などをレイアウトし
ます（お魚1匹、水草5本、カラーサンドお好き
な色1色、フィギュア1個）。テーブルの上で楽
しめる小さな水槽を作ってみませんか？

チャレ
ンジ教

室
Part4 チャレ

ンジ教
室

Part5

※コロナ拡大防止対策としてハーフコンペでの実施を予定しています。
　参加費はグリーンフィー、キャディフィー、カートフィー、賞品代及び諸経費。
　昼食は各自自由食（個別精算）、コロナ対策でブッフェは実施しておりません。
　メンバーの方は申込みの際にお知らせください。

厳選した大豆を使用したこだわりの絹ごし豆腐。
濃厚な大豆本来のうま味となめらかな食感が楽しめます。
保存料不使用で長期常温保存が可能です。（賞味期限：製造より216日）

開　催　日 9月8日（水） スタート9：10～  現地集合解散
会　　場 葛城ゴルフ俱楽部　宇刈コース
 袋井市宇刈2505-2　TEL0538-48-6111
募集人数 8人
参　加　費 会員 19,000円 （22,000円のところ）
 同居家族 20,000円 友人 22,000円
受付期間  6月28日（月）～7月14日（水）　１７：００締切

開　催　日 7月24日（土） 10：00～11：30
会　　場 菊川市商工会館　会議室
募集人数 15人
参　加　費 会員 1,200円 （2,000円のところ）
 同居家族 1,600円 友人 2,000円
講　　師 AKI.leather&crafts　平田先生
受付期間 6月24日（木）～7月5日（月）　１７：００締切

開　催　日 8月7日（土） 10：00～11：30
会　　場 菊川市商工会館　会議室
募集人数 15人
参　加　費 会員 1,000円 （1,600円のところ）
 同居家族 1,200円 友人 1,600円
講　　師 Bottle F 福井先生
受付期間 7月5日（月）～7月14日（水）　１７：００締切

価　　格 1,300円（一般税込価格1,880円）
あっせん数 100ケース（1丁250ｇ1ケース12丁入り）
受付期間 6月30日（水）～7月8日（木）　１７：００締切
※OK!ワーク事務局でのお渡しとなります。
　お渡しは7月末頃の予定です。

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

※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。

会員のみ

1人1ケースまで

※写真はイメージです ※写真はイメージです

容器の大きさ
10 ㎝×13 ㎝
容量 750 ㎖※材料準備の関係で、参加決定後

　のキャンセルができませんのでご
　注意ください。
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No.23

No.25 No.26

No.27 No.28

チケット No.24 チケット

チケット チケット

チケット チケット

つま恋レクリエーションセンター・ファンシーサイク
ルの、ほとんどの種目で使えるプレイカード（PC）は
お得なポイント制カードです。持ち点の中でなら、グ
ループ利用もでき、スポーツプレイがキャッシュレス
で楽しめます。
（ゴルフショートコース、パドルテニス、レーザークレ
ー射撃、パターゴルフ、トレジャーハンティング、アー
チェリー、電動キックスケーター、ミニセグウェイ他）

価　　格 4,500円 (5,800円分のプレイ5,300円のところ)
枚　　数 100枚
有効期限　発券より半年間
　　　　　※引換券をお渡ししますので、ご利用時につま恋にて発券
 となります。（引換え期限9月30日）
受付期間 6月30日（水）～7月15日（木）　１７：００締切

つま恋リゾート彩の郷
プレイカード

枚　　数 各20枚
価　　格 大人(中学生以上) 1,800円 (3,500円のところ)
 小人(3歳～小学生) 1,200円 (1,800円のところ)
受付期間 6月24日（木）～7月12日（月）　１７：００締切
 ※チケットのお渡しは7月末頃の予定です。

箱根小涌園ユネッサン
特別入場券

入場有効期限
2022年8月31日　 

デイチケット利用期間 

7月22日（木・祝）～9月20日（月・祝） 9:00～17:00
 ※9月は土・日・祝日のみの営業となります。
会　　場 つま恋リゾート彩の郷 ウォーターパーク
枚　　数 150枚
価　　格 大人（中学生以上） 1,600円 （2,300円～2,500円のところ）
 小人（3歳以上） 700円 （1,300円～1,500円のところ）
受付期間 6月24日（木）～7月8日（木） １７：００締切

つま恋リゾート彩の郷
ウォーターパーク
デイチケット 

会員と同居家族

※本チケットはナイター入場できません。
　ナイター入場ご希望の方は現地窓口でお買い
　求めください。

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 7月1日（木）～7月7日（水）　１７：００締切
 ※お渡しは7月末頃の予定です。

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　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

古代
エジプト展
天地創造の神話

開　催　日 7月10日（土）～9月5日（日）
 10：00～17：30（展示室への入室は17：00まで）
 毎週月曜日休館※但し、8月9日（月・振替休日）は開館
会　　場 静岡県立美術館
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 1,000円 （前売1,300円のところ）
 高大生・70歳以上 500円 （前売700円のところ）
 　※中学生以下無料
受付期間 6月24日（木）～7月7日（水）　１７：００締切

劇団たんぽぽ
「いのちのまつり」

開　催　日 7月25日（日）　開演14：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　自由席
枚　　数 各20枚
価　　格 大人 800円 （1,200円のところ）
 中学生以下 500円 （900円のところ）
 ※2歳以下ひざ上無料（お席が必要な場合は有料）
受付期間 6月24日（木）～7月5日（月）　１７：００締切

みんなひとりじゃない！すべて命がつ
ながり、かかわりあって生きている！
「劇団たんぽぽ」が贈る、大切な家族
の絆を深める感動作です。

会員のみ

1人2組まで

会員のみ

1人1枚まで
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No.29

No.31 No.32

No.33 No.34

No.30チケット チケット

チケット チケット

チケット チケット

ロシア・バレエ・ガラ
2021

開　催　日 8月25日（水）　開演18：30
会　　場 静岡市民文化会館　中ホール　全席指定
枚　　数 20枚
価　　格 5,500円 （6,500円のところ）
受付期間 7月1日（木）～7月14日（水）　１７：００締切

ロシアを代表するバレエ劇場のソリスト達が集
結！クラシック・バレエの傑作ばかりを集めた贅沢
なガラ・コンサート！
演目：「パキータ」より、「ラ・シルフィード」より、
「白鳥の湖」より、「ドン・キホーテ」より ほか
※演目、出演者は変更になる場合がございま
す。
※3歳以下のお子さまのご入場はご遠慮くださ
い。
※演奏は特別録音音源を使用いたします。

それいけ ！ アンパンマン
ミュージカル
勇気の花に歌おう♪

開　催　日 8月29日（日）　①開演11：00　②開演15：00
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　指定席
枚　　数 各20枚　※時間を指定ください。
価　　格 2,500円 （3,000円のところ）
 ※3歳以上有料。2歳以下は保護者1人につき1名ひざ上鑑賞可。
 　ただし、お席が必要なお子様は有料。
受付期間 6月24日（木）～7月7日（水）　１７：００締切

ファミリーミュージカル
【白雪姫】

開　催　日 8月8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
価　　格 大人 1,900円 （2,500円のところ）
 高校生以下 1,300円 （1,800円のところ）
 ※2歳以下ひざ上無料（お席が必要な場合は有料）
受付期間 6月24日（木）～7月5日（月）　１７：００締切

『キネマの神様』
映画鑑賞券（ムビチケ）

枚　　数 30枚
価　　格 900円 （前売料金1,500円のところ）
受付期間 6月24日（木）～7月6日（火）　１７：００締切

令和3年8月6日（金）　全国ロードショー

自然を愛し、平和を願う心の美しさを伝える、人々の絆が深まる
感動の物語。
白雪姫を演じるのは、元AKB48鈴木まりやさんです。

岩合光昭
写真展
「こねこ」

開　催　日 8月7日（土）～8月22日（日）
 10：00～17：00（最終入場：閉場30分前）
会　　場 静岡市清水文化会館マリナート　ギャラリー
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 400円 （前売600円のところ）
 中高大学生 300円 （前売400円のところ）
 小学生 100円 （前売200円のところ）
 ※未就学児無料。小学生以下のお子様のみのご入場は不可
 （入場時に証明書を確認させていただく場合がございます）
受付期間 6月24日（木）～7月7日（水）　１７：００締切

愛くるしく元気いっぱいに暮らす“こねこ”
その日々の冒険を約150点の作品にしてお届けします。

※上映映画館
TOHOシネマズ浜松
TOHOシネマズららぽーと磐田
TOHOシネマズサンストリート浜北

これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人生とともに
紡がれる愛と友情、そして家族の物語。

© 2021 「キネマの神様」製作委員会

こねこ展©Mitsuaki Iwago

©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

侍 BRASS

開　催　日 8月31日（火）　開演19：00
会　　場 アクトシティ浜松　中ホール　S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 6月24日（木）～7月7日（水）　１７：００締切

国内オーケストラの首席奏者達とスタジオ界のトッププレイヤーが
タッグを組んだ最強のドリームブラス。
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No.35 No.36チケット チケット

No.37 No.38チケット チケット

契約しました！

TOHOシネマズパスポートチケット

出演： 三遊亭圓楽
 三遊亭小遊三　他

郷ひろみ
Concert Tour 2021

開　催　日 9月9日（木）　開演18：30
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 9,500円 （10,000円のところ）
受付期間 6月24日（木）～7月7日（水）　１７：００締切

さだまさし
コンサートツアー2021
さだ丼～新自分風土記Ⅲ～

開　催　日 9月1日（水）　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（小学生以上）
価　　格 8,300円 （8,800円のところ）
受付期間 6月24日（木）～7月7日（水）　１７：００締切

磐田能

開　催　日 9月12日（日）　開演17：30
会　　場 磐田市熊野伝統芸能館（磐田市池田332-3）　自由席
 ※雨天・強風時　アミューズ豊田 ゆやホール
枚　　数 5枚
価　　格 一般　2,500円 （3,000円のところ）
受付期間 6月24日（木）～7月7日（水）　１７：００締切

磐田寄席

開　催　日 9月26日（日）　開演14：00
会　　場 竜洋なぎの木会館　指定席
枚　　数 10枚（小学生以上）
価　　格 3,300円 （4,000円のところ）
受付期間 6月24日（木）～7月7日（水）　１７：００締切

有効期限　2021年5月31日　➡　2021年8月31日まで延長（インターネット予約可）
　※詳しくは近隣のTOHOシネマズのHPにてご確認ください。

（株）大伴リゾート

リバティーリゾート大東温泉（旧・大東温泉シートピア）

「河口湖カントリーコテージBan」
「ほとりのホテルBan」「ほとりのテラスBan」

　一般料金より10％割引
季節にあわせたオリジナルティープレゼント！

施設利用券の利用にて基本料金より
　大人（中学生以上） 500円引き
　小人（小学生まで） 250円引き
　※3歳未満は入浴不可

会員証提示にて<会員と同伴者>

2021年4月1日～2022年3月31日

 【予約センターTEL】　0555-76-8090（電話受付時間9：30~18：00）に
 「小笠掛川勤労者福祉サービスセンター会員」である旨お申し出いただき、ご予約ください。
会員証提示にて

施設利用券の
利用にて

いつまでも輝き続ける
パフォーマンスは必見！

狂言
　「寝音曲」 （ねおんぎょく）
　山本泰太郎
能
　「船弁慶」（ふなべんけい）
　山階彌右衛門、村瀬　提
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Ⅰ．資産の部 
 １．流動資産 
    現金 44,800
    普通預金 37,482,615
    未収金 472,500
　　未収会費 4,800
    前払費用 9,600
    前払手数料 22,836
       流動資産合計 38,037,151
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 15,213,393
 　特定資産合計 15,213,393
 （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 65,460,361
    資産合計 103,497,512
Ⅱ．負債の部 
 １．流動負債 
 未払金 11,142,050
 未払費用 286,433
 前受金 8,000
 前受会費 13,256,000
 前受入会金 2,000
 預り金 29,012
 流動負債合計 24,723,495
 ２．固定負債 
 固定負債合計 0
　　負債合計 24,723,495
Ⅲ．正味財産の部 
 １．指定正味財産 50,000,000
 ２．一般正味財産 28,774,017
　　正味財産合計 78,774,017
　　負債及び正味財産合計 103,497,512

令和2年度 決算概要

■貸借対照表 令和3年3月31日現在（単位：円）
科　　目 金　　額

令和2年4月1日～令和3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 96,991,295円
当期経常費用合計額 86,476,515円
　　　　　差引 10,514,780円

入会金(0.21％）

事業収益
(0.27％）

（単位：円）

（単位：円）

令和3年5月11日開催の令和3年度第1回理事会及び5月26日開催
の令和3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。

会費(58.13％）負担金
（12.36％）

共済事業
(14.25％）

市補助金
(14.74％）

諸収入　(0.02％）
財産運用(0.02％）

健康維持増進支援
（16.51％）

調査・情報提供事業
（4.09％）

余暇活動支援
（16.94％）

自己啓発支援
（0.61％）
財産形成・
老後生活支援
（0％）

共済給付事業費
（41.67％）

事業運営費
（15.69％）

管理運営費
（4.49％）

 19,000 200,000 56,381,600 265,014 11,988,200 13,821,294 14,300,000 16,187 96,991,295

 0.02  0.21  58.13  0.27  12.36  14.25 14.74  0.02  100.00

 14,279,700 14,648,575 527,978 0 3,532,815 36,034,300 13,572,226 3,880,921 86,476,515

 16.51  16.94  0.61  0  4.09  41.67  15.69  4.49 100.00 

令和3年度役員紹介
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) 増田剛巳（副理事長）
労働団体代表 鈴木　修
行政代表 溝口尚美　　　榑林昭彦　　　鈴木ミユキ 
OK!ワーク事務局 五島將行

企業（事業所）代表
浅野浩史 石原典子 大石明実 石川謙蔵 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 橋本忠久 山内秀彦 松林政仁 林　晴彦 
労働団体代表 鈴木知洋

※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

令和5年5月まで

評議員(11名～15名)
任期4年

令和7年5月まで

監事(2名以内)
任期4年

令和7年5月まで
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 314 152,250
 65 19,000
 46 23,000
 42 8,400
 34 17,000
 7 650
 6 3,000
 514 223,300
 8,503 3,898,160

 2,838 1,419,000
 1,223 606,000
 806 397,060
 565 238,300
 509 248,300
 409 179,630
 317 95,100
 297 124,910
 207 51,350
 195 78,690
 53 20,260
 52 11,900
 41 12,300
 39 19,500
 21 4,200
 13 3,000
 2 400
 0 0
 7,587 3,509,900

 143 64,750
 103 49,750
 48 14,400
 28 9,800
 28 5,600
 25 12,500
 11 2,200
 6 3,000
 6 960
 4 2,000
 402 164,960

■共済金給付実績

●イベント事業

●チケットあっせん事業

●自己啓発事業（教室開催等）

 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
家庭常備薬あっせん
箱根小涌園ユネッサン特別入場券
2021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】

 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）
●補助金給付事業

●本人保険金 件数 金　額（円） 

●家族弔慰金 件数 金　額（円）    

結婚祝 54 1,080,000
出生祝 89 890,000
小学校入学祝 136 1,360,000
中学校入学祝 216 2,160,000
成人祝 12 120,000
銀婚祝 68 680,000
還暦祝 136 1,360,000
古希祝  103 1,030,000
傘寿祝 22 220,000
米寿祝 1 10,000
満55歳誕生祝 129 645,000
満65歳誕生祝 131 655,000
満75歳誕生祝 36 180,000

★健康施設

★自己啓発施設 

★余暇施設 

■指定厚生施設等補助券　利用状況

お得な夏季プール情報

会員証提示にて
会員証1枚につき本人含む4名まで　700円～1,900円

補助券にて　1,000円～5,600円
　補助券はＯＫ！ワーク事務局にあります
補助券にて　940円～4,760円
　補助券はＯＫ！ワーク事務局にあります

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
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)

安養寺運動公園プール

大東B＆G海洋センタープール

大須賀B＆G海洋センタープール

0537-24-1111

0594-45-1111

0570-09-7117

0537-23-6644

0537-72-5393

0537-48-3333

施設名 TEL 割引内容 

令和2年度　事業報告

1 掛川花鳥園
2 掛川城天守閣・御殿
3 浜名湖パルパル
4 はままつフラワーパーク　　
5 加茂荘　花鳥園
6 竹の丸
7 静岡カントリー浜岡コース（グルメ）
 【余暇施設　小計】
【施設利用券　合計 35施設】

1 さがら子生れ温泉会館
2 大東温泉シートピア
3 島田蓬莱の湯
4 すいすいパークぷるる
5 森の都温泉　ならここの湯
6 川根温泉　ふれあいの泉
7 つま恋リゾート彩の郷　森林の湯
8 東遠カルチャーパーク　さんりーな
9 島田市田代の郷温泉　伊太和里の湯
10 22世紀の丘公園　たまり～な
11 南体育館　し～すぽ
12 安養寺運動公園プール
13 サンフレンド　遊湯の里
14 静岡カントリー浜岡コース(ゴルフ)
15 しおさい竜洋
16 大東B＆G海洋センタープール
17 THE HAMANAKO　雄踏温泉
18 大須賀B＆G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 掛川市ステンドグラス美術館
4 磐田市香りの博物館
5 ふじのくに茶の都ミュージアム
6 アクティ森
7 掛川市吉岡弥生記念館
8 静岡カントリー浜岡コース（カルチャー）
9 菊川市黒田家代官屋敷資料館
10 磐田市新造形創造
 【自己啓発施設　小計】

利用施設名 利用者数 補助金額（円）

 8 2,400
 0 0
 0 0
 0 0
 8 2,4００

 1 22
 1 4
 2 26

 8 154
【合計】 8 154

人間ドック 1,256 8,792,000
インフルエンザ 1,798 1,798,000
施設利用券 8,511 3,900,560
宿泊 358 716,000
宿泊
(静岡空港利用) 36 108,000
日帰り旅行 0 0
受講料 7 14,000
信用保証料 0 0
退職金掛金 0 0
【合計】 11,966 15,328,560

 39 1,760
 2 445
 3 147
 2 216 
 2 7
 1 22
 0 0
 2 2,317
 通年 4
 1 1,187
 52 6,105

1 ナガシマスパーランド
2 コーポレートプログラム（ディズニーリゾート）
3 ラグーナ蒲郡
4 名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク
 【補助券　合計 4施設】

名 円

名 円

 事業回数 参加人数
バス旅行等
スポーツ大会等
【合計】

死亡保険金 13 3,300,000
障害保険金 3 1,100,000
傷病休業14日～29日 32 320,000
傷病休業30日～59日 32 640,000
傷病休業60日～89日 13 325,000
傷病休業90日～119日 11 385,000
傷病休業120日以上 28 1,400,000
住宅災害(火災等) 2 600,000
住宅災害(自然災害) 3 45,000
住宅災害(床上浸水) 0 0

●お祝金 件数 金　額（円）

配偶者 9 450,000
子 5 150,000
親 269 2,690,000
住宅災害による同居親族 0 0

【合計】 1,553 21,795,000

※すいすいパークぷるる（御前崎市民プール）は、本年度の屋外プールの営業は中止します。
※利用期間・イベント等　詳しくは各施設、または、ホームページでご確認ください。
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島田

令和


