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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18日（月）事務局必着

Vol.108
事業所数 1,022 事業所
会員数 5,702 人
（令和3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

*2021

（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
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3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26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
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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

｝

8/22まで営業

8/29まで営業
8/25まで営業

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116 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 一般料金より500円引 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
リバティーリゾート大東温泉(3才未満入浴不可） 基本料金より中学生以上500円引、小学生まで250円引 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　中学生以下無料 掛川市掛川1140-1 0537-29-5680
掛川市二の丸美術館 無料 掛川市掛川1142-1 0537-62-2061

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
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２-17-20 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65%割引 掛川市薗ケ谷６８５-３ 0537-22-7724
ペット霊園房の社 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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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

各種旅行割引有。詳しくはガイドブックをご覧ください。
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エクササイズグッズ 商品あっせん

あっせん数
　各20個（1会員合わせて3つまで）
受付期間
　8月26日（木）～9月6日（月） １７：００締切

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。

※商品はOK!ワーク事務局でのお渡し
となります。
　お渡しは9月末頃の予定です。

利用期間 10月1日（金）～12月10日（金）
会　　場 葛城「北の丸」ダイニング
価　　格 四季彩昼膳　4,500円（5,500円のところ）
枚　　数 100枚

利用期間 10月1日（金）～1月31日（月）
会　　場 静岡カントリー浜岡コース&ホテル
価　　格 2,500円（3,500円のところ）
枚　　数 100枚

あっせん

No.39
B：静岡カントリー浜岡コース&ホテル

「OK!ワーク特別ランチ」
A：葛城「北の丸」
四季彩昼膳お食事券

No.40

ご参加ください参加者大募集！
A・Bどちらかのプランのみ　1会員2枚まで秋のお食事券 チケット

各プラン
共通要項

受付期間 8月27日（金）～9月3日（金） 17:00締切
申込方法 A・Bどちらかのプランのみ　1会員2枚まで
 「事業参加申込書」に明記して受付期間内にFAXまたは郵送してください。
 結果は事業所へ連絡します。
 （Bプランのレストランは、ご予約の際に決めてください。）

会員のみ

1人2枚まで

会員のみ

1人合わせて
3つまで

★日本料理プラン「天龍」★欧風料理プラン「ラ・フローラ」
オードブル/スープ/魚料理/肉料理
デザート/パン/コーヒーor紅茶
ワンドリンクサービス

小鉢/お刺身/焼き物/揚げ物/籠物
ご飯一式/ワンドリンクサービス

①“メイダイ” 勝野式
　美姿勢習慣コンフォート
　（アプリコットオレンジ）

価　　格 7,000円
 （一般価格10,780円）

S字カーブの背も
たれが背筋にピッ
タリフィット
肩こり・猫背・姿勢
補整に

②“ニーズ”
　体感バランスエクサボール
　55㎝（ネイビー）

価　　格 2,400円
 （一般価格4,378円）

体感・柔軟・筋トレ
おうちで楽しくエク
ササイズ
耐荷重：90㎏
付属品：エアーポン
プ、台座

④“グローバルジャパン” 
　筋膜ローラー（ブラック）

価　　格 700円
 （一般価格1,408円）

めらかな凹凸
で優しく刺激
して全身をほ
ぐす

⑤“ニーズ” 
　マッスルペンタゴンNEO　

価　　格 1,500円
 （一般価格3,278円）

電気の刺激腹筋エクササイズ
貼るだけの簡単トレーニング効果

③“タニタ”
　バランスクッション
　TS959（グレー）

価　　格 1,300円
 （オープン価格）

椅子に敷いて座る
だけでトレーニング
エクササイズメニュ
ーつき
耐荷重：100㎏

製品サイズ9㎝×31㎝、重さ：約440ｇ

※写真はイメージです

※写真はイメージです
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チケット チケット

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。
　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
　からの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。

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.41 No.42

No.43 No.44

チャレ
ンジ教

室
Part6 チャレ

ンジ教
室

Part7

初めての「個性心理學」
講座

アロマクラフト講座
アロマハンドクリーム作り

開　催　日 10月9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 個性心理學研究所　認定講師/認定カウンセラー　伊村俐香先生
受付期間 8月27日（金）～9月9日（木）　１７：００締切

ボウリング割引券
（2ゲーム・貸靴付き・フリードリンク付き）

有効期間 9月18日（土）～12月19日（日）
利用場所 浜岡グランドボウル・袋井グランドボウル・藤枝グランドボウル
枚　　数 200枚
価　　格 大人 1,000円 （平日1,600円、土日祝1,700円のところ）
 高校生以下 800円 （平日1,400円、土日祝1,500円のところ）
受付期間 8月25日（水）～9月2日（木）　１７：００締切

開　催　日 11月13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 メンタルケアアロマスクール bluemoon
 中西紀美絵先生
受付期間 9月15日（水）～9月30日（木）　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。

「個性心理學（動物キャラナビ）」とは、生まれた生年月日から人間の個性を大きく
3種類、そこから12種類の動物に分類、さらにその動物を細分化し60種類のキャ
ラクターに表現した統計学です。
今回は3種類（ムーン、アース、サン）分類のお話しがメインの講座です。自分自身
をよく知り、人間関係を円滑にする方法を理解し、今後の生活に生かしませんか？

保湿に優れたシアバター入りで手荒れ予防にぴったりです。
精油の効能や香りを選ぶ楽しさをぜひ一度体験してみてください！

開　催　日 9月11日（土） 開演14：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　1・2階指定席
枚　　数 各20枚（小学生以上）
価　　格 大人 4,500円 （5,500円のところ）
 高校生以下 1,500円 （2,000円のところ）
受付期間 8月26日（木）～8月30日（月）　１７：００締切

アエル珠玉の音楽シリーズ8
「マリコとオペラ！
～作家・林真理子のトーク&コンサート～」

林真理子セレクトによる珠玉のオペ
ラ・アリアと魅惑のクロストーク。
菊川・掛川・袋井・牧之原市にゆかり
の、日本で最初の国際的オペラ歌
手・三浦環に捧げる特別プログラム
です。

会員と同居家族

土日・祝も利用できるので大変お
得です！！（＋300円で3ゲームプラ
ンへの変更も可能です。）
※今年度のOK!ワークボウリング
　大会はありません。

※写真はイメージです
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No.45

No.46

No.48

No.47

No.49

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

ピアノ・バトル
JAPAN TOUR 2021

開　催　日 10月8日（金） 開演19：00
会　　場 アクトシティ浜松　S席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 4,500円 （5,500円のところ）
受付期間 8月26日（木）～9月8日（水）　１７：００締切

開　催　日 10月24日（日） 開演17：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（4歳以上）
価　　格 9,000円 （9,900円のところ）
受付期間 8月26日（木）～9月8日（水）　１７：００締切

玉置浩二

開　催　日 11月9日（火） 開演18：30
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　Ｓ指定席
枚　　数 各20枚
価　　格 大人 4,800円 （5,500円のところ）
 子ども 2,800円 （3,300円のところ）
 ※子ども=公演当日3歳以上小学校6年生以下
 ※3歳以上有料。2歳以下着席鑑賞は有料。
 ※ＯＫ！ワークが差額を負担した金額となっております。
受付期間 8月26日（木）～9月8日（水）　１７：００締切

劇団四季新作ファミリーミュージカル

はじまりの樹の神話
～こそあどの森の物語～
静岡公演

良いものをお安く!
チケットあっせん

黒のポールと白のアンドレアス。名曲
からポップスまで手に汗握るピアノ5
番勝負！勝敗は観客の手もとから掲
げられるプログラムにより判定。勝者
を決めるのはあなた！

県立劇団SPAC
『みつばち共和国』

開　催　日 10月2日（土）、3日（日）、23日（土）、24日（日）
 各日開演14：00
会　　場 静岡芸術劇場（グランシップ内）　指定席
枚　　数 各日10枚（小学生以上）　　※開催日を指定ください
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 8月26日（木）～9月6日（月）　１７：００締切

ハチの世界はまじめで神秘的？ミ
ツバチの一年を、アニメーション
やダンスを取り入れて描いた大人
も子どもも楽しめる演劇作品。

開　催　日 10月17日（日） 開演14：00
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 8,500円 （9,500円のところ）
受付期間 8月26日（木）～9月8日（水）　１７：００締切

辻井伸行
音楽と絵画コンサート
美しい演奏とともに著名な絵画がステージ上の大型スクリーンに
投影される人気コンサート！

『みつばち共和国』(2020 年 )
ⓒ三浦興一

※感染症拡大防止対策を講じ、公演を実施いたします。
ご来場のお客様へのお願いは SPAC 公式サイトよ
りご確認ください。https://spac.or.jp

【プログラム】
<第 1部>
　ドビュッシー×葛飾北斎　ほか
　ドビュッシー：2つのアラベスク
　ベルガマスク組曲（前奏曲 /メヌエッ
　ト/月の光 /パスピエ）
　映像　第 1集（水の反映 /ラモーを
　讃えて /運動）
<第 2部>
　サティ&ラヴェル×印象派　ほか
　サティ：3つのジムノペディ　ラヴェ
　ル：亡き王女のためのパヴァーヌ　
　水の戯れ　ソナチネ
※やむを得ない事情により曲目・曲順
　等が変更になる場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、チケット購入時
のお客様のお名前・ご連絡先等を主催者と共有させていただ
く場合もございますので、予めご了承ください。

Concert Tour 2021
故郷楽団
～Chocolate Cosmos

©Yuji Hori
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本年度開催の事業に、多くの皆さんにご参加いただき、 ありがとうございます。

5/8㊏

6/12㊏

7/24㊏6/23㊌

ご注意ください！

No.50 No.51チケット チケット

事務局より

事業報告

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！

開　催　日 12月12日（日） 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 6,000円 （7,000円のところ）
受付期間 8月26日（木）～9月8日（水）　１７：００締切

手嶌 葵
15th Anniversary Concert
～Simple is best～

【演奏予定曲目】
「The Rose」
「明日への手紙」
「ただいま」ほか
※曲目は都合により変更に
　なる場合がございます。

開　催　日 12月11日（土） 開演18：00
会　　場 愛知県芸術劇場大ホール　S席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 8,000円 （8,900円のところ）
受付期間 8月26日（木）～9月8日（水）　１７：００締切

ディズニー・オン・クラシック
～まほうの夜の音楽会 2021 Music Forever～

永遠に続く“愛”
ディズニー・アニメーショ
ンや映画・テーマパークの
音楽を、オーケストラとヴ
ォーカリストの生演奏でお
届けする、大人のための
音楽会。

Presentation licensed by Disney Concerts. ⓒDisney

モザイクタイルの鍋敷き作り　参加者13名

クラフトバンド
リース作り
参加者7名

つまみ細工講座
参加者8名

革のワークショップ
コインケースづくり
参加者7名

◎提携割引施設の状況につきまして、新型コロナウイルス感染予防の
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。

◎入会・退会は25日締切。翌月1日からの入会・退会となります。また、
26日以降の提出については翌々月となりますのでご了承ください。

◎申請書・請求書は毎月25日までに提出してください。
　翌月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。
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給付金補助金給付状況 2021年4月～7月

■お祝い申し上げます
結婚祝 11件
出産祝 29件
小学入学祝 138件
中学入学祝 184件
成人式（20歳） 4件
銀婚祝（25周年） 32件
還暦祝（60歳） 36件
古希祝（70歳） 32件
傘寿祝（80歳） 9件
米寿祝（88歳） 0件
55歳の誕生日 17件
65歳の誕生日 47件
75歳の誕生日 18件

■お悔やみ申し上げます
本人死亡 6件
親死亡 62件
配偶者死亡 7件
子死亡 0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 12件
傷病休業30日以上 15件
傷病休業60日以上 1件
傷病休業90日以上 4件
傷病休業120日以上 11件
災害見舞金 全焼・全壊 0件

災害見舞金 一部焼・壊 2件
障害見舞金 3件

■補助金
人間ドック受診料 260件
インフルエンザ予防接種料 0件
宿泊 61件
宿泊（静岡空港利用） 11件
日帰り旅行 0件
受講料 2件
生活資金信用保証料 0件
退職金共済掛金 0件
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島田

令和

同居
同居

　　


