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No.52

No.55 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 11月28日（日）　9：30～11：00
会　　場 菊川市商工会館2階　会議室
募集人数 20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 11月1日（月）～11月18日（木）　１７：００締切

やさしいライフプランセミナー

「誰でもできる！
ほったらかし投資術」　

No.53 チャレ
ンジ教

室
Part9

開　催　日 12月4日（土）　13：30～15：00　
会　　場 とうもんの里（掛川市山崎233）現地集合
募集人数 10人　※屋外での作業予定です。
参 加 費 会員 2,000円 （3,500円のところ）
 同居家族 2,500円 友人 3,500円 
講　　師 グリーンスコップ　富田規与美先生 
受付期間 10月27日（水）～11月8日（月）　１７：００締切

冬の寄せ植え教室

No.54 チャレ
ンジ教

室
Part10

開　催　日 12月18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 1,000円 （1,800円のところ）
 同居家族 1,300円 友人 1,800円
講　　師 クラフト工房cotta 前田純子先生 
受付期間 11月4日（木）～11月18日（木）　１７：００締切

クラフトバンド
正月リース作り

リース直径約15㎝
※写真はイメージです

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 2,000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8日（月）～11月15（月）　17:00締切
お渡し期間 12月8日（水）～12月22日（水）
 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。

※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。

「iDeCo」「積立NISA」「投資信託」など、
目的に合った資産形成をはじめてみま
せんか？

お茶・お菓子付
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会員のみ

会員1人
2組まで

会員のみ

会員1人
3セットまで

会員のみ

会員1人
2セットまで

会員のみ

会員1人
1セットまで

No.56

No.58 No.59

No.57

あっせん あっせん

あっせん あっせん

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。
■受付終了後または発注後のキャンセル、購入後の払い戻しはできません。
　よくご検討の上お申し込みください。

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

数　　量 100セット（会員1人3セットまで）
価　　格 1,000円 （1,500円のところ）
受付期間 11月1日（月）～11月10日（水）　１７：００締切
※商品はOK!ワーク事務局でのお渡しとなります。
　お渡しは11月末頃の予定です。

数　　量 100セット（会員1人2セットまで）
価　　格 2,000円 （2,916円のところ）
受付期間 11月1日（月）～11月10日（水）　１７：００締切
※商品はOK!ワーク事務局でのお渡しとなります。
　お渡しは11月末頃の予定です。

森永製菓
冬のお楽しみ袋

すかいらーくグループ
優待券　あっせん

アマノフーズおみそ汁
お楽しみ袋

森永製菓の大人気お菓子10品を詰め合わせたお得なセットです。
キョロちゃんの手提げ袋に入れてお届けします。
※商品パッケージ、袋のデザインは、変更になる場合がございます。
　クリスマス・年末年始、お子様やお孫様へのプレゼントにぴったり！

すかいらーく各店（ガスト、バーミヤン、ジョナサン、しゃぶ葉、夢庵、
ステーキガスト、グラッチェガーデンズ、藍屋、魚屋路等　約2,500店）
の店舗でご利用いただけるプリペイドカードです。
※500円単位で使用できます。おつりは出ません。

◎セット内容
アマノフーズのフリーズドライのおみそ汁
です。
「いつものおみそ汁5種セット10食」
「減塩いつものおみそ汁5種セット10食」
「いつものおみそ汁贅沢4種セット8食」の3
商品（14種28食）を外箱は崩して28食を
バラで巾着ビニールに詰める形でのお届け
です。

内　　容 1セット  (オリジナルチキン4PC、チキンテンダー 4PC
   ミートラザニア、グラサージュショコラ）
枚　　数 60セット (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18日（土）～12月23日（木）
受取指定 11：00～20：00
時　　間 （30分間隔で指定ください。例17：30～18：00）
 ※「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。時間帯によってはご希望に添え
 　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
受付期間 11月4日（木）～11月18日（木）　17：00締切

ケンタッキーフライドチキン
パーティー
バーレル（バラエティー）

有効期限 発行より180日
枚　　数 500組 （会員1人2組まで）
価　　格 2,500円 （1組1,000×3枚　3,000円のところ）
受付期間 10月28日（木）～11月5日（金）　17:00締切
 ※お渡しは11月末頃の予定です

※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。

クリスマス絵皿付
※一部商品内容が変更になる場合がございます。
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会員のみ

会員1人
2セットまで

あっせん あっせんNo.60 No.61

No.62 No.63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

内 容 量 1個100ｇ（黒糖）
数　　量 40セット（3缶1セット・1会員2セットまで）
価　　格 900円 （1,620円のところ）
受付期間 10月26日（火）～11月4日（木）　１７：００締切
※商品はOK!ワーク事務局でのお渡しとなります。
　お渡しは11月末頃の予定です。

セット内容 栽培容器、栽培ブロック、栽培手引き、栽培用受皿
数　　量 100セット（1会員2セットまで）
価　　格 1,200円 （2,180円のところ）
受付期間 10月26日（火）～11月4日（木）　１７：００締切
商品についてのお問合せ　（株）丸宮椎茸　TEL054-643-1475
※1セットずつ箱に入れてのお渡しとなります。（1箱100サイズ）
　商品はOK!ワーク事務局でのお渡しとなります。
　お渡しは11月中頃の予定です。

備蓄用だけでなく、アウトドアなどの野外活
動やご家庭でのお食事でも活用いただけ
ます。
◎富士山缶詰ぱんの特徴
　缶の中で熟成・発酵・焼成しており、ふん
わりしっとりとした5年保存可能な防災ぱ
ん！！プルタブタイプで開けやすい！
　手で直接パンに触れることなく取り出す
ことができ衛生的です。

富士山缶詰パン
あっせん

しいたけ栽培キット
（栽培容器付）

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25日（月）～ 11月4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。

サンタクロースからのクリスマス
オーダーメイド絵本

現在放送中の仮面ラ
イダーセイバー、そし
て歴代仮面ライダー
達が活躍するオリジナ
ルライブショー！そし
て、この秋スタートの
新シリーズ「仮面ライ
ダーリバイス」も早く
も登場！

仮面ライダー
スーパーライブ2022

開　催　日 12月19日（日） ①開演10：00　②開演13：00
会　　場 静岡市民文化会館大ホール　指定席
枚　　数 各20枚　※時間を指定ください
価　　格 2,700円 （3,500円のところ）
※3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料。ただしお席が必要な場合は有料。
受付期間 10月27日（水）～11月8日（月）　１７：００締切

　うまみ成分である「グアニル酸」含有量が通常品の2倍含まれている新品種の
シイタケです。数日～2週間でシイタケが発生。小さなお子様でも管理できます
ので“食育”アイテムとして、またご自分で育てるので新鮮・安全・安心です。
※4回程度繰り返して栽培可能ですが、水分・温度管理が大事です。

会員のみ

会員1人
2セットまで

会員のみ

会員1人
2セットまで
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会員のみ

会員1人
2枚まで

会員のみ

会員1人
2枚まで

第10回浜松国際
ピアノコンクール第2位

※現時点では出演者調整中の
ため、詳しくはホームページ
等でご確認ください。

「新劇場版」シリーズの設定資料や手書きの生原画約
300点を通して、進化し続ける映像表現を生み出す
クリエイターの作品作りにかける情熱や美意識、こだ
わりに迫ります。

漫才のDENDO
全国ツアーin磐田
～よしもと人気芸人たちが全国各地を訪れます～

牛田智大
ピアノリサイタル

エヴァンゲリオン展　
VISUAL WORKS 静岡

開　催　日 12月23日（木）～1月23日（日）
 10：00～17：00（最終入場16：30）
 ※12月31日は休館、1月1日は開館（予定）
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 前売 一般・大学生 600円 （1,000円のところ）
 前売 中高生 400円 （700円のところ）
 前売 小学生 200円 （500円のところ）
※未就学児入場無料。中高生は学生証、生徒手帳の提示が必要。
　障がい者割引…付添1名無料（本人は通常と同じ料金）
受付期間 10月27日（水）～11月8日（月）　１７：００締切

チケットNo.64 チケットNo.65

チケットNo.66 チケットNo.67

No.68 No.69チケット チケット

中桐 望&片田愛理×
今田 篤&梅田智也
～2台ピアノで奏でる名曲～

2組の2台ピアノが奏でる「くるみ割り人形」×「第九」。国内外で活躍する若手ピ
アニスト4名が集結し、年末ならではのプログラムで贅沢な時間をお届けします。

開　催　日 令和4年1月16日（日） 開演14：00（予定）
会　　場 竜洋なぎの木会館　指定席
枚　　数 10枚
価　　格 3,800円 （4,500円のところ）
受付期間 11月18日（木）～12月1日（水）　１７：００締切

開　催　日 12月26日（日） 開演14：00
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 2,500円 （3,000円のところ）
受付期間 10月27日（水）～11月8日（月）　１７：００締切

Osaka Shion Wind Orchestra
ドラゴンクエストコンサート
in 浜松

開　催　日 令和4年1月10日（月・祝） 開演14：00
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 4,500円 （5,000円のところ）
受付期間 10月27日（水）～11月8日（月）　１７：００締切

恐竜ラボ！ディノ・サバイバル
powered by DINO-A-LIVE

目の前で力強く歩き、尻尾を自在に動か
し、叫び咬みつく。恐竜の呼吸、息づかい
を体感しながら恐竜とその時代を学ぶ、
迫力のステージ！
公演時間：約60分（休憩なし）

開　催　日 ①令和4年1月22日（土） 開演16：30
 ②令和4年1月23日（日） 開演13：30
会　　場 愛知県芸術劇場　大ホール　S席
枚　　数 各10枚　※日にちを指定ください。
価　　格 3,000円 （4,200円のところ）
※2歳以下のお子様は保護者（大人）1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。
　ただしお席が必要な場合は有料。
受付期間 10月27日（水）～11月8日（月）　１７：００締切

開　催　日 令和4年2月27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 一般 2,500円 （3,000円のところ）
 高校生以下 700円 （1,000円のところ）
受付期間 11月18日（木）～12月1日（水）　１７：００締切

大人気ドラゴンクエストⅣ Ⅴ Ⅵ の
選りすぐりの曲を集めたコンサート！
2020年2月に開催したⅠ Ⅱ Ⅲと同じ
く浜松での開催が決定！
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■お祝い申し上げます
結婚祝 15件
出産祝 54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） 33件
還暦祝（60歳） 46件
古希祝（70歳） 44件
傘寿祝（80歳） 13件
米寿祝（88歳） 1件
55歳の誕生日 28件
65歳の誕生日 54件
75歳の誕生日 20件

■お悔やみ申し上げます
本人死亡 8件
親死亡 112件
配偶者死亡 10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 23件
傷病休業30日以上 24件
傷病休業60日以上 3件
傷病休業90日以上 6件
傷病休業120日以上 17件
障害見舞金　 4件

住宅災害見舞金（火災等） 0件
住宅災害見舞金（自然災害） 2件

■補助金
人間ドック受診料 467件
インフルエンザ予防接種料 0件
宿泊 116件
宿泊（静岡空港利用） 20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
60歳以降の生活設計に役立つ年金、健康保
険、失業保険について、お話します。
ご夫婦、お友達お誘いのうえ、お気軽にご参
加ください。

講　師 増田明美氏
 （スポーツジャーナリスト、マラソン解説者）
と　き 11月11日(木)
 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11日（月）～（なくなり次第終了）

文化講演会

事務局より

認めて励ます人生案内

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 12月12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8日（水）
申込方法 電話またはＦＡＸで、下記へお申込みください。

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 2021年4月～9月

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4年3月25日（金）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）

※入場口での検温・アルコール消毒にご協力ください

※新型コロナウイルス感染被害状況によりセミナー中止となる場合が
　ございますのでご留意願います。

結果報告 第25回静岡県勤労者福祉共済団体合同ゴルフ大会
9月8日（水）　葛城ゴルフ俱楽部　宇刈コース　参加者10団体　46名
OK!ワークからは4名様出場いただきました。（敬称略）
岡本大亮（準優勝・BG）　田嶋高行（4位）　山田岳成（8位）　長谷川計次（12位）

◎今年度、「ジュビロ磐田カレンダー」のあっせんは
　中止となりました。
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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。

死
亡
保
険
金

障
害
保
険
金

傷
病
休
業
保
険
金

住
宅
災
害

保
険
金

祝
金

家
族
の
死
亡

弔
慰
金

●保険金・弔慰金給付請求書
　（第22号様式）
●本人死亡・後遺症保険金請求書
　（第28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）
※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




