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第27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（水）～3月25日（金）

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（水）～3月25日（金）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（金）事務局必着
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マダム・バタフライ
～三浦環ものがたり～

No.78

開　催　日 3月27日（日）　①開演10：00　②開演14：30
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール
枚　　数 各20枚　　※時間を指定ください
価　　格  2・3階自由席　 1,500円 （2,000円のところ）
 ※学生は自由席のみ無料
 （要整理券。必要な方は「事業参加申込書」に記入ください。）
受付期間 2月24日（木）～3月1日（火）　１７：００締切

菊川市近隣にゆかりの深
い、世界的オペラ歌手「三
浦環」さんにスポットを当
てた音楽劇。劇団静岡県
史が1年をかけ、地元市民
と一緒に作り上げた大作
を会場でご覧ください。

中東遠地区の高校吹奏楽部の合同演奏会を4年ぶりに開催します。
各校単独演奏や、2年生合同演奏など、約3時間に渡る素晴らしい
演奏会です。

アピタ・ピアゴ・ファミリーマートで利用できます。
利用期限はありません。お釣りがでます。

第7回アエル高校生
吹奏楽フェスティバル
～第23回中東遠地区高校吹奏楽部合同演奏会～

開　催　日 3月13日（日）　開演13：30
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　自由席
枚　　数 30枚
価　　格 会員・同居家族　200円（一般前売り500円のところ）
受付期間 2月24日（木）～3月1日（火）　１７：００締切

あっせんチケット

チケット チケット

内　　容 1セット：3ｇ×30袋×2個
数　　量 100セット（会員1人2セットまで）
価　　格 1,600円 （一般価格3,920円のところ）
受付期間 2月24日（木）～3月3日（木）　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。
※OK!ワーク事務局でのお渡しとなります。お渡しは3月中頃の予定です。

しそ科の植物、えごま種子を昔ながらの圧
搾製法で搾った油です。現代人に不足し
がちなオメガ3脂肪酸（α-リノレン酸）を効
率よく摂取でき、健康生活をお手伝いする
油です。
1日1袋が目安。携帯にも便利な使い切り小
袋タイプだから、酸化の心配もありません。

No.76 No.77

No.79

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24日（木）～3月2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

「毎日えごまオイル」
　　　　　　 あっせん会員のみ

1人2組まで

会員のみ

1人2セットまで

FAX･郵送
抽選 FAX(0537)35-0300

ご参加ください
参加者大募集！

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

■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。

会員と同居家族
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No.3

No.5

No.4

No.6

チケット

チケット
生誕50周年記念
THE  仮面ライダー展

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

「仮面ライダー」が生
まれて早50年。昭和・
平成・令和と3つの時
代を生きた「仮面ライ
ダー」の魅力を様々
な角度から紹介し、
「来場者一人一人の
“あの頃”を思い出し
てほしい！」そんな思
いが詰まった展覧会
をお届けします。

有効期限がなく全国約 35,000 店舗、1,000 ブランド以上の加盟店でご利用
いただけるお食事券です。持ち帰りでも利用いただけますので「おうち時間」
を充実させる為に、お気に入りの加盟飲食店の味を持ち帰って「ランチ」や「イ
エナカ外食」の充実をオススメします！

開　催　日 3月11日（金）～4月10日（日）　会期中無休
 9：00～19：00（入場は閉場の30分前まで）
会　　場 金山南ビル（旧名古屋ボストン美術館）
枚　　数 各30枚
 ※小人：3歳以上～小学生まで。3歳未満は入場無料。
価　　格 前売大人 1,200円 （1,700円のところ）
 前売小人 500円 （800円のところ）
 平日限定大人券 900円 （1,200円のところ）
受付期間 2月24日（木）～3月9日（水）　１７：００締切

チケット

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー
2022静岡公演

開　催　日 4月17日（日）　①開演13：15　②開演16：30
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 6,000円 （6,500円のところ）
 ※3歳以上有料。
 3歳未満膝上鑑賞無料（ただし、お席が必要な場合は有料）
受付期間 2月24日（木）～3月9日（水）　１７：００締切

1975年に放送が開始して以来40年以上の
歴史を誇るスーパー戦隊シリーズ。
<第1部>
「ファイナルライブ」
<第2部>
「俳優トークショー&お楽しみ抽選会」
※1公演2部構成
　約90分。（休憩時間10分含む）

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（火）～3月22日（火）　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6日（水）～4月20日（水）
 OK!ワーク事務局にて参加費と引換えにお受け取り願います。
 ※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

プリザーブド・フラワー
アレンジ（クリアケース付）

会員と同居家族

会員のみ

1人2組まで

開　催　日 4月23日（土）　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 2,400円 （4,000円のところ）
 同居家族 3,000円
講　　師 Green＆Grin（菊川市）
受付期間 3月1日（火）～3月10日（木）　１７：００締切

チャレ
ンジ教

室
Part1

ケースサイズ　
約20㎝×20㎝×25㎝

※写真はイメージです
　材料の仕入れ状況によっては
　イメージと異なる場合がございます

母の日のプレゼントに
いかがですか？
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ブルーマングループ
ワールドツアー IN JAPAN 2022

開　催　日 5月14日（土）　①開演17：00　
 5月15日（日）　②開演13：00　③開演16：00
会　　場 愛知県芸術劇場大ホール　S席
枚　　数 各20枚（小学生以上）　※日時を指定ください。
価　　格 大人 8,800円 （9,800円のところ）
 子ども 6,800円 （7,800円のところ）
 ※子ども料金は2022年度に小中学生の方が対象
受付期間 2月24日（木）～3月9日（水）　１７：００締切

ブルーマングループ公演
30周年を記念した、世界最
新ワールドツアーで再来日
が決定！
年齢、性別、国や文化の境界
を越え、あらゆる人々を魅了
し続けている。
上演時間：100分（休憩なし）

No.7 No.8
The Road to 2027プロジェクト in浜松

仲道郁代ピアノ・リサイタル
Vol.5「知の泉」

開　催　日 5月21日（土）　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 3,500円 （4,000円のところ）
受付期間 2月24日（木）～3月9日（水）　１７：００締切

【プログラム】
・ベートーヴェン：
　ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」　
　Op.31-2
・ショパン：
　バラード第1番Op.23
・リスト：
　ダンテを読んでS.161-7
・ムソルグスキー：
　組曲「展覧会の絵」
※曲目・曲順は都合により変更となる場合
　がございます。

チケット チケット

◎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（金） ※必ず領収書（コピー可）の提出をお願いします。（FAX申請可）

ⓒTomoko Hidaki

10/9 （土） 初めての「個性心理學」 5名
11/13 （土） アロマハンドクリーム作り 8名
11/28 （日） やさしいライフプランセミナー 30名

事業報告　

8/7（土） ボトルアクアリウム　31名

12/18（土
）クラフトバンド正月リース作り　25名

12/4（土） 冬の寄せ植え教室　15名

今年度のチャレンジ教室事業に多くの皆さんの
ご参加をいただきありがとうございました。

事務局より
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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

2022年度版
OK!ワーク

2022年4月1日～2023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（火）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（金）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2022年4月から2023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2021年度分は2022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 2022年4月1日～2023年3月31日 　※2022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。

2022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
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同居
同居

　　


