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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（火）事務局必着

Vol.114
事業所数 998 事業所
会員数 5,603 人
（令和4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

*2022

（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

キ リ ト リ

第28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
8月26日（金）～10月25日（火）

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！！
8月26日（金）～10月25日（火）に新規入会、及び追加入会の手続きをされた方（10/1・11/1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）
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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　　※天守閣はＲ５年1月まで休館 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
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
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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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.39 No.40
ボウリング割引券
（BOWLING PLAY TICKET）
（2ゲーム・フリードリンク付き）

有効期限 9月17日（土）～令和5年3月16日（木）
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 150枚
価　　格 900円 （1,200円のところ。大人・高校生以下共通）
受付期間 8月24日（水）～9月1日（木）　１７：００締切
　※ご購入後の変更やご返金は一切いたしかねます。

※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。

会員と同居家族

土日・祝も利用できるので大変お得
です。プラス300円で1ゲーム追加
可能！（ただし、追加ゲームは1ゲームのみ）
プレイチケット1枚につきお1人様限
り有効。他の割引券、クーポン券との
併用はできません。
※本年度のOK!ワークボウリング大
　会はありません。

No.37 チャレ
ンジ教

室
Part4

※写真はイメージです ※写真はイメージです 

※写真はイメージです ※写真はイメージです 

ポーセラーツ体験講座

開　催　日 9月17日（土） 9:30～11：30
会　　場 菊川市商工会館2階　会議室
募集人数 8人
参　加　費 会員 1,200円 （2,000円のところ）
 同居家族 1,500円 友人 2,000円
講　　師 夢未来みどり塾　藤田敬子先生
受付期間 8月24日（水）～9月2日（金）　１７：００締切

ポーセラーツとは、白い磁器に転写紙を貼ってデザインをした後に
焼きを行い、オリジナルの食器を制作するハンドクラフトです。

※コップは専用の窯で焼きつけて完成となりますので、
　お渡しは後日となります。

チャレ
ンジ教

室
Part6

天然素材でつくる
リップクリーム作り

開　催　日 10月8日（土）10：00～11：30
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 1,500円 （2,500円のところ）
 同居家族 2,000円 友人 2,500円
講　　師 lulu candle 佐藤美佐枝先生（掛川市）
受付期間 8月31日（水）～9月9日（金）　１７：００締切

No.38 チャレ
ンジ教

室
Part5

※写真はイメージです ※写真はイメージです 

容器サイズ：H10×Φ10

苔 2種類
サンド 3種類
フィギュア 1個
天然石
フィンランドモス

容器サイズ：H10×Φ10

苔 2種類
サンド 3種類
フィギュア 1個
天然石
フィンランドモス

苔とサンドのテラリウム

開　催　日 10月1日（土）10：00～11：30
会　　場 菊川市商工会館2階　会議室
募集人数 15人
参　加　費 会員 2,300円 （3,850円のところ）
 同居家族 2,800円 友人 3,500円
講　　師 苔工房　アイモス（菊川市）
受付期間 8月24日（水）～9月5日（月）　１７：００締切

サンドアートと本物の苔が同時に楽しめます。
お好きな色を選ぶだけでわくわく、アートな世界が広がります。

※貸靴別途
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あっせん

防災用品あっせん
No.41

防災セット申込書　あっせん価格（税・送料込）
送付先　FAX ０５３７-35-0300　郵送　〒439-0031 静岡県菊川市加茂２１５６番地

A：「アルファ米 AY和風メニュー」

B：「アルファ米 CY和・洋組合せ」 

C：「尾西の長期保存食ギフトボックス」  

円

円

円

4,644円 別途送料

4,644円 別途送料

3,780円 別途送料

円3,500円

3,500円

2,800円

品　名

事業所番号ー会員番号

〒

お届け先事業所名または個人名

連絡先電話番号

お届け先住所（事業所またはご自宅）

※販売業者より、お届け先のご住所にお届けいたします。
　お届けは受付期間終了後、約2週間の予定です。状況によっては前後する場合が
　ございます。お支払いはOK!ワーク事務局に持参か振込みになります。

事業所名（所属名） 氏　名

数　量

合　計

金　　額あっせん価格
（税・送料込）

メーカー希望
小売価格（税込）

あっせ ん 数 各4０セット
受 付 期 間 9月1日（木）～9月12月（月）　17：00まで

・100%国米産
・常温で5年6ヵ月（製造後）保証
・スプーン付きで食器不要
・お湯を注いで約15分、
 水で約60分で出来上がり

セット内容

セット内容

セット内容

・100%国米産
・常温で5年6ヵ月（製造後）保証
・スプーン付きで食器不要
・お湯を注いで約15分、
 水で約60分で出来上がり

 ※賞味期間5年6ヵ月

 ※賞味期間5年6ヵ月

 ※賞味期間5年6ヵ月

A：「アルファ米 AY和風メニュー」

B：「アルファ米 CY和・洋組合せ」

C：「尾西の長期保存食ギフトボックス」

いざという時の
1日2人分を
ギフトセットに！

価 格 3,500円（税・送料込）
 （4,644円+別途送料のところ）

価 格 3,500円（税・送料込）
 （4,644円+別途送料のところ）

価 格 2,800円（税・送料込）
 （3,780円+別途送料のところ）

4種×3袋
（五目ごはん、わかめごはん※、山菜お
こわ※、赤飯※）計12食
※アレルギー対応

4種×3袋
（五目ごはん、わかめごはん※、ドライ
カレー※、チキンライス）計12食
※アレルギー対応

志布志の自然水500㎖×2本
アレルギー対応五目ごはん×2袋
塩昆布がゆ×2袋
ライスクッキーいちご味×2箱
CoCo壱番屋監修カレーライスセット×2袋
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利用期間 10月1日（土）～12月11日（日）
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（土）～令和5年9月30日（土）
会　　場 KADODE　OOIGAWA　レストラン棟（島田市竹下）
価　　格 1,900円（平日2,200円 土日祝2,530円のところ）
※本券1枚につき、大人1名様または4歳から12歳までの小人2名
　様までご利用いただけます。平日・土日祝どちらでも利用可能。
枚　　数 150枚

地元野菜を中心と
したブュッフェスタ
イル。ご予約は11
時または13時の2
部制（90分制）。
ランチブュッフェの
みのご利用。

撮影： 阿部章仁

No.42
B：KADODE OOIGAWA

農家レストラン Da Monde（ダモンデ）ランチチケット
A：葛城「北の丸」
四季彩昼膳お食事券

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26日（金）～9月2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。

会員のみ

1人2枚まで

会員のみ

1人1枚まで

No.43 チケット

枚　　数 100枚（会員1人1枚まで）
価　　格 2,800円 （定価3,500円のところ）
有効期限 2023年3月29日（水）
 ※有効期限経過後はカードが無効になります。
受付期間 9月1日（木）～9月12日（月）　１７：００締切
※お渡しは10月初旬の予定です。

全国お取り寄せ
スイーツカード
プリン、ロールケーキ、アイスクリームなど全国の有名スイーツや
数量限定のスイーツなどと交換できるカードです。

No.44 チケット

利用方法
①カード受取後、専用サイトにアクセス
②カード裏面の番号でログイン
③ギフト商品を選択、送付先を入力
④ 商品が届く
下記のページで取扱いの商品の確認ができます。
https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/57 開　催　日 ①9月26日（月）開演18：30

 ②10月1日（土）開演13：00
会　　場 ①アクトシティ浜松　大ホール　S席
 ②静岡市清水文化会館マリナート　大ホール　S席
枚　　数 各20枚（3歳以上）　※開催日を指定ください
価　　格 9,400円 （9,900円のところ）
受付期間 8月24日（水）～8月31日（水）　１７：００締切

※写真はイメージです

※写真はイメージです

（有効期限1年）
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©Tomoko Hidaki

会員のみ

1人2枚まで

開　催　日 11月23日（水・祝）　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 2,500円 （3,000円のところ）
受付期間 8月24日（水）～9月8日（木）　１７：００締切

横坂　源
チェロ・リサイタル2022

No.45 No.46チケット チケット

開　催　日 10月21日（金） 開演18：30
会　　場 磐田市文化会館「かたりあ」　指定席
枚　　数 10枚
価　　格 3,000円 （一般3,800円のところ）
受付期間 8月23日（火）～8月29日（月）　１７：００締切

SPAC ペール・ギュント

開　催　日 10月16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 3,500円 （4,000円のところ）
受付期間 8月25日（木）～9月8日（木）　１７：００締切

仲道郁代ピアノ・リサイタル
Vol.6「前奏曲～永遠の兆し」

【プログラム】
・ドビュッシー： 前奏曲集 第2巻
・ラフマニノフ： 前奏曲集
 Op.23より第2番、第5番、第7番
・ラフマニノフ： 前奏曲集
 Op.32より第2番、第5番、第8番、
 第10番、第11番、第12番
・ラフマニノフ： 幼想的小曲集　Op.3より第2曲　
 前奏曲　嬰ハ短調「鐘」
※曲目・曲順は都合により変更になる場合がございます。

No.47 No.48チケット チケット

No.49 No.50チケット チケット

開　催　日 11月7日（月） 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 （7,700円のところ）
受付期間 8月24日（水）～9月8日（木）　１７：００締切

五木ひろし
コンサート
2022

開　催　日 10月29日（土）～11月3日（木・祝）
 各日　開演17：45/開演19：00/開演20：15
会　　場 浜名湖舘山寺ベイガーデン横特設会場
枚　　数 20枚
価　　格 3,800円 （4,500円のところ）
受付期間 8月24日（水）～9月8日（木）　１７：００締切

Grandscape
浜名湖＠舘山寺

※お渡しするチケットは、チケットに印刷されたＱＲ
コードまたはＵＲＬからインタ―ネットに接続し
て、ご希望の公演日時と席をご自分で選択し、入
場券がメールで発券されるシステムです。上演
中の入退場不可。

※公演時間：約2時間　休憩なし

開　催　日 11月11日（金）開演18：30
会　　場 日本ガイシホール（名古屋市）　指定席
枚　　数 20枚（6歳以上）
価　　格 8,500円 （9,000円のところ）
受付期間 8月24日（水）～9月8日（木）　１７：００締切

コブクロ

購入者情報として代表者の①氏名②郵便番号③住所④電話番号が必要です。
※①～③はチケットに印字されます。
ご入場時は必ず、チケット印字された情報と一致した身分証明書（コピー不可）の提示が
必要となります。
【身分証明書について】
運転免許証/マイナンバーカード/パスポート/学生証/社員証/健康保険証
同行者と同時入場が必要です。別々の入場はできません。
※もしご来場代表者本人がなんらかの都合で行けなくなった場合、ご来場代表者本人の
身分証明書（コピー不可）を貸せる相手であれば、本人以外でもご入場可能です。
上記の内容に同意と条件に満たない方は、誠に申し訳ありませんが当コブクロ受付のご
利用はご遠慮ください。

【プログラム】
・ドビュッシー
　チェロ・ソナタ　ニ短調
・ショスタコーヴィチ
　チェロ・ソナタ　ニ短調　Op.40
・ラフマニノフ
　チェロ・ソナタ　ト短調　Op.19
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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。

アニバーサリーイヤー
MISIAが贈る、卓越したヴ
ォーカルパフォーマンス、渾
然一体となって繰り広げる
珠玉のステージ！

会員のみ

1人2枚まで

No.51 No.52チケット チケット

開　催　日 12月18日（日）　開演17：00
会　　場 静岡エコパアリーナ　指定席
枚　　数 20枚（3歳以上）
価　　格 12,000円 （12,500円のところ）
受付期間 8月24日（水）～9月8日（木）　１７：００締切

開　催　日 12月14日（水）　①開演12：00　②開演16：00
会　　場 焼津文化会館　大ホール　指定席
枚　　数 各20枚（小学生以上）　※開演時間を指定ください
価　　格 一般 5,500円 （6,500円のところ）
 シニア（65歳以上） 4,500円 （5,500円のところ）
 ※シニア券は入場時に身分証の確認をさせていただく場合があります。 
受付期間 8月24日（水）～9月8日（木）　１７：００締切
 ※公演時間：約140分（休憩2回あり）

梅沢富美男&研ナオコ
アッ！とおどろく夢芝居

MISIA
Yakult presents 25th Anniversary 
MISIA THE GREAT HOPE

事業報告

4/23㊏　プリザーブド・フラワーアレンジ　10名

6/12㊐　竹灯籠作り　10名

事務局より
◎ＦＵＪＩＹＡＭＡ倶楽部より新たにＷＥＢサービスが加わりました！
『ＦＵＪＩＹＡＭＡ net クラブ』
　・専用web受付サイトから簡単登録で、24時間いつでもwebチケットを購入。
　・季節ごとにお得な“WEB限定プラン”のご紹介。　　 ＩＤ：okwaku

パスワード：2295

専用web受付サイト
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島田

令和


