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日帰り

バスツ
アーNo.18

青木ヶ原樹海
「ネイチャーガイドツアー」

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

開　催　日 8月19日（日）
集　　合 OK!ワーク西駐車場 6：50
添　乗　員 同行します
募集人数 40人（最少催行人数30人）
参　加　費 会員 7,800円 （9,800円のところ）
 家族・友人 9,000円
受付期間 5月14日（月）～5月31日（木） １７：００まで
ＯＫ！ワーク西駐車場7：00発～菊川ＩＣ～（東名・富士川ＳＡ休憩）～富士ＩＣ～西
湖野鳥の森公園（9：30）＝竜宮洞穴＝（西湖民宿村経由）＝コウモリ穴（入洞）＝
コウモリ穴駐車場（12：30）～西湖いやしの里根場（昼食12：40～14：20）～山
梨県富士山世界遺産センター（見学14：30～15：30）～朝霧高原道の駅（休憩
16：10～16：30）～新富士ＩＣ～（新東名・清水ＰＡ休憩）～菊川ＩＣ～ＯＫ！ワーク
西駐車場（18：00）着予定

お申し込みは、下記の旅行依頼書にお願いします。

Vol.88
事業所数 1,082 事業所
会員数 5,834 人
（平成30年4月1日現在）

5月号

ご参加ください 参加者大募集！

（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 http://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

OK!ワーク旅行依頼書 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）

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　・　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

8月 19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
・
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

青木ヶ原樹海「ネイチャーガイドツアー」

※参加確定後のお支払い、お問い合わせは旅行会社までお願いします。

※写真はイメージです。

西湖野鳥の森公園 竜宮洞穴 西湖いやしの里根場

※コピーしてお使いください

*2018

（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

同
行
者

旅
行
企
画・実
施

※約10人に1人の
　ツアーガイドが、
　約3時間かけて
　ゆっくりとご案内します。
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No.19 No.20

No.21 No.22

No.23 No.24

「妻よ薔薇のように
　家族はつらいよⅢ」
映画鑑賞券あっせん

チャレ
ンジ教

室
Part2

チケットチケット

チケット

チケット

チケット

ポップス路線にも果敢に挑戦するなど、演歌の枠に
とどまらない活動を展開する坂本冬美。テレビ、舞
台、芝居に大活躍。21世紀の演歌界を引っ張る
ニュー・リーダーとして大いに期待されています。

クラフトバンドで
作る小物入れ

開　催　日 6月23日（土） 9：00～12：00
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 (1,800円のところ)
 家族 1,500円
講　　師 前田純子先生
受付期間 4月26日（木）～5月11日（金）　１７：００締切

開　催　日 6月29日（金） ①開演14：00　②開演18：00
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　S指定席
枚　　数 各20枚　※時間を指定ください。
価　　格 6,500円 (7,000円のところ)
受付期間 4月26日（木）～5月9日（水）　１７：００締切

約17cm×約5cm×約8cm
※写真はイメージです

©2018「妻よ薔薇のように　家族はつらいよⅢ」製作委員会

牛乳パックやお米などの穀物の袋の再生紙からでき
ている地球に優しい素材クラフトバンドで、小物入れ
を作ります。

開催期間 8月2日（木）・3日（金）・4日（土）・5日（日）
会　　場 静岡カントリー浜岡コース＆ホテル
 ヘリポート　18：00～20：30
枚　　数 合計50枚（大人券のみ）
価　　格 会員  4,400円 （5,000円のところ）
 家族・友人 5,000円
※お子さま(4歳～高校生）は当日会場でお買い求めください｡（2,500円）
受付期間 5月14日（月）～6月15日(金) １７：００締切

開 催 日 8月11日（土・祝・山の日） 予備日8月12日
会　　場 袋井市　原野谷川親水公園　ブロック席
 ※約50人のブロックに仕切った芝生の席です。
 1人あたり85cm×90cm
枚　　数 20枚
価　　格 3,500円 （4,000円のところ）
受付期間 5月11日（金）～5月31日（木） １７：００締切

2018サマーガーデン
in 浜岡（ビール祭）

「ふくろい遠州の
　　花火2018」
ブロック席　

坂本冬美
コンサート2018

開　催　日 ①6月29日（金）開演17：00
 ②6月30日（土）開演14：00
会　　場 静岡エコパアリーナ
枚　　数 各10枚（3歳以上）　　※日時・席種を指定ください。
価　　格 ①S席 15,500円 （16,000円のところ）
 ②S席 16,500円 （17,000円のところ）
　　　 ①②A席 9,500円 （10,000円のところ）
受付期間 4月26日（木）～5月9日（水）　１７：００締切

Fantasy on Ice 2018
in Shizuoka

屋台グルメチケット　生ビール・サワー・ソフトドリンク飲み放題
その他　打ち上げ花火　ステージショー　大抽選会

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

2018年5月25日（金）
全国公開

会員のみ

1人2枚まで

枚　　数 30枚
価　　格 会員 800円 （前売料金1,400円のところ）
受付期間 4月26日（木）～5月9日（水） １７：００締切

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

出演予定：織田信成、鈴木明子、ハビエル・フェ
ルナンデス、エフゲーニ・プルシエンコ、カロリ
ナ・コストナー他、詳しくはHPをご覧ください。
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No.25 No.26

No.27 No.28

No.29 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

世界初、お茶の味わいをピ
アノのメロディーに置き換
える「お茶テイスティング」
と「ピアノリサイタル～名曲
の花束」の2部構成でお贈
りいたします。

マリウス・プティパ誕生200年記念
東京バレエ団〈プティパ・ガラ〉

開　催　日 9月2日（日）  開演15:30
会　　場 掛川市生涯学習センター　ホール
枚　　数 各20枚（小学生以上）
価　　格  6,000円 (6,500円のところ)
 高校生以下 2,700円 (3,000円のところ)
受付期間 4月26日（木）～5月11日（金） １７：００締切

ロシアバレエの礎を築いた
プティパ誕生200年を記念
して贈る、クラシック・バレエ
の見どころを集めた特別な
ガラ！

開　催　日 7月25日（水） ①11：00　②15：00
　　　　7月28日（土） ③10：30　④14：30
　　　　7月29日（日） ⑤10：00　⑥14：00
会　　場 日本ガイシホール（名古屋市）
枚　　数 S席　各10枚　　※番号を指定ください。
価　　格 ①② 大人（中学生以上） 4,000円 （5,000円のところ）
  こども（3歳～小学生） 3,000円 （4,000円のところ）
 ③～⑥ 大人（中学生以上） 5,000円 （6,000円のところ）
  こども（3歳～小学生） 4,000円 （5,000円のところ）
 ※2歳以下は膝上鑑賞無料。ただし、お席が必要の場合は有料。
受付期間 4月26日（木）～5月10日（木）　１７：００締切

開　催　日 7月22日（日） 開演14：30
会　　場 浜松市浜北文化センター　大ホール
枚　　数 20枚
価　　格 2,500円 （当日2,900円のところ）
 ※3歳以上有料。
 　2歳以下は保護者1名につき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 4月26日（木）～5月9日（水）　１７：００締切

開　催　日 7月29日（日） 開演16：00
会　　場 浜松市福祉交流センター　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 5,000円 （5,500円のところ）
受付期間 4月26日（木）～5月9日（水）　１７：００締切

ディズニー・
オン・アイス

MYSTERY NIGHT TOUR 2018
稲川淳二の怪談ナイト

開　催　日 8月23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 7,000円 （7,500円のところ）
受付期間 4月26日（木）～5月9日（水）　１７：００締切

HIROMI GO
CONCERT TOUR 2018
-Urban Velocity-UV

開　催　日 6月30日（土） 開演14：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　指定席
枚　　数 20枚
価　　格 3,000円 （前売り3,500円のところ）
受付期間 4月27日（金）～5月14日（月）　１７：００締切

アエル珠玉の音楽シリーズ⑤
「仲道郁代 お茶クラシック」

それいけ ！ アンパンマン
ミュージカル「まもれ ！ 黄金の炎」

Ⓒやなせたかし／フレーベル館 ・ TMS ・ NTV

四半世紀連続で公演を行って
きた稲川淳二の恐怖の夜を
お見逃しなく！！ キレのあるステップと、歌を披露する

郷ひろみのライブが決定しました。
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平成30年度年間事業計画

平成30年度 予算

■事業詳細は年間６回発行予定の会報「ＯＫ！ワーク」をご覧ください。■事業は都合により変更、中止となる場合がございます。

その他チケットあっせん
●コンサート等チケット ： 掛川市生涯学習センター、掛川市文化会館シオーネ、菊川文化会館アエル、チケットぴあ
●ジュビロ磐田ホームゲーム　サッカーチケット　●名古屋港水族館入館券販売
割引補助券等の配布
ナガシマスパーランド・ラグーナテンボス・サンリオピューロランド・富士サファリパーク
富士山こどもの国・シダックス会員証・フジヤマクラブ・名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク
補助事業　　申請期限 ： ３か月　※詳しくはガイドブックをご覧ください
●人間ドック受診料補助（会員年１回７,０００円以上の受診で７，０００円）
●インフルエンザ予防接種料補助(会員年１回１,０００円以上の接種料で１，０００円　申請期限 ： ３月２５日)
●宿泊補助（会員年１回５，０００円以上の宿泊で２，０００円　静岡空港利用３，０００円）
●日帰り旅行補助（会員が会報で推奨したツアー参加で1回2，０００円の補助）
●受講料補助（会員年１回５，０００円以上の受講料で２，０００円）
●信用保証料補助　（保証料の半額　上限７，０００円）
●退職金共済掛金補助（中退共 ： 上限１，８００円、特退共 ： 上限３，６００円　初回導入時１年払込後のみ）

給付金　　　申請期限 ： ３年　※詳しくはガイドブックをご覧ください　
●お祝い 子どもが生まれたとき、子どもの小学校と中学校入学　会員の成人、結婚、銀婚、還暦、古稀、傘寿、米寿、誕生日（５５才、６５才、７５才）
●家族弔慰金 配偶者、子、親、住宅災害による同居親族
●会員保険金 本人死亡、後遺障害、病気ケガによる休業（１４日～１２０日）、住宅災害（火災、自然災害）

■収入内訳

■収入予算 ■支出予算

財産運用 入会金 会費 事業収益 受取負担金 共済金収益 市補助金 　諸収入 合計
30年度収入予算

構成比

30年度支出予算

構成比

■支出内訳

（単位：千円）

（単位：千円）

平成30年度の予算について、3月29日に開催した平成29年度第5回理事会において承認されましたのでお知らせいたします。

余暇活動支援
（22.94％）

自己啓発支援（0.54％）
財産形成・老後生活支援
（0.03％）

調査・情報提供事業
（3.76％）

事業運営費
（14.70％）

共済給付事業
（36.66％）

管理運営費（4.64％）

会費
（56.27％）

共済金収益
（11.32％）

市補助金
（14.58％）

事業収益（0.23％）

受取負担金
（17.14％）

諸収入（0.02％）
入会金（0.41％）
財産運用（0.03％）

健康維持増進支援 余暇活動支援 自己啓発支援 事業運営費共済給付事業 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

健康維持増進支援
（16.73％）

 31 400 55,200 231 16,811 11,100 14,300 21 98,094
 0.03% 0.41% 56.27% 0.23% 17.14% 11.32% 14.58% 0.02% 100.00%

 16,360 22,431 529 28 3,678 35,845 14,371 4,532 97,774
 16.73% 22.94% 0.54% 0.03% 3.76% 36.66% 14.70% 4.64% 100.00%

山高神代桜と信玄もち詰め放題バスツアー　4/8
TOHOシネマズパスポートチケット
ジェフグルメカード
母の日ハーバリウム講座　　4/21

会報「ＯＫ！ワーク5月号」発行

会報「ＯＫ！ワーク1月号」発行

会報「ＯＫ！ワーク3月号」発行
「H31年度ガイドブック」発行

会員拡大キャンペーン

会員拡大キャンペーン

会員拡大キャンペーン

新幹線で行く東京ディズニーリゾート
合同観劇ツアー　　12/1
ジュビロカレンダーあっせん

初詣バスツアー
箱根小涌園ユネッサン特別入場券

ノルディックウォーク　　3/9

第29回ボウリング大会（掛川毎日ボウル）
みそ作り
花とみどりのギフト券

会報「ＯＫ！ワーク7月号」発行

クラフトバンドで作る小物入れ

静岡カントリー浜岡コース　ビアフェスタ
箱根小涌園ユネッサン特別入場券

ウォーキング　バスツアー　

推奨バスツアー　 推奨バスツアー　

推奨バスツアー　
会報「ＯＫ！ワーク9月号」発行　会員拡大キャンペーン

苔玉つくり
第22回県内共済団体ゴルフ大会（葛城ゴルフ倶楽部）9/12
秋のお食事券
TOHOシネマズパスポートチケット

葛城北の丸　昼膳お食事券
磐田グランドホテルランチ補助券
家庭常備薬

会報「ＯＫ！ワーク11月号」発行
ケンタッキークリスマスバーレル
家庭常備薬
災害用品あっせん

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

チケット

あっせん

あっせん

あっせん

あっせん

あっせん

あっせん

あっせん

あっせん

教　室

やさしいマネーセミナー教　室

教　室

教　室

多肉植物で作るリースづくり教　室

教　室

教　室

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OK!ワーク88号.pdf   4   2018/04/10   13:16



5

契約しました

名古屋アンパンマン
こどもミュジーアム＆パーク

ふじのくに
茶の郷ミュージアム

<割引対象>　会員及び同居の家族
●婚礼料理・飲料利用10％割引●披露宴会場費無料●参列者控室料無料●送迎バス（大型バス）1台無料
●新郎様・新婦様のご宿泊無料●参列者のご宿泊・特別優待料金●新郎新婦様衣装40％割引（提携店のみ）
※適応人数　30名様以上の披露宴のご利用時に適応いたします。
※他のプラン・特典との併用はできません。

インターネットから予約可能になりました！ 
専用HP（http://www.izumigo.co.jp/hojo/）よりインターネット予約へおすすみください。
「初回登録方法」初回のみご利用者登録が必要となります。

つま恋リゾート 彩の郷

セラヴィリゾート泉郷

株式会社ブレス

「指定厚生施設補助券」で 一般料金 補助券
入場料

1歳以上（1歳未満無料）  1,500円 1,300円

「指定厚生施設補助券」は、OK!ワーク事務局にあります。
島田市金谷富士見町3053-2　TEL0547-46-5588

会員証提
示にて

《割引対象》会員と登録家族
「施設利

用券」が

　　使え
ます！

①企業ID・パスワードの入力 企業ID ： ok0298 パスワード ： waku0300
②ご利用者情報の入力　氏名・メールアドレス・パスワードなどの登録
　※個人用パスワードは自由に設定いただけます。
③登録内容の最終確認
④受付完了後、メールが届きます。メールに記載されているURLへアクセスし登録完了。

ご家庭ではメンテナンスが難しい部分まで、プロの技術と知識で徹底的にクリーニングを行います。

❶「インターネット予約」をクリック ❷はじめてご利用される方の
「登録する」をクリック

❸ご利用者情報の登録

観覧料
一般300円のところ施設利用券にて無料

（大学生・高校生・中学生以下、70歳以上　無料）
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H29.11月～H30.1月までの新規入会事業所

NEW!

契約しました

会員拡大キャンペーン

営業時間10：00～21：30（20：00最終受付） 不定休

キウイフルーツ・カントリー JAPANトータルリラクゼーション　POM
〈割引対象〉会員と家族

会員証提
示にて

会員証提
示にて

〈割引対象〉会員と家族
入園料（1グループ5名様まで）10％OFF　
※受付会計時に会員証をご提示願います。

掛川市上内田2040

TEL0537-22-6543
営業時間9：00～17：00 定休日 木曜日（祝日は営業）
臨時休業日 6月14日（木）～6月16日（土）、11月3日（土）

TEL0537-29-8331

全コース金額より 300円引

第19弾会員拡大キャンペーンは2月～4月の3か月にわたり実施し、多くの新規加入事業所を紹介いただきました。
心より御礼申し上げます。今後ともご協力をお願いいたします。

7月号より「日帰りの推奨ツアー補助」がはじまります！

イベント（バスツアー）とは別に会報にて随時案内する推奨ツアー
(受託販売会社が行う推奨の日帰り旅行)に参加した場合に2,000円
を補助します。（1会員1年度につき2回）
申請書の様式は次回の会報時に同封します。

キャンペーン中のご入会 入会事業所 18 事業所　　
 入会会員数 380 人
OK!ワーク賞（紹介入会者1人につき1,000円またはガイドブック） 10 人
さらに入会者5人以上ご紹介の方（クオカード2,000円） 1 人

掛川地区 ■（福）Mネット東遠
 ■小さなお家　ぽっぽ保育園
大須賀地区 ■ハウジング大光
小笠地区 ■原口電装　■（福）ひがし保育園
 ■藤下電器　■（福）みなみ保育園
大東地区 ■高塚商会　■中嶋設備

小笠地区　　■あい設計室　■赤堀信行税理士事務所
菊川地区　　■ヘアーサロンアカホリ

大東地区 ■司法書士・行政書士あおの事務所
御前崎地区 ■株式会社　SKC

菊川地区 ■（福）認定こども園 愛育保育園 
 ■（福）認定こども園 西方保育園
 ■池本電気工事 ■（福）菊川保育園 
 ■（福）河城保育園 ■トラステック
 ■（福）双葉保育園 ■（福）横地保育園
御前崎地区 ■浜小屋

推奨ツアー申請方法

「日帰り旅行補助金申請」について 受託販売旅行会社（5社のみです）

①会員が右の受託販売会社（5社）へツアーの申込みをします。
②参加後に申請書（第15－1号様式）に受託販売会社の参加証明
　をしてもらうか、ツアー名称・参加日の確認ができる領収書等　
　（コピー可）を添付してOK!ワークへ申請ください。
　申請期限は旅行終了後3ヶ月以内。

ポム

掛川市高瀬157-1

（株）静岡ツーリスト 静岡県知事旅行代理業第3-198号
菊川市堀之内1371 TEL0537-36-2225

浜岡中央観光トラベル（株） 静岡県知事旅行代理業第2-444号
御前崎市池新田5832-1 TEL0537-86-9099

日本トラベルサービス（有） 静岡県知事旅行代理業第2-254号
菊川市半済980-2 TEL0537-35-5151

丸和観光開発（株） 静岡県知事旅行代理業第3-95号
掛川市駅前1-9 D-oneビル2階 TEL0537-23-1271

（株）遠鉄トラベル掛川中央店 観光庁長官登録旅行業第240号
掛川市中央2-7-1 TEL0537-61-5551
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No.18

No.20

No.22
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2 0 1 6 （一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
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