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No.31

シルク・ドゥ・ソレイユ
｢ダイハツ・キュリオス｣
SS席観劇とIKEA長久手

県内共済団体西部合同事業
(株)遠鉄トラベル中遠営業所
観光庁長官登録旅行業第240号
総合旅行業務取扱管理者：西尾孝幸
〒437-0027袋井市高尾町6-19
TEL0538-43-5490

開　催　日 12月1日（土）
集　　合 OK!ワーク西駐車場　8：50 
募集人数 20人 ※チケット買取の為キャンセルできませんのでご注意願います。
参　加　費 会員 14,000円 （17,000円のところ）
 家族 15,000円  友人    17,000円
受付期間 7月2日（月）～7月19日（木）　１７：００まで

OK！ワーク西駐車場9：00発＝〈高速〉＝磐田9：40発＝磐田IC＝〈東名〉＝【上郷SA】（昼食休憩）11：05～11：45＝〈東名〉＝日進JCT＝〈名古屋瀬戸道〉＝【IKEA
長久手】（ショッピング）12：15～14：15※バスは「愛・地球博記念公園　駐車場」に駐車。IKEAまで徒歩約15分、又は愛・地球博記念公園駅〈リニモ（2分／
170円）〉公園西駅から徒歩すぐ＝〈高速〉＝【名古屋ビックトップ】15：00頃着（シルク・ドゥ・ソレイユ｢ダイハツ・キュリオス｣観劇）16：00開演～18：20終演（18：
50頃発）＝引山IC＝〈名古屋第二環状・東名〉＝磐田IC＝磐田21：00頃着＝〈高速〉＝OK!ワーク西駐車場21：40頃着

お申し込みは、下記の旅行依頼書にお願いします。

Vol.89
事業所数 1,079 事業所
会員数 5,857 人
（平成30年6月1日現在）

7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 OK!ワークへＦＡＸまたは郵送
（〒439-0031 菊川市加茂2156番地 FAX0537-35-0300）

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

12月 1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

シルク・ドゥ・ソレイユ｢ダイハツ・キュリオス｣SS席観劇とIKEA長久手

※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。

※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

※食事はついていません
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No.32 No.33

No.34 No.35

No.36 No.37

第22回静岡県共済団体
合同ゴルフ大会

チャレ
ンジ教

室
Part3

チャレ
ンジ教

室
Part4

チケットチケット

チケット

県内共済団体西部合同事業

※グリーンフィー､キャディフィー
　カートフィー､昼食代､パーティ代
　参加賞､消費税含

※写真はイメージです 

やさしい
ライフプランセミナー　　　　
～若いからこそ知って欲しいお金のアレコレ～
開　催　日 8月5日（日） 9：30～11：00
会　　場 菊川市商工会館　会議室
募集人数 30人（どなたでも。家族・友人お誘いください）
参　加　費 無料
講演内容 ・ライフプランにおけるお金の考え方
 ・賢いお金の貯め方増やし方（投資信託・イデコなど）
 ・今だから必要な保障の点検（医療保障・遺族保障の考え方）
講　　師 ろうきん・全労済
受付期間 6月27日(水)～7月12(木)　１７：００締切

開　催　日 9月12日（水） スタート8:28～
会　　場 葛城ゴルフ倶楽部 宇刈コース   ※現地集合解散
 袋井市宇刈2505-2  TEL0538-48-6111
募集人数 8人
参　加　費 会員 22,000円 （25,000円のところ）
 家族 23,000円 友人 25,000円
受付期間 6月27日(水)～7月10日(火)　１７：００締切

枚　　数 各30枚
価　　格 パスポート(ユネッサン&森の湯)
 大人(中学生以上) 1,800円 (4,100円のところ)
 小人(3歳～小学生) 1,200円 (2,100円のところ)
受付期間 6月27日(水)～7月25(水)　１７：００締切

開　催　日 9月15日（土） 10：00～11：30
会　　場 菊川市商工会館　会議室
募集人数 20人
参 加 費 会員・家族 500円 （1,000円のところ）
 友人  800円
講　　師 戸塚正義先生
受付期間 6月29日(金)～7月13日(金) １７：００締切

デイチケット利用期間 

 7月13日(金)～9月24日(月・振) 9:00～17:00
会　　場 つま恋リゾート彩の郷 ウォーターパーク
枚　　数 300枚
価　　格 大人（中学生以上） 1,500円 （1,600円～2,300円のところ）
 小人（3歳以上） 700円 （900円～1,300円のところ）
受付期間 6月25日(月)～7月5日(木) １７：００締切

苔玉づくり お茶・お菓子付き つま恋リゾート彩の郷
ウォーターパーク
デイチケット 

箱根小涌園
ユネッサン
特別入場券

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

会員のみ

1人4枚まで
サイズ
約12×約12×約25cm

入場有効期限
平成31年8月31日　 休館日 12/3～12/7

2018 J1 ジュビロ磐田
ホームチケット販売

会　　場 ヤマハスタジアム
枚　　数 各20枚
価　　格 A指定 2,700円 (4,000円のところ)
 フリー大人 1,700円 (2,800円のところ)

 19節 8月 1日 （水） 19：00 ガンバ大阪
 20節 8月 5日 （日） 19：00 ベガルタ仙台
 23節 8月 19日 （日） 19：00 柏レイソル
 25節 9月1日  or 2日　　 未定 名古屋グランパス
 27節 9月22日  or 23日　未定 横浜F・マリノス
 28節 9月29日  or 30日　未定 湘南ベルマーレ

節 日　時 対戦相手 受付期間

6/23(土）
　
6/28(木）
〜

7/2(月）
　
7/20(金）
〜

お茶・ケーキ付

※本チケットはナイター入場できません。
　ナイター入場ご希望の方は現地窓口でお買い求めください。
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No.38 No.39

No.41No.40

No.43No.42

No.45 チケットNo.44 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

10周年記念イヤーを迎えた
TSUKEMEN！
ドラム・ベース・パーカッションなどの追加楽器、手拍子・コーラスなど、
これまでにはない要素をふんだんに盛り込んだ楽曲が揃った意欲作！

遊助が得意とする情景が見える暖
かい歌詞に誰もが思わず涙する。
遊助にとってまた新たな一歩となる
渾身の10周年ツアー！

今年はデビュー35周年のメモリアルイヤー！
爽快感溢れる大人の珠玉ポップスをお楽しみ
ください。

見て・触れて・学べる
家族で楽しめる体験型のリアル恐竜ショー！

日本最大級の移動水族館！！
約50個の水槽・プールに、およそ100種1000匹以上の
いきものが大集合します。

松竹大歌舞伎

開　催　日 9月6日（木）  ①開演13：00　　②開演17：30
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　一等席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 6,000円 (6,500円のところ)
受付期間 6月25日（月）～7月6日（金）　１７：００締切

開　催　日 9月16日（日）　開演17：00
会　　場 磐田市熊野伝統芸能館　自由席
 ※雨天・強風時：アミューズ豊田　ゆやホール
枚　　数 20枚
価　　格 2,500円 (一般3,000円のところ)
受付期間 6月25日（月）～7月6日（金）　１７：００締切

出演： 片岡愛之助、市川門之助、
 中村松江、中村壱太朗ほか
演目： 義経千本桜　道行初音旅
 義経千本桜　川連法眼館

出演者 狂言：人間国宝　山本東次郎
 シテ方：金春流能楽師　高橋　忍　ほか

会員のみ

1人2枚まで
会員のみ

1人2枚まで 開　催　日 9月1日（土） 開演17：00
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 6,500円 （6,980円のところ）
受付期間 6月25日（月）～7月6日（金）　１７：００締切

開　催　日 8月25日（土） 開演16：00
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 4,000円 （4,500円のところ）
受付期間 6月25日（月）～7月6日（金）　１７：００締切

杉山清貴
35th  anniversary
acoustic solo tour 2018

TSUKEMEN
LIVE 2018
“X”

開　催　日 8月27日（月） 開演18：00
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 （4,800円のところ）
受付期間 6月25日（月）～7月6日（金）　１７：００締切

開　催　日 8月19日（日） 開演15：30
会　　場 クリエート浜松　2Fホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 5,500円 （6,000円のところ）
受付期間 6月25日（月）～7月6日（金）　１７：００締切

開　催　日 8月12日（日） 開演15：30
会　　場 静岡市民文化会館　中ホール　指定席
枚　　数 20枚
価　　格 2,500円 （3,000円のところ）
 ※3歳以上有料、3歳未満膝上鑑賞無料
受付期間 6月25日（月）～7月6日（金）　１７：００締切

木久扇・円楽・たい平
夢の三人会

開　催　日 8月11日（土・祝）～26日（日）
 9：30～17：00（最終入場16：30）
会　　場 アクトシティ浜松　展示イベントホール
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 800円 (当日1,300円のところ)
 小学生以下 500円 (当日1,000円のところ)
 ※2歳以下入場無料
受付期間 6月25日（月）～7月6日（金）　１７：００締切

夏休み地球水族館 恐竜どうぶつ園2018
～Erth’s Dinosaur Zoo～

遊助

出演者：林家木久扇、三遊亭円楽、林家たい平
テレビでもおなじみの威勢のあるメンバーが勢ぞろい！
是非ご覧ください！

磐田能
狂言「二人大名」
能「恋重荷」

ふたりだいみょう

こいのおもに

狂言「二人大名」

能「恋重荷」
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遠州鉄道株式会社　国内旅行業務取扱管理者　渡邊士郎　浜松市中区旭町12-1　静岡県知事登録旅行業第2-162号　全旅協会員

浜松（※6:50）－【7/1～11出発六華苑（見学）7/13出発以降御在所（ロープウェイ・山上散策）】－アク
アイグニス（ショッピング）－関（昼食）－名古屋城（本丸御殿見学・金シャチ横丁散策）－浜松（19:40頃）

浜松（※6:30）－築地
（昼食・食べ歩き）－浅
草（散策）－柴又（散
策・食べ歩き）－浜松
（21:50頃）

浜松（※7:00）－横浜中華街（散策・自
由食／約2時間）－横須賀（軍港めぐ
りクルーズ）－よこすかポートマーケ
ット（ショッピング）－浜松（21:50頃）

浜松西（6:50）－河口湖ハイジズガーデン（バイキングの昼食）－桔梗屋アウトレット（工場見学・つめ放
題）－山梨（7/21～29出発浅間白桃狩り食べ放題8/11～20出発藤稔狩り食べ放題－朝霧（ショッピン
グ）̶ 浜松西（19:15頃）

お申込み・お問い合わせは…　　　受託販売者（5社）

旅行企画・実施

★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 TEL0537-61-5551
 ★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

★（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
★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

詳しい旅行条件書を記載した書面をお渡ししますので事前によく確認の上お申込みください。上記、お問い合わせ・申込み窓口にご確認ください。
全コース共通旅行条件・ご注意　◆最少催行人数：30名　◆添乗員：同行しませんが旅程管理は遠州鉄道で行います　◆各地区の乗車地はバンビツアー指定乗車場所となります
◆その他：ここに記載した以外の旅行条件は【バンビツアー】の旅行条件によります　◆お申込み状況によっては満席でご参加頂けない可能性がございます

お申込みは受託販売者へ（5社） 「日帰り旅行補助」の対象です。
会員のみ、1年2回まで「2,000円」の補助申請できます。

えんてつバンビツアー No.1811

三重のくに美し国
7大グルメ食べ放題と5大お楽しみ

出発日

旅行代金

7月 1・11・13・19・21・28
8月 4・8・12・14・16・19

7月 12・22・26　8月 1・10・26

8,990円
無印10,490円　◯印11,490円

乗車地　掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松西

※8/14～16、土日祝出発は浜松（6:30）発
・荒天等によりロープウェイが運休の場合、行程が変更となります
・4歳以上の幼児は昼食代1,000円、ロープウェイ代700円現地現金払い＜PTあり＞

※写真はイメージです。

出発日

乗車地　浜松駅・浜松IC・磐田・掛川

7月 27・30　8月 5 ・20・23
乗車地　浜松西・浜松IC・袋井・菊川

※写真はイメージです。

■西行き

えんてつバンビツアー No.1888

横浜中華街でゆったり散策と
ヨコスカ軍港めぐり

※土日祝出発は浜松（6:40）発
・ 荒天等によりクルーズ船が欠航の場合、催行中止又は行程が横浜八景島水族館入場に
  変更となり、よこすかポートマーケットへの立寄りはありません
・ 交通状況により横浜中華街の滞在時間が短くなる場合があります BP除外＜PTあり＞

■東行き

えんてつバンビツアー No.1892

東京3つの大人気スポットと
江戸グルメ！まんぷく食べつくし！

※土日祝出発は浜松（6:15）発
・歩きやすい履物でご参加下さい ・芋ようかんは車内積込となります
・築地場外市場の定休日は店舗により異なります BP除外＜PTあり＞

■東行き

えんてつバンビツアー No.1534

フルーツ王国山梨高級品種の
果物狩りと桔梗信玄もちつめ放題！

・3歳以上の幼児は白桃・藤稔狩り代650円、シャインマスカット狩り代800円、
 昼食代900円現地現金払い
・出発日により工場の機械が稼働していない場合があります＜PTあり＞

※写真はイメージです。

■東行き

（お1人様）

旅行代金
（お1人様）

出発日

旅行代金

7月 6・13　8月 9・30

12,900円

乗車地　浜松駅・浜松IC・磐田・掛川

7月 21・27　8月 4・21
乗車地　浜松西・浜松IC・袋井・菊川・吉田

（お1人様）

7月 21・22・23・25・26・28・29
8月 11・15・16・17・18・20

9,990円

出発日

乗車地　浜松西・浜松IC・磐田・袋井・掛川

旅行代金
（お1人様）

NEW!!NEW!!
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Ⅰ．資産の部 
 １．流動資産 
    現金 44,200
    普通預金 28,110,828
    未収金 460,000
　　未収会費 45,600
　　前払金 0
    前払費用 12,000
    前払手数料 35,842
    立替金 0
       流動資産合計 28,708,470
２．固定資産 
 （１）基本財産 
 　基本財産預金 50,000,000
 　基本財産合計 50,000,000
 （２）特定資産 
 　支払準備基金積立金 3,612,503
 　特定資産合計 3,612,503
 （３）その他の固定資産 
 　電話加入権 149,968
 　出資金 97,000
 　その他の固定資産合計 246,968
 　　固定資産合計 53,859,471
    資産合計 82,567,941
Ⅱ．負債の部 
 １．流動負債 
 未払金 5,915,410
 未払費用 825,006
 前受金 522,100
 前受会費 13,218,400
 前受入会金 4,000
 預り金 57,140
 流動負債合計 20,542,056
 ２．固定負債 
 固定負債合計 0
　　負債合計 20,542,056
Ⅲ．正味財産の部 
 １．指定正味財産 50,000,000
 ２．一般正味財産 12,025,885
　　正味財産合計 62,025,885
　　負債及び正味財産合計 82,567,941

平成29年度 決算概要

■貸借対照表 平成30年3月31日現在（単位：円）
科　　目 金　　額

平成29年4月1日～平成30年3月31日

■経常収益内訳

■経常収益決算

■経常費用決算

財産運用 入会金 会費 事業収益 負担金 共済事業 市補助金 　諸収入 合計

健康維持増進支援 余暇活動支援 自己啓発支援 共済給付事業費 事業運営費 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

経常収益

構成比（％）

■経常費用内訳

経常費用

構成比（％）

当期経常収益合計額 94,965,690円
当期経常費用合計額 92,591,619円
　　　　　差引 2,374,071円

入会金(0.40％）

事業収益
(0.48％）

（単位：円）

（単位：円）

　平成30年5月8日開催の平成30年度第1回理事会及び5月25日開
催の平成30年度定時評議員会において承認されましたので、本誌を
お借りして、会員の皆様にお知らせいたします。

会費(57.47％）負担金
（13.90％）

共済事業
(12.66％）

市補助金
(15.05％）

諸収入　(0.01％）
財産運用(0.03％）

健康維持増進支援
（17.01％）

調査・情報提供事業
（4.06％）

余暇活動支援
（19.85％）

自己啓発支援
（0.59％）
財産形成・
老後生活支援
（0.01％）

共済給付事業費
（38.17％）

事業運営費
（15.57％）

管理運営費
（4.74％）

 31,554 377,000 54,573,600 454,349 13,193,250 12,024,978 14,300,000 10,959 94,965,690

 0.03  0.40  57.47  0.48  13.90  12.66  15.05  0.01  100.00 

 15,745,725 18,377,750 547,436 3,600 3,759,324 35,348,630 14,417,108 4,392,046 92,591,619

 17.01  19.85  0.59  0.01  4.06  38.17  15.57  4.74  100.00 

平成30年度役員紹介
企業（事業所）代表
田嶋高行（理事長） 笠原敬次（副理事長） 藤原龍美(副理事長) 澤入洋司（副理事長）
労働団体代表 山本幸浩
行政代表 戸塚美樹　　　小野田明人　　　鈴木和則 
OK!ワーク事務局 落合哲郎

企業（事業所）代表
浅野浩史 石原典子 大石明実 片桐秀子 神谷　旭 川口雅子
澤入宏之 二村正美 美濃部雅子  
商工団体代表 落合秀行 川越健司 松林政仁 丸尾勝章 
労働団体代表 山本昭広

※個人情報の保護に関する法律の主旨に照らし氏名のみの掲載としました。（敬称略）

企業（事業所）代表  鈴木康之　　　行政代表 鴨川　朗

理事(5名～9名)
任期2年

平成31年5月まで

評議員(11名～15名)
任期4年

平成33年5月まで

監事(2名以内)
任期4年

平成33年5月まで
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■共済金給付実績

●イベント事業

●チケットあっせん事業

●自己啓発事業（教室開催等）

 あっせん回数 あっせん枚数
観劇・コンサート等
お食事券等
物品あっせん
家庭常備薬あっせん
箱根小涌園ユネッサン特別入場券
2018ジュビロカレンダー
ジュビロ磐田観戦ﾁｹｯﾄ
ＴＯＨＯシネマズチケット
名古屋港水族館割引入場券
ジェフグルメカード
【合計】

 事業回数 参加人数
各種教室

■事業実施状況
■「施設利用券」利用状況

 件数 金額（円）
●補助金給付事業

●本人保険金 件数  金　額（円） 

●家族弔慰金 件数  金　額（円）    

結婚祝 65 1,300,000
出生祝 98 980,000
小学校入学祝 139 1,390,000
中学校入学祝 198 1,980,000
成人祝 12 120,000
銀婚祝 71 710,000
還暦祝 160 1,600,000
古希祝  90 900,000
傘寿祝 17 170,000
米寿祝 2 20,000
満55歳誕生祝 136 680,000
満65歳誕生祝 119 595,000
満75歳誕生祝 45 225,000

★健康施設

★自己啓発施設 

★余暇施設 

■指定厚生施設等補助券　利用状況

※詳しくは、各施設にお尋ねください。お得な夏季プール情報

割引内容  900円～2,300円

割引内容  中学生以上2,900円

ラグーナテンボス「ラグナシア」補助券（OK!ワークにあります）
幼児（3才～）850円　小学生1,300円　中学生2,510円　高校生以上2,780円

「施設利用券」にて高校生以上１００円(６００円のところ）
３才～中学生　シニア無料(３００円のところ）
大人３００円
小中学生２００円
３才以上１００円
「施設利用券」にて無料

大人2００円　小中学生1００円　３才以上50円
「施設利用券」にて無料

つま恋リゾート彩の郷ウォーターパーク 7/13(金)～9/24(月・振)

6/30(土)～9/24(月・振)

6/30（土）～9/25（火）

7/14（土）～16（月・祝）
7/21（土）～9/2（日）

7/1（日）、7/3（火）～7/8（日）
7/10（火）～9/2（日）

7/21（土）～8/26（日）

7/21（土）～8/19（日）

ナガシマスパーランドジャンボ海水プール
(三重県桑名市長島町)

ラグーナテンボス「ラグナシア」(愛知県蒲郡市)

すいすいパークぷるる(御前崎市民プール)

安養寺運動公園プール

大東総合運動場プール

大須賀海洋センタープール

0537-24-1111

0594-45-1111

0533-58-2700

0537-63-0195

0537-23-6644

0537-72-5393

0537-48-3333

施設名 利用期間 TEL 割引内容 

平成29年度　事業報告

1 掛川花鳥園
2 掛川城天守閣・御殿
3 浜名湖パルパル
4 はままつフラワーパーク　　
5 加茂荘　花鳥園
6 静岡カントリー（グルメ）
7 竹の丸
 【余暇施設　小計】
【施設利用券　合計 36施設】

1 さがら子生れ温泉会館
2 大東温泉シートピア
3 すいすいパークぷるる
4 島田蓬莱の湯
5 川根温泉　ふれあいの泉
6 森の都温泉　ならここの湯
7 島田市田代の郷温泉　伊太和里の湯　
8 東遠カルチャーパーク さんりーな・トレーニング室
9 22世紀の丘公園　たまり～な
10 さんりーな・プール
11 サンフレンド　遊湯の里　
12 南体育館　し～すぽ
13 安養寺運動公園プール
14 静岡カントリー　(ゴルフ)
15 しおさい竜洋
16 浜名湖ロイヤルホテル入浴施設　雄踏温泉
17 大東総合運動場プール
18 大須賀海洋センタープール
 【健康施設　小計】

1 二の丸茶室
2 清水邸庭園（茶券）
3 ステンドグラス美術館
4 アクティ森
5 静岡カントリー（カルチャー）
6 ステンドグラス美術館・二の丸美術館セット券
7 磐田市香りの博物館　（入館・体験）
8 常葉美術館
9 吉岡彌生記念館
10 磐田市新造形創造館
11 菊川市黒田家代官屋敷資料館
 【自己啓発施設　小計】

利用施設名 利用者数 補助金額（円）

 892 443,720
 140 40,600
 123 61,500
 114 22,800
 40 20,000
 10 5,000
 4 400
 1,323 594,020
 １５，０４３ ６，９３５，４２０

 280 140,000
 130 39,000
 102 10,200
 ５１２ １８９，２００

 3,928 1,964,000
 3,560 1,730,000
 1,307 538,900
 1,222 601,000
 776 342,900
 723 353,100
 434 106,740
 322 131,810
 313 125,600
 208 94,600
 160 48,000
 142 57,800
 102 25,800
 49 24,500
 20 3,600
 7 1,400
 2 400
 0 0
 13,275 6,150,150

 161 74,750
 74 36,000
 67 20,100
 39 19,500
 35 17,500
 24 7,200
 22 7,400
 10 5,000
 9 1,800
 4 2,000
 0 0
 445 191,250

 7 250
 2 53
 9 303

 7 98
【合計】 7 98

人間ドック 1,124 7,868,000
インフルエンザ 1,227 1,227,000
施設利用(無料) 15,555 7,124,620
宿泊 1,043 2,086,000
宿泊
(静岡空港利用) 181 543,000
受講料 14 28,000
信用保証料 0 0
退職金掛金 2 3,600
【合計】 19,146 18,880,220

 44 1,218
 6 810
 2 20
 2 179 
 2 47
 1 36
 15 326
 2 4,002
 通年 51
 1 1,139
 75 7,828

1 コーポレートプログラム（ディズニーリゾート）
2 ナガシマスパーランド
3 ラグーナ蒲郡
 【補助券　合計 3施設】

名 円

名 円

 事業回数 参加人数
バス旅行等
スポーツ大会等
【合計】

死亡保険金 13 3,700,000
障害保険金 1 700,000
傷病休業14日～29日 36 360,000
傷病休業30日～59日 34 680,000
傷病休業60日～89日 17 425,000
傷病休業90日～119日 6 210,000
傷病休業120日以上 24 1,200,000
住宅災害(火災等) 2 200,000
住宅災害(自然災害) 0 0
住宅災害(床上浸水) 0 0

●お祝金 件数  金　額（円）

配偶者 12 600,000
子 4 120,000
親 269 2,690,000
住宅災害による同居家族 0 0

【合計】 1,570 21,555,000
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藤田観光(株)の運営する宿泊施設を特別価格で利用できます｡

インターネット
予約方法

事務局からのお知らせ

　ホームページからダウンロードいただくか､または｢事務の手引｣等をコピーしてお使いください｡
　申請には朱印を押した原本を提出願います｡
　毎月ご入会の締切が25日ですので急ぎの場合は､FAXでご連絡いただき原本は後日提出いただいても結構です｡

契約しました

つま恋リゾート彩の郷ウォーターパーク　割引料金のお知らせ

7/14～16､21・22､28・29
8/14～28

7/20・27、7/30～8/3
8/29～9/2､9/8・9 左記以外券種（利用時間）

デイチケット
(9:00～17:00)

デイ&ナイターチケット
(9:00～当日営業終了)

大人 [中学生以上]

子供 [3歳以上]

大人 [中学生以上]

子供 [3歳以上]

¥1,800 

¥1,000(¥1,300) ¥1,000(¥1,100)

¥1,900(¥2,300)

¥2,300(¥2,800)

¥1,300(¥1,800)

¥900 

¥1,600 

◆つま恋園内に限り、会員証提示にて会員証1枚につき本人含め4名様まで赤字の割引料金になります。黒字：通常料金
◆上記券種以外にスターライトチケット（15:00～当日営業終了）・ナイターチケット（17:00～当日営業終了）がございます。（割引はありません）
◆7/14・15・21・28・29　8/4～30　9/1・2の期間は21：00まで営業

ホテル椿山荘東京(東京)・十和田ホテル(秋田)・伊東緑涌(静岡)・伊東小涌園(静岡)・箱根小涌園天悠(静岡)・由布院緑涌(大分)

入会申込書(第1号様式)が2枚の複写式から1枚の様式になりました｡

ご利用日により入場料金が変わります。　営業期間：7月13日（金）～9月24日（月・振）9：00～20：00

対象施設:

①日帰り入浴 大人1,080円→700円　子供 540円→350円
　利用時間 通年 13:00～20:00 繁忙期の利用時間制限あり ※要問合せ
②屋外プール 大人1,080円→700円　子供 540円→350円　※夏期のみ 要問合せ

藤田観光リゾート

(株 )カラダファクトリー

会員証提
示にて

会員証提
示にて

スマートフォンは
こちらから

カラダファクトリーを初めて利用される方
４０分 整体ショートコース
定価５，１８４円⇒優待料金２，５９２円（税込）

６０分 整体スタンダードコース
定価８，４２４円⇒優待料金３，９８０円（税込）

※ ご来店2回目以降の方は、全てのコースが定価より１０％ＯＦＦ

初検費540円無料

※ご来店毎に本チラシをプリントアウトし、店舗へご提示ください。使用済みカードは回収させていだきます。

※事前にご予約をお願いいたします。
※日本国内のカラダファクトリー全店でご利用いただけます。
（カラダプレミアム銀座店・カラダファクトリーストレッチは対象外となります）
カラダファクトリー店舗一覧はこちらのオフィシャルサイトをご確認ください。（http://www.karada39.com/salon/）

※他のサービス・割引との併用はできません。※本券と現金のお引き替えならびに釣り銭の発行はできません。

※物販商品・回数券・カラダ習慣プログラムのご購入・ご利用はできません。

【ＦＪＧ使用欄】
・ＰＯＳレジで手動割引きお願いします。・初回シート登録は「法人割引 」で登録してください。
・お客様よりこちらの用紙を受け取り後、月末〆で施術チケット同様、本社へご郵送ください。

【お問い合わせ先】
〒１０２－００８３ 東京都千代田区麹町３－１０－１
TEL：03-6272-4906 営業管理部（平日10：00～18：00）

有効期限：２０１９年３月末日まで

初検費540円無料

社長室
中島

ご契約担当

平日10時～17時限定⇒優待料金 ３，５００円（税込）

① http://www.fujita-resort.com/　　　にアクセス
② 希望施設の｢法人契約アカウントをお持ちの方｣をクリック
③ ｢コーポレートログイン｣画面から

  アカウント　2 1 8 3    　パスワード　2 1 8 3  　を入力

④ ｢静岡県勤労者福祉共済団体｣が表示されていることを確認いただき､
　　 画面に従ってご予約をお願いします｡

※会員証提示にて伊東小涌園（静岡）のみ下記割引きがあります

対象者： 会員および二親等以内の家族　　予約後、クーポン券を切り取りご持参ください
※店舗一覧はHPでご確認ください　　県内店舗：三島本町タワー店・静岡モディ店・イオンモール浜松市野店・メイワン浜松店

（全福センター）ご家族様限定
クーポン券


