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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19日（金）事務局必着

Vol.90
事業所数 1,073 事業所
会員数 5,823 人
（平成30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

*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

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。

キャンペーン期間 平成30年9月～10月

もれなく、入会人数に応じて、ド～ンとプレセント！！

第20弾

会員が増えれば楽しさいっぱい！

今回は入会金が無料！！
10/1～11/1に新規入会、及び追加入会された方は入会金が無料になります。　

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）

仲間を増やそう
キャンペーン
仲間を増やそう
キャンペーン

キ リ ト リ
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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。

★会員のみなさんも｢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!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

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

｝

本年度の営業は終了いたしました

9/2まで営業
8/26まで営業

各種旅行割引有。詳しくはガイドブックをご覧ください。

掛川城天守閣・掛川城御殿 無料  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　　
大東プール 無料
大須賀海洋センタープール 無料  
森の都温泉ならここの湯 中学生以上１０円、３才から小学生無料 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
大東温泉 シートピア(２才未満入浴不可） 中学生以上１０円、２才以上無料 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　掛川二の丸美術館セット券 観覧料300円 掛川市掛川1140-1 0537-29-5680

アシストパソコンスクール 会員証提示にて全コース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5,400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 ｢会員証」提示にて●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 ｢会員証」提示にて１０％割引 御前崎市白羽５９３０－１ 0548-63-5030
Beauty Ｓｔａｔｉｏｎ.Jun（女性限定サロン） 「会員証」提示にて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
アサヒメガネ からだ想いのケアレンズ「ルティーナ｣会員証提示にて定価より10%割引 掛川市中宿１３６ 0537-24-3767
小澤ばら園 ばらの花束等「会員証」提示にて５％引。お手頃の２等品もございます。 掛川市吉岡１０１４ 090-3936-1974
おしゃれの店Comet お買い上げ代金の１０％分のお買い物券をさしあげます。（一部除外品有） 掛川市西大渕３３５９ イオンタウン大須賀内 0537-48-2831
お茶の里城南 お茶お菓子など全商品５％引 掛川市板沢５００－１ 0088-21-6000
掛川駅まんまえパーキングサービス券 駐車サービス100円券２０％引 掛川市連雀１－１４（連雀ニューセンター２階） 0537-61-1151
中嶋茶店 ｢会員証」提示により5％割引 菊川市加茂３５０ 0120-158-418
ナカヤマスポーツ 「会員証」提示にて、1000円以上のお買上げで10％引き　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）ｻｰﾋﾞｽ 菊川市川上大田ノ谷１０９９ 0537-73-6636
掛川グランドホテル レストラン、宴会割引有。  
掛川グランドホテル 詳しくはガイドブックをご覧ください。  
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。 掛川市久保２－６－５ 0537-23-3175
ペンションクロワッサン 会員証提示にて一般料金の5％引（一般10,000円より税別） 御前崎市御前崎８－１９ 0548-63-5656
菊川市営保養センター「小菊荘」 一般宿泊料金（1泊2食付１０，５００円まで）10%引 菊川市大石88 0537-73-2460
エポックＹＭＥ観光   御前崎市塩原新田１２６９ 0537-85-7166
㈱遠鉄トラベル掛川中央店   掛川市中央２－７－１遠鉄ストアー内 0537-61-5551
㈱静岡ツーリスト   菊川市堀之内1371 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ﾋﾞﾙ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
杉山建築 東芝エコキュート割引  掛川市薗ケ谷６８５－３ 0537-22-7724

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！

旅行 P7

お食事P10

ブライダル
P9

ご宿泊
P17,19

その他
P12

P6,8,9
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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）̶ 三島スカイウォーク（入場）̶ 伊豆の国パノラマパーク（バイキングの昼食）̶ 修善寺（ジ
オリア見学・散策）̶ 函南（わさびミュージアム見学・ゲートウェイ函南ショッピング）̶ 浜松（19:10頃）

浜松（※6:35）̶（②車中食）̶ 亀岡駅　（トロッコ列車）　嵐山駅…嵐山（自由散策・①自由食／約3時間）
̶浜松（20:40頃）

浜松（※6:45）̶ 清里（ナチュラルブッフェの昼食）̶ 野辺山駅　＜八ヶ岳高原列車＞　甲斐大泉駅̶東沢大
橋（展望台にて写真タイム）̶ まきば公園（散策）̶ 八ヶ岳チーズケーキ工房（ショッピング）̶ 浜松（20:35頃）

浜松（8:00）̶ 名古屋港～伊勢湾クルーズ（船内にてバイキング・ショータイム・イベントなどをお楽しみ
下さい）～名古屋港̶刈谷（ショッピング）̶ 浜松（18:30頃）

日本最大級の豪華フェリーで行く

・トロッコの車両タイプがお客様ごとに異なる場合があります。
 座席指定は当社おまかせとさせて頂きます
・嵐山散策時の寺院等の拝観料は旅行代金には含まれません
・幼児は小人料金での引受けとなります
・紅葉の状況に関わらずツアーを催行する場合があります。予めご了承下さい

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
★（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.2157

伊豆7大スポット＆
　　50種のバイキング

出発日

旅行代金

10月 6・10・14・19・23・26・28
11月 1・5・9・12・16・24・27・29　12月 3

10月 19・23・26・28・31　11月 2・ 4 ・10

土日も追加料金なしでお得!! 8,750円 無印9,980円　◯印10,980円

乗車地　浜松駅・浜松IC・磐田・掛川

10月 5・7・13・20・27・30
11月 3・6・8・11・14・20・22　　12月 1

乗車地　浜松西・浜松IC・袋井・菊川

※土日出発は浜松（6:30）発
・3才以上の幼児は昼食代450円現地現金払い
・水曜日出発はジオリア休館のため入場できません ＜PTあり＞

※写真はイメージです。

※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

10月 21・24・27・30  11月 3 ・7・11
乗車地　浜松西・浜松IC・袋井・菊川・吉田

※写真は
　イメージです。

■東行き

えんてつバンビツアー No.2646

八ヶ岳高原列車と
清里高原ナチュラルブッフェ

※土日祝出発は浜松（6:30）発
・3才以上の幼児は昼食代700円現地現金払い
・八ヶ岳高原列車は自由席となり立ち席の場合があります＜PTあり＞ BP除外

■東行き

えんてつバンビツアー No.2473

嵯峨野トロッコ列車と嵐山

※土日祝出発は浜松（6:15）発、11/18出発は浜松（7:15）発、帰着は（21:40頃）となります

■西行き

えんてつバンビツアー No.1850

伊勢湾
ランチバイキングクルーズ

・小人料金は3,500円引き・3才以上の幼児は乗船・昼食代900円現地現金払い
・入浴可（タオルご持参下さい）
・運航予定の変更により、ツアー中止とさせて頂く場合があります。予めご了承下さい
 BP除外　＜PTあり＞

※写真はイメージです。

■西行き

（お1人様） 旅行代金
（お1人様）

出発日

旅行代金
11月 18・23・30　　12月  2 ・4
①自由食
　無印 9,480円 ○印 10,480円
②弁当付
　無印 10,480円 ○印 11,480円

乗車地　掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松西

（お1人様）

10月 7・27　11月 4・24

11,980円

出発日 乗車地　掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松駅・浜松西・三ケ日

旅行代金
（お1人様）

NEW!!NEW!!

★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

安心の出発確定　10/26、11/16は必ず出発

10/21・30出発は32人乗り化粧室付バスで運行

まきばの
ミニソフトクリーム（1個）

プレゼント

＜PTあり＞ BP除外

嵐山たっぷり約3時間滞在

※1 ビンゴカードは有料（1枚100円）
※2 一部メニューは有料（当日、お客様各自払いとなります）

乗船/客室の見学・展望風呂に入浴
名古屋港出港
大道芸やマジックショーなどのショータイムを見物
昼食
ビンゴ大会に参加※1
軽食・フリードリンク※2
帰港・下船

船内での過ごし方（一例）
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No.46

★レストラン「フィガロ」 ランチブッフェ

各プラン
共通要項

利用期間 11月1日（木）～2月28日（木）※利用除外日あり、詳細はチケットにてご案内します。
 Bプランのレストランは、ご予約の際に決めてください。
枚　　数 合計600枚（会員様のみＡＢCいずれか1プランのみ2枚まで）
 ※チケットのない同伴の方は当日現地で定価でのお支払いを願います。
 　予約の際にお申し出ください。
受付期間 9月12日（水）～9月19日（水） 17:00締切
申込方法 「事業参加申込書」にプランと枚数を記入しFAXまたは郵送願います。

会員のみ1プランのみ2枚まで

静岡カントリー浜岡コース＆ホテル「OK!ワーク特別ランチ」

つま恋彩の郷「OK!ワーク特別ランチ」

オークラアクトシティホテル浜松

★日本料理プラン「天龍」★欧風料理プラン「ラ・フローラ」

価格 3,200円（3,500円のところ）

価格 2,500円

小鉢　お刺身　焼き物　揚げ物　籠物　ご飯一式
ワンドリンクサービス

オードブル　スープ　魚料理　肉料理　デザート
パン　コーヒーor紅茶　ワンドリンクサービス

3,500円のところ

価格 2,000円 平日 2,500円
土日祝 2,800円のところ

秋のお食事券

※写真はイメージです。
※時期により一部食材の変更がございます

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

チケット

会員のみ

1人2枚まで

A
プ
ラ
ン

B
プ
ラ
ン

C
プ
ラ
ン

■白身魚のひとくちコロッケ
■富士山の湧水で育てた紅富士のスモークと
　聖護院大根をゆずの香りで
■合鴨胸肉とキノコのマリネ
■なめらかなカリフラワーのポタージュ
■じっくり煮込んだ牛ほほ肉と地場野菜
■デセールパナシェ
　（フランボアジェ　マカロンピスターシュ
　　　ムースショコラ　掛川茶のフィナンシェ）
■パン　■コーヒー又は紅茶
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No.47 No.48

No.49 No.50

チャレ
ンジ教

室
Part5

チケット

No.51 チケット チケット

チケット

チケット

注意：FAX･郵送先着順です！

※写真はイメージです 

多肉植物で
作るリースづくり

谷村新司
コンサートツアー
2018

開　催　日 10月20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 1,600円 （2,700円のところ）
 家族 2,000円 友人 2,700円
講　　師 「みずたま」玉光美鈴先生
受付期間 9月7日（金）～9月19日（水）　１７：００締切

開　催　日 10月13日（土） 開演17：00
会　　場 浜北文化センター　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 8,000円 （8,640円のところ）
受付期間 8月29日(水)～9月6日（木）　１７：００締切

宝くじ
おしゃべり音楽館

開　催　日 10月21日（日） 開演15：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（4歳以上）
価　　格 一般 2,200円 （前売り2,500円のところ）
 高校生以下 1,200円 （前売り1,500円のところ）
受付期間 8月29日（水）～9月5日（水）　１７：００締切

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

サイズ  直径25cm

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)

 31節   サンフレッチェ広島

 33節   コンサドーレ札幌

節 日　時 対戦相手 受付期間

9/3(月）
　

9/20(木）
〜

県内共済団体西部合同事業

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 2,300枚 （会員1人4枚まで）
 ご希望の方は、5枚目から1,300円にて何枚でもお分けします。
価　　格 1,100円 （当日鑑賞1,800円のところ）
有効期限 10月～3月（予定）
受付期間 9月11日（火）～9月18日（火）　17:00締切
お渡し期間 10月11日（木）～10月25日（木）
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。
※ご用意できない方のみ、受付期間後3日以内に連絡いたします。
　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。

TOHOシネマズ
パスポートチケットあっせん

県内ではTOHOシネマズ浜松､サンストリート浜北､
ららぽーと磐田でご利用になれます｡

インターネットでも
自動券売機でもご利用できます。

11月3日（土・祝） 14：00

11月24日（土） 14：00

～38年目の昴～
「昴」のリリースから38年！
活動45年を経てもいまだ現役のベテラン谷村新司
が表現する新しい歌の世界に期待です。

No.52

おもろい女

開　催　日 10月31日（水） 開演14：30
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　S席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 9,400円 （9,800円のところ）
受付期間 8月29日（水）～9月6日（木）　１７：００締切

出演者：
藤山直美・渡辺いっけい・黒川芽衣
篠田光亮・雨宮　良・佐藤正宏
小宮孝泰・山本陽子・田山涼成
正司花江

トーク＆ナビゲーター
 春風亭小朝
歌 島田歌穂
ピアノ 小原　隆

定員オーバーしても抽選はいたしません。

～想い出のスクリーンミュージック～
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会員のみ

1人2枚まで

会員のみ

1人2枚まで

会員のみ

1人2枚まで

No.53 No.54

No.55 No.56

No.57 No.58

チケット チケット

チケット チケット

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。
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

アシュケナージ ×
辻井伸行

開　催　日 11月4日（日） 開演15：00
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　S席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 17,000円 （18,200円のところ）
受付期間 8月29日（水）～9月6日（木）　１７：００締切

〈プログラム〉
シベリウス：カレリア組曲/ショパン：ピアノ協奏曲　第2番
シベリウス：交響曲　第2番
※止むを得ない事情により曲目・曲順が変更になる場合が
　ございます。

アシュケナージ指揮　アイスランド交響楽団
ピアノ：辻井伸行

MISIA

開　催　日 11月18日（日） 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 8,400円 （8,800円のところ）
受付期間 8月29日（水）～9月6日（木）　１７：００締切

今年デビュー20周年という大きな
節目を迎えたMISIA。
圧倒的パフォーマンスで聞く名曲
の数々にご期待ください。

劇団わらび座
ミュージカル
KINJIRO!

劇団四季
SONG＆
DANCE65

開　催　日 12月15日（土） 開演18：30
会　　場 磐田市民文化会館　S席
枚　　数 20枚（3歳以上）
価　　格 7,500円 （8,640円のところ）
受付期間 8月29日（水）～9月6日（木）　１７：００締切

葉加瀬太郎

開　催　日 12月23日（日・祝） 開演16：00
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 7,400円 （7,800円のところ）
受付期間 8月29日（水）～9月6日（木）　１７：００締切

多彩な表現方法で自らの音楽を作り
出す日本を代表するバイオリニスト。
毎回違った見せ方で観客を飽きさせ
ないだけに、今回も期待です！

松任谷由実

開　催　日 11月24日（土） 開演18：00
会　　場 静岡エコパアリーナ　指定席
枚　　数 20枚（3歳以上）
価　　格 9,400円 （9,720円のところ）
受付期間 8月29日（水）～9月6日（木）　１７：００締切

デビュー45周年を経て行われる、今ツアーの
コンセプトはタイムマシーン！
ユーミンの世界観をご覧ください！

開 催 日 12月2日（日） 開演14：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　自由席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 大人 3,000円 （3,500円のところ）
 高校生以下 1,200円 （1,500円のところ）
受付期間 8月29日（水）～9月5日（水）　１７：００締切

～本当は面白い、二宮金次郎～
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電話

会員　・　家族 男　・　女

フリガナ

（　 　才）同
行
者

OK!ワーク旅行依頼書 OK!ワークへ FAX0537-35-0300 してください。
（郵送先：〒439-0031　菊川市加茂2156番地）

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

案内等
送付住所

※コピーしてお使いください

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

11月 　17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

ランド  ・  シー

〒

参
加
代
表
者（
会
員
・
家
族
に
限
る
）

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

県内共済団体西部合同事業
No.59

旅行代金 会員・家族 親戚・友人
会　員 16,000円 
大　人 17,000円 18,200円
中高生（12～17才） 16,000円 17,300円
4才～小学生（席有） 9,000円 10,600円
3才以下（席有） 5,500円 6,800円
3才以下（席無） 無料　  無料　
※旅行代金に含まれるもの　JR交通費、パスポート（ランドまたはシー）、保険代
　（シーへ行く方のモノレール代は含みません。）
受付期間 9月10日（月）～ 9月25日（火）　17：00締切
往路：掛川駅6：32発　こだま702号⇒東京駅8：00着⇒舞浜駅
復路：舞浜駅⇒東京駅21：43発　こだま703号⇒掛川駅23：14着

往復新幹線で行く！
日帰り東京ディズニーリゾート®への旅
1日パーク滞在可能！たっぷり遊べます。

（株）ヤマハトラベルサービス
観光庁長官登録旅行業第1118号
〒430-0904 浜松市中区中沢町10-1 TEL.053-460-2568
総合旅行業務取扱管理者：安久高弘

旅
行
企
画・実
施

開　催　日 11月17日（土）
募集人数 80人(最少催行人員40人） 
 ※ランドまたはシーをお選びください
発 着 駅 掛川駅

■往復新幹線普通車指定席利用（貸切ではございません）
■添乗員は同行いたしません。往路のみ各駅改札前及び東京駅八重洲南口改札付近にて係員が誘導いたします。
■号車バッジでの乗降はできません。乗り換えはご自身で行っていただきます。事前にJR乗車券・ディズニーパスポートをお渡しします。（再発行不可）
■団体での事前集合はございません。
■食事は各自でご用意いただきます。　
取消料等の旅行条件は、旅行企画実施会社の下記ホームページよりご確認ください。
https://www.yamaha-travel.co.jp/service/condision_02.html
尚、インターネット環境をお持ちでないお客様は別途OK!ワークへお申し付けください。

往復新幹線で行く！
日帰り東京ディズニーリゾート®への旅

新幹
線 日帰

り
ツア
ーお申し込みは、下記にてお願いします。

※
ご
注
意
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●ガイドブック訂正のご連絡
　　　　　　（施設利用券と13ページ）

●開館20周年企画展「高天神城と六砦展」
　開催につき入場料が無料になります

給付金補助金給付状況 平成30年4月～7月

事務局からのお知らせ

■お祝い申し上げます
結婚祝 21件
出産祝 37件
小学入学祝 148件
中学入学祝 213件
成人式（20歳） 9件
銀婚祝（25周年） 40件
還暦祝（60歳） 41件
古希祝（70歳） 34件
傘寿祝（80歳） 4件
米寿祝（88歳） 0件
55歳の誕生日 28件
65歳の誕生日 34件
75歳の誕生日 14件

■お悔やみ申し上げます
本人死亡 6件
親死亡 92件
配偶者死亡 6件
子死亡 2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 12件
傷病休業30日以上 14件
傷病休業60日以上 4件
傷病休業90日以上 4件
傷病休業120日以上 12件
災害見舞金 全焼・全壊 1件

災害見舞金 一部焼・壊 1件
障害見舞金 0件

■補助金
人間ドック受診料 290件
インフルエンザ予防接種料 0件
宿泊 355件
宿泊（静岡空港利用） 85件
日帰り旅行 1件
受講料 7件
生活資金信用保証料 0件
退職金共済掛金 1件

2 0 1 6
　　（一財）小笠掛川勤労者

　　　　　福祉サービスセンター

掛川市吉岡彌生記念館 掛川花鳥園
■利用料金の追記
　障がい者1名に対し、付き添い1名は
　障がい者料金となります（休館日：月曜、第4火曜 祝日の場合は開館し翌日休館）

■入場無料期間　7/20（金）～ 10/21（日）


