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女
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（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

新春
バスツ

アーNo.60

主催：さくら交通（株）
静岡県知事旅行業第2―470号 旅行業務取扱管理者：西原啓子
〒437-0123 袋井市下山梨2384-3　TEL0538-49-1101
受託旅行会社：トラベルユウ
静岡県知事旅行業第3－648号 旅行業務取扱管理者：天野直樹
〒436-0028 掛川市亀の甲1-19-12　TEL0537-62-4545

開　催　日 平成31年1月12日（土）
集　　合 OK!ワーク西駐車場　7:20
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 10,500円 （12,800円のところ）
 家族 11,500円 友人 12,500円
受付期間 11月1日（木）～11月16日（金） １７：００締切
ＯＫ！ワーク西駐車場7：30発＝菊川ＩＣ＝〈東名・首都高〉＝新宿　釣船茶屋ざう
お：昼食（釣り体験付）11：30～13：30＝皇居：楠公駐車場にバス駐車、外苑・東
御苑・東京駅方面へお出掛け下さい（自由散策）14：00～16：30＝〈首都高・東
名〉＝菊川ＩＣ＝ＯＫ！ワーク西駐車場20：15着予定

お申込みと参加費のお支払は直接、旅行会社（トラベルユウ）様へとなります

ご参加ください 参加者大募集！

OK!ワーク旅行依頼書 トラベルユウにFAXか郵送してください。
（〒436-0028　掛川市亀の甲1-19-12　FAX0537-62-4567）

旅行タイトル

会員番号

事業所名

区分・性別

自宅TEL

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
平成31年1月12日（土） 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
）

携帯

フリガナ

（　 　才）

携帯

フリガナ

（　 　才）

携帯

フリガナ

（　 　才）

携帯

フリガナ

（　 　才）

※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。

※コピーしてお使いください

同
行
者

旅
行
企
画・実
施

平成最後の年、皇居見学と釣って・食べて
Wで楽しむ「釣船茶屋ざうお」

平成最後の年、皇居見学と釣って・食べてWで楽しむ
「釣船茶屋ざうお」

※昼食は、通常のお座敷です
メニュー：先付、造り、冷菜、鍋、逸品、麺かご飯
釣り（釣りチケット2枚付。
小魚から大物まで数種類ございます。
お寿司もしくは特殊な調理法以外は無料です。）
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会員のみ

1人2枚まで

その他
P12

No.61

No.62 No.63チケット

No.64 チケット あっせん

あっせん

チケット

※写真はイメージです 

アフタヌーンティーセット

グランドホテル浜松 アフタヌーンティーセット券
（ＯＫ！ワーク特別メニュー）

2019ジュビロ磐田
オフィシャルカレンダー

開　催　日 1月15日（火）～2月28日（木）
会　　場 グランドホテル浜松
 12階ロチェスター
 11：30～14：00（13：30 LO/15：00営業終了）
枚　　数 100枚
価　　格 2,000円 （2,700円のところ）
受付期間 11月5日（月）～11月15日（木）　１７：００締切

サ イ ズ A2（59.4×42cm）13枚綴り（表紙+12ヶ月）
数　　量 40部
価　　格 1,000円 （一般1,850円のところ）
受付期間 10月23日（火）～10月29日（月）　１７：００締切
 ※お渡しは12月中頃の予定です。

開　催　日 10月27日（土）～6月30日（日）
 日没～21：00
枚　　数 500枚（会場：ホテルメインロビー中庭）
価　　格 会員・家族 600円 （800円～1,200円のところ）
 小学生 300円 (400円～600円のところ）
 ※幼児無料
受付期間 10月23日（火）～10月29日（月）　１７：００締切
※駐車場料金、入場券チケット持参者　乗用車1台200円かかります
※お渡しは11月になります。

つま恋リゾート 彩の郷
サウンド
イルミネーション入場券

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

No.65

会員と家族

数　　量 先着20冊 
価　　格 3,300円 （4,104円のところ）
※OK!ワークが差額を負担した価格となっております。
受付期間 10月24日（水）～ 11月6日（火）　17：00締切
※お届けは12月中旬から25日頃になります。

サンタワールドに住むサンタさんからステキな絵本をもらっちゃおう！
お子様に愛と夢を贈る世界で一冊の絵本です。絵本の中に、お子様やお友達の名前、住んでいる町の名前
が組み込まれ、サンタさんが優しく語りかける内容になっています。（9種類。国内より発送です。）

サンタクロースからの
クリスマスオーダーメイド絵本

※見本は事務局に
　おたずねください。

会員のみ

1人2組まで

取扱店など詳しくは下記の
アドレスよりご確認ください。
http://www.flowercard.jp/
（「花とみどりのギフト券」）

「花とみどりのギフト券」

枚　　数 200組（1,000円券2枚1組）
価　　格 会員 1,500円 （2,000円のところ）
有効期限　　2022年12月31日
受付期間 10月31日（水）～11月12日（月）　１７：００締切

お好きなときにお好きな花と
交換できるため、ギフトとして
様々な場面で喜ばれています。

ピスタチオのブリュレ・ラズベリーケーキ・オレンジロール・チーズタルト・マカロンサンド・紫芋のスコーン
静岡茶のマフィン・桜餅・生チョコレート・フルーツ・クロワッサンサンド・リーフサラダ・フライドポテト
コーヒー、紅茶
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会員のみ

No.66 No.67

No.68 No.69

No.70 No.71

チケット チケット

チケット チケット

チケット 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。
　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

中野翔太Piano×
田中拓也Saxophone
ラプソディ デュオコンサート

開　催　日 12月8日（土） 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 1,200円 （1,500円のところ）
 高校生以下 300円 （500円のところ）
受付期間 10月25日（木）～11月5日（月）　１７：００締切

「ラプソディ」をキーワードに繰り広げる
“クラシック音楽の楽しみ方発見コンサート”

朗読劇
「九十歳。
何がめでたい」

開　催　日 12月13日（木） 開演16：00
会　　場 グランシップ中ホール　大地（静岡市駿河区）　S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 10月25日（木）～11月6日（火）　１７：００締切

出演： 三田佳子、井上順
 石野真子、高田翔（ジャニーズJr.）
音楽： 藤原道山

トミカ博 in
　　NAGOYA

開　催　日 12月14日（金）～24日（月・休）
 平日10：00～16：00、土日祝9：30～16：00
 （最終入場は閉場30分前）
会　　場 吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
枚　　数 各20枚　　　　　　※2歳以下は入場無料
価　　格 大人（中学生以上） 800円 （前売り1,100円のところ）
 子ども（3歳～小学生） 600円 （前売り900円のところ）
受付期間 10月25日（木）～11月6日（火）　１７：００締切

仮面ライダー
スーパーライブ
2018

開　催　日 12月16日（日） ①10：30 ②14：00　時間を指定ください
会　　場 グランシップ大ホール　海（静岡市駿河区）　指定席
枚　　数 各20枚
価　　格 2,500円 （3,000円のところ）
※3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料。ただし、お席が必要な場合は有料。
受付期間 10月25日（木）～11月6日(火)　１７：００締切

～さあ、はじまる！ゆめのトミカワールド！！～

～音楽はもっと自由にもっと楽しくなる♪～

内　　容 1セット(オリジナルチキン8本+サラダ＋
 ケーキ+クリスマスプレート1枚)
枚　　数 60枚 (会員１人1セットまで)　
価　　格 3,400円 （4,100円のところ）
受　取　日 12月20日（木）・21日（金）
 22日（土）・23日（日・祝）・25日（火）(24日は受付できません)
※「事業参加申込書」の空欄に受取希望日と時間を記入してください。
受取指定時間 11:00～20:00　30分間隔で指定ください
 (ご希望に添えない場合がございます)
受取指定店舗 アピタ掛川店　※「会員証」提示の特典は付きません。
受付期間  10月26日(金)～11月7日(水)　17：00締切

ケンタッキー
X’mas
パーティバーレル

写真はイメージです。

©ＴＯＭＹ
「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

わんわん大サーカス
クリスマス
Special Show！

開　催　日 12月16日（日) ①11：00 ②14：30 時間を指定ください
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　自由席
枚　　数 各20枚
価　　格 大人 1,200円 （1,500円のところ）
 子ども（4歳～中学生） 400円 （650円のところ）
※3歳以下ひざ上鑑賞無料、ただしお席が必要な場合は有料。
受付期間 10月25日（木）～11月5日（月）　１７：００締切

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

世界で唯一の、ワンちゃんだけのサーカス団！！
玉乗り、たる転がし、大縄跳びなどなど、可愛い演技が盛りだくさん！
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【棒縛】太郎冠者：野村萬斎
主： 岡　聡史
次郎冠者： 内藤　連
後見： 飯田　豪

【六地蔵】すっぱ：野村万作
田舎者： 中村修一
すっぱ仲間： 野村太一郎/石田淡朗/飯田　豪
後見： 高野和憲

出演： 藤原竜也/高岡早紀/比嘉愛未
 前田亜季/中別府　葵/近藤公園
 尾崎　陸/小林正寛/佐藤　誓
 石田圭祐/浅利陽介/神保悟史
 西岡徳馬 他
作： アントン・チェーホフ
翻訳： 目黒　条
演出： 森　新太郎

森新太郎と初タッグを組む藤原竜也が4人の
女性の愛に溺れ、破滅していく教師役で新境
地に挑みます！

No.74

No.76

No.75チケット チケット

No.72 No.73チケット チケット

あっせん

緊急携帯食 THE P・A・D（ザ・パッド）あっせん

価　　　格 2,600円 （一般販売価格4,320円）
あっせん数 50セット （賞味期限　製造より3年）
受 付 期 間 10月24日（水）～11月2日（金）　１７：００締切
※お渡しは12月中頃の予定です。

野村万作・野村萬斎
狂言の夕べ

開　催　日 1月31日（木） 開演18：30
会　　場 磐田市民文化会館　S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 10月24日(水)～11月1日（木）　１７：００締切

「プラトーノフ」

開　催　日 3月9日（土） 開演18：00
会　　場 静岡市民文化会館　中ホール　Ｓ席
枚　　数 10枚（小学生以上）
価　　格 10,000円 （10,800円のところ）
受付期間 10月25日（木）～11月6日（火）　１７：００締切

“非常食とは備蓄するのではなく携帯するという新しい発想”
近年、年間を通した災害は増加傾向にあり、従来型の備蓄品と違い
美味しさにこだわった緊急携帯食です。

「御殿場高校スペシャル食」

・ 御殿場高校がパッケージデザインからメニュー考案と味を開発。
・ 被災後から48時間程度を生き抜くための最小限必要な飲食物が1人分入っています。
・ 持ち運びに便利な手提げ式。

■魅惑の味噌ステーキ（1袋1個入×2袋）■まったりバーガーバンズ（1袋2個入）■フワフワッフル（1袋2個入）
■チューイングガム■御紅茶（2本）■ペットボトルウォーター■紙皿（2枚）■折たたみコップ■スプーン■ナイフ■紙ナプキン
■ウエットティッシュ■マドラー■かんたん湯沸かし器本体■ヒート剤（2個）■スチームシェフ本体■ホイッスル

セット内容

ステージと会場が一体となって
盛り上がるファミリーステージです

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～が
やってきた！

開　催　日 1月20日（日） ①13：00 ②15：30　時間を指定ください
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　指定席
枚　　数 各20枚　【公演時間】約60分
価　　格 2,300円 （2,700円のところ）
※1歳以上有料。1歳未満のお子様は保護者1名につき1名ひざ上にて無料。
　ただし、お席が必要な場合は有料。
受付期間 10月25日（木）～11月6日（火）　１７：００締切

キエフ・クラシック
コレクション
「初春・バレエ
祝賀コンサート」

開　催　日 1月9日（水） 開演19：00
会　　場 菊川文化会館アエル　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 3,300円 （3,800円のところ）
受付期間 10月25日（木）～11月5日（月）　１７：００締切

©NHK
弦楽アンサンブルの生演奏をバック
に、ウクライナきってのバレエ・カン
パニー、キエフ・クラシック・バレエの
ダンサーを迎えた上質なプログラム
をお贈りいたします。
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「年金セミナー」開催のご案内
60歳以降の生活設計に役立つ年金、

健康保険、失業保険について、お話をします。
ご夫婦、お友達お誘いのうえ、お気軽にご参加ください。

講　師 池田清彦氏（生物学者、早稲田大学名誉教授）
と　き 平成30年11月13日（火）
 開場18時　開演18時30分
ところ 菊川文化会館アエル
定　員 1,200名
入場料 無料　※入場整理券が必要です
整理券配布開始日 10月15日（月）～（なくなり次第終了）

申請は接種後3ヶ月以内に！！　最終申請は3月25日（月）
早目に接種して申請しましょう！　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・菊川市内に限ります。
必ず領収書（コピー可）の提出をお願いします。（ＦＡＸ申請可）

屋根や壁の被害等、会員のお住まいの建物が被災すると保険の対象になるかもしれません。
まずはご連絡お願いします！　ＴＥＬ0537-35-0298
《ご用意ください》
①被災箇所の写真
②修理の内容がわかる見積もりまたは修理代の領収書
③罹災証明（無くてもＯＫです）
※被害の状況によって対象外の場合もございます。

OK!ワークからは4名出場いただきました。ありがとうございました。（敬称略）
　田嶋高行（菊川市）　鶴田　浩（菊川市）　長谷川計次（菊川市）
　牧野勝彦・ニアピン賞（掛川市）

グロス ネットHDCP順位 氏名 共済団体

9月12日（水）　葛城ゴルフ倶楽部　宇刈コース　10団体　65名

第22回静岡県勤労者福祉共済団体 合同ゴルフ大会

優　勝 前野智一 伊東市勤労者福祉共済会 91 20.4 70.6
準優勝 松山　進 島田榛北勤労者福祉共済会 84 13.2 70.8
3　位 小林昌広 浜松市・湖西市勤労者共済会 80 8.4 71.6
4　位 河部博己 （一財）富士市勤労者福祉サービスセンター 77 4.8 72.2
5　位 杉村明久 （一財）藤枝市勤労者福祉サービスセンター 87 14.4 72.6

文化講演会

事務局より

結果
報告

やがて消えゆく我が身なら
～生きにくい世の中を、快適に過ごすヒント～

インフルエンザ予防接種料補助受付中！

台風の被害は大丈夫でしたか？

御前崎市・菊川市（各商工観光課）／掛川市（産業労働政策課）
菊川文化会館アエル／掛川市生涯学習センター
文化会館シオーネ／OK!ワーク事務局へお申込みください。

整理券配布場所

と　　き 平成30年12月9日（日）10時～12時まで
と こ ろ 掛川市生涯学習センター　2階 第4会議室
定　　員 50名（申込順）
参 加 費 無料
申込締切 平成30年12月3日（月）
申込方法 電話またはＦＡＸで、お申込みください。

申込先
（一財）静岡県年金福祉協会

ＴＥＬ 054-251-2767 ／ＦＡＸ 054-251-2866

牧野さん　鶴田さん　田嶋さん　長谷川さん　

申請書・請求書は毎月25日までに提出してください。
翌月の17日の給付（土・日・祝日にあたる場合はその翌日）となります。
26日以降の提出については翌々月の給付になります。

補助金・給付金について

「ホンマでっか!? TV」でおなじみ！
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★印は複写の書類ですので、ＯＫ！ワーク事務局へご請求願います（TEL.0537-35-0298）
＊「同居親族」とは、会員の配偶者、または6親等内の血族もしくは3親等内の姻族とします。
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●保険金・弔慰金給付請求書
　（第22号様式）
★本人死亡・後遺障保険金請求書
　（第28号様式）
※その他の必要書類があります。
　事務局よりご説明いたします。

複写の書類があります。
FAX．申請できません。
郵送または持参願います。

FAX．申請できます。
（FAX0537-35-0300）または
郵送、持参願います。

●保険金・弔慰金給付請求書（第22号様式）
★住宅災害保険金請求書（第27号様式）
※その他の必要書類があります。
　事務局よりご説明いたします。

●保険金・弔慰金給付請求書
　（第22号様式）
★傷病休業保険金請求書
　（第26-1号様式）

●保険金・弔慰金給付請求書
　（第22号様式）

●祝金給付請求書（第21号様式）

結婚祝
20,000円

傘寿祝（80歳）
10,000円成人祝

10,000円

会員又は
配偶者の出産祝
10,000円

会員の子の
小学校入学祝
10,000円

会員の子の
中学校入学祝
10,000円

銀婚祝
10,000円

誕生日祝（55歳）
5,000円

還暦祝（60歳）
10,000円

誕生日祝（65歳）
5,000円

古稀祝（70歳）
10,000円

誕生日祝（75歳）
5,000円

米寿祝（88歳）
10,000円

こんなとき・・・給付金がもらえます

給付金の種類と請求書類

※詳しくはガイドブックの29ページ～をご覧ください。

※請求期限は3年間ですがなるべく早く請求しましょう。

お祝金

本人の保険金
家族の死亡弔慰金

請求漏れはありませんか？
（3年前の事由まで請求できます）

死亡・後遺障害
病気ケガによる休業（14日以上）
住宅災害（火災・自然災害等）
家族の弔慰金（配偶者・子・親）

内容 金額 請求書類 請求方法
200,000円
400,000円
600,000円
1,000,000円
100,000円
200,000円
400,000円
 600,000円
 1,000,000円
     10,000円
     20,000円
     25,000円
     35,000円
     50,000円
500,000円
150,000円
30,000円
50,000円
30,000円
10,000円
10,000円

     20,000円
 10,000円
   10,000円
     10,000円
     10,000円
     10,000円
     10,000円
    10,000円
     10,000円
     10,000円
      5,000円
      5,000円
      5,000円

疾病による死亡　65歳以上
疾病による死亡　65歳未満
不慮の事故による死亡
交通事故による死亡
上記以外の死亡（独自慶弔共済）
疾病による重度障害　65歳以上
疾病による重度障害　65歳未満
不慮の事故による障害
交通事故による障害
休業14日以上　30日未満
休業30日以上　60日未満
休業60日以上　90日未満
休業90日以上120日未満
休業120日以上
火 災 等
自然災害
床上浸水
配偶者の死亡
子の死亡
親の死亡(配偶者の親も該当)
住宅災害による同居親族の死亡＊    
 結 婚 祝
 子 の 出 生 祝
 子 の 小 学 校 入 学 祝
 子 の 中 学 校 入 学 祝
 成 人 祝（満20歳）
 銀 婚 祝（25周年）
 還 暦 祝（満60歳）
 古 稀 祝（満70歳）
 傘 寿 祝（満80歳）
 米 寿 祝（満88歳）
 誕 生 日 祝（満55歳）
 誕 生 日 祝（満65歳）
 誕 生 日 祝（満75歳）

上限

上限
上限

上限
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給付金・補助金の請求からお受け取りのながれ

○○○会社

○○○会社

お勤め先

OK!ワーク事務局

OK!ワーク事務局

全労済協会

保険制度改革で対象外となった「自殺・老衰等」の死亡についてOK!ワークから給付を行います。
疾病による死亡・交通事故による死亡・免責事由のない不慮の事故による死亡については今までどおり全福ネット慶弔共済保険で
給付を行っております。

●人間ドック受診料補助金交付申請書（第13号様式）
●受診者氏名が記入された医療機関が発行した領収書等

●インフルエンザ予防接種料補助金交付申請書
  （第33号様式）
●予防接種者の氏名が記入された医療機関が発行 
  した領収書等

●宿泊補助金交付申請書（第15号様式）

●受講料補助金交付申請書（第16号様式）
●受講料の領収書等

●退職金共済掛金補助金交付申請書（第20号様式）
●掛金の4回目から15回目を支払った事を証明
  できる書類
●生活資金等信用保証料補助金交付申請書
 （第18号様式）
●融資が実行された事がわかる書類

受診終了後
3か月以内

1年度1回
受診料自己負担
7,000円以上
1年度1回
申請期間は10月1日～3月25日
接種料1,000円以上
医療機関は掛川市、御前崎市、
菊川市内のみ

1年度1回
宿泊代一泊5,000円以上

1年度1回
受講料が5,000円以上

* 中退共または特退共と
 初めて契約したときのみ

* 労働金庫で融資を
 受けたとき
 信用保証料の2分の１

接種終了後
3か月以内

旅行終了後
3か月以内

受講料納付後
3か月以内

納入対象期間
終了後
3か月以内

融資実行後
3か月以内

7,000円人間ドック受診料

退職金共済掛金

生活資金等信用保証料

受講料(パソコンＮＨＫ学園
通信講座、ＳＢＳ学苑講座、
朝日テレビカルチャー)

インフルエンザ
予防接種料

宿泊（富士山静岡空港利用）

1,000円

2,000円

3,000円

2,000円

上限
3,600円

上限
7,000円

宿泊

●日帰り旅行補助金申請書（第15号―1号様式） 1年度2回まで　
会報にて推奨する日帰り旅行を利用2,000円日帰り旅行

こんなとき・・・補助金がもらえます ※詳しくはガイドブックの28・33・34ページをご覧ください。

補助金の種類と申請書類 ※毎年1回申請できます。＊一部例外有

人間ドック受診料 日帰り旅行・宿泊 受講料 退職金共済掛金 生活資金等信用保証料インフルエンザ予防接種料

内容 金額 申請期限 申請書類 条件

お勤め先

会員 （振込指定金融機関）

届出

お受け取り

請求

保険金・弔慰金のみ

振込

請求（3年以内）
（締切日：毎月25日）

振込
（締切日の翌月17日）

会員 （振込指定金融機関）

届出

お受け取り

請求（3か月以内）
（締切日：毎月25日）

振込
（締切日の翌月17日）

補助金

お祝金・本人の保険金・家族の死亡弔慰金

■お祝金はOK！ワークから給付し
ます。その他の保険金・家族の死亡
弔慰金は一般財団法人全国勤労者
福祉・共済振興協会（略称：全労済
協会）と共済契約を締結し、会員の
みなさんの会費から毎月掛金を支
払い、全労済協会よりOK！ワークを
通して給付します。
■給付金、補助金のお申込みは毎
月25日に締め切り、翌月の17日
（休日の場合は翌営業日）にお勤め
先の指定口座に振り込みます。
お勤め先よりお受け取り願います。

「OK!ワーク 独自慶弔共済」のご案内
●祝金
●全福ネット慶弔共済保険で対象外の本人死亡に「弔慰金100,000円」を給付します。

申請期間 ： 死亡日から3年以内
提出書類 ： ○本人死亡・後遺障害保険金請求書　○死亡診断書または死体検案書（写し可）
 ○保険金受取人と会員との関係が証明できるもの
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