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第21弾仲間を増やそう
キャンペーン
仲間を増やそう
キャンペーン

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 2月～3月

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！

今回は入会金が無料！！
3/1～4/1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）

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E-mail　ok-waku@za.tnc.ne.jp

ご 紹 介 先

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。 紹介日　　　　月　　　　日

受付締切　3月19日（火）事務局必着
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No.1
芦川村すずらん祭とホテルふじランチバイキング

日帰り

バスツ
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 5月19日（日）
集　　合 OK!ワーク西駐車場 6：50
募集人数 40人（最少催行人数30人）
添　乗　員 同行します
参　加　費 会員 6,900円 （8,900円のところ）
 同居家族 8,000円 友人 8,900円
受付期間 3月20日（水）～4月24日（水） １７：００締切

旅
行
企
画・実
施

お申し込みは、下記の旅行依頼書にお願いします。

※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。

旅行依頼書
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

※日本トラベルサービス（有）にFAXか郵送（〒439-0019菊川市半済980－2　ＦＡＸ0537-35-5152）してください。
　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

OK!ワーク西駐車場全　　　　　　人5月19日（日）
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
）

同
行
者

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

ツアーお申込みと参加費のお支払先は直接、旅行会社（日本トラベルサービス（有））様へとなります。

芦川村すずらん祭と
ホテルふじランチバイキング

芦川村すずらん（山梨県笛吹市「ニホンスズラン」の群生地） ホテルふじランチバイキング あさや葡萄酒ワイナリー

4月よりホームページがリニューアルします！
今までよりも見やすく簡単操作で閲覧できます。
最新のお得な情報もたくさん掲載します！
いつでもスマホで検索できます。
この機会にぜひご利用ください。

OK!ワーク西駐車場7：00発＝菊川IC＝（東名・新東名）＝新富士IC＝朝霧高原道の駅（休憩）＝芦川村（すずらん祭見物・山の斜面に約260万本のニホンスズラ
ンが咲き、本州一の規模を誇ります9：40～11：00）＝ホテルふじ（バイキングの昼食12：30～14：00）＝あさや葡萄酒ワイナリー（見学と試飲14：30～15：30）
＝（R52）＝新清水IC＝（新東名・東名）＝菊川IC=OK!ワーク西駐車場19：00着予定

https://ok-work.jp/
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No.2

会員のみ

会員のみ

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

No.3

No.2

チケット チケットNo.4

会員のみ1プランのみ2枚まで春のお食事券 チケット

A,Bプラン
共通要項

受付期間 3月4日（月）～3月8日（金） 17:00締切
申込方法 どちらかのプランのみ　1会員2枚まで
 「事業参加申込者」に明記して受付期間にFAXまたは郵送してください。
 結果は事業所へ連絡します。

お渡し期間 4月12日（金）～4月26日（金）　事務局にて参加費と引換えにお受け取り願います。
※会員のみ申し込みできます。定員オーバーしても抽選はいたしません。
　ご用意できない方のみ、受付期間後3日以内に連絡します。

利用期間 5月1日（水）～6月30日（日）
会　　場 葛城「北の丸」ダイニング
価　　格 四季彩昼膳  4,500円（5,400円のところ）
枚　　数 100枚

利用期間 発行より1年間
会　　場 掛川森林公園・アトリエ自然食ビュッフェレストラン
価　　格 1,300円（一般中学生以上 1,782円のところ）
枚　　数 250枚

葛城「北の丸」
　四季彩昼膳お食事券

掛川森林果樹公園・アトリエ
自然食ビュッフェお食事商品券

※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。
※時期により一部食材の変更がございます

会員のみ

1人2枚まで

注意：FAX･郵送先着順です！ 注意：FAX･郵送先着順です！
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 4月～9月（予定）
受付期間 3月7日（木）～3月13日（水）　17:00締切
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。
　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。

枚　　数 500円券 5枚1組
 先着 1,300組 （会員1人2組まで）
価　　格 5枚1組 2,000円（2,500円のところ）
受付期間 3月18日（月）～3月22日（金）　17:00締切
申込方法 ｢ジェフグルメカード購入申込書｣をFAXまたは
 郵送してください。

全国共通お食事券
「ジェフグルメカード」あっせん

Aプラン Bプラン

四季彩昼膳
箱膳、主菜、食事、
甘味、珈琲

NO3,No4
共通要項
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チャレ
ンジ教

室
Part1

※画像はイメージです
※器は変わる可能性があります

ボトル器サイズ：
直径約 10.3cm　高さ約 12.3cm

No.5

No.7 No.8

No.6

チケット チケット

チケット

魔法の美術館リミックス
～光と遊ぶ春のワンダーランド～

牧之原台地入植150周年記念 演劇公演
牧之原開拓史
～侍たちの茶摘み唄～

ドライフラワーボトル
「メイリウム」作り

開　催　日 3月16日（土）～4月7日（日）
 9：30～16：30（最終入場16：00・月曜休館）
会　　場 静岡市清水文化会館マリナート　1階ギャラリー
枚　　数 各20枚
価　　格 大人（高校生以上） 500円 （前売り800円のところ）
 こども（3歳～中学生） 400円 （前売り600円のところ）
 ※3歳未満入場無料
受付期間 2月25日（月）～3月7日(木)　１７：００締切

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

開　催　日 4月14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 各20枚
価　　格 大人 1,300円 （1,800円のところ）
 高校生・大学生 500円 （900円のところ）
 ※中学生以下　無料（自由席のみ）
受付期間 2月25日（月）～3月7日（木）　１７：００締切

開　催　日 4月17日（水）　19：00～20：30
会　　場 菊川市商工会館　会議室
募集人数 25人
参 加 費 会員  2,500円 （4,082円のところ）
 家族  3,000円   友人  3,700円
講　　師 はなまど本多花店（掛川市）
受付期間 3月1日（金）～3月11日（月）　１７：００締切

光＋アート×体験＝魔法の美術館。
見て、触って、楽しめる未来のアート
作品として、お子様から大人まで楽し
める内容です。さらに静岡県内初登
場作品も多く展示いたします。

ドライフラワーをビンに詰めてつくるボトルアレンジです。
お気にいりのドライフラワーを自由に組み合わせて、自分だけの「メイリウム」
を作りましょう！自分へのごほうびや母の日のプレゼントにも。

この地域の産業を支えた
牧之原台地の歴史演劇。
牧之原入植150周年を記
念して、牧之原茶園を手掛
けたサムライたちの姿を
描きます！幕末の地域の歴
史と、偉人たちの物語をお
楽しみください。

2019 J1 ジュビロ磐田
ホームチケット販売

県内共済団体西部合同事業

会　　場 ヤマハスタジアム　※7節・14節　エコパ
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)
※各受付期間共、最終日１７：００締切となっております。

節 日　時 対戦相手 受付期間

2/26(火）
　
3/11(月）
〜

4/1(月）
　
5/7(火）
〜

 7節 4/14 （日） 15：00 清水エスパルス 

 9節 4/28 （日） 15：00 北海道コンサドーレ札幌 

 14節 6/1 （土） 15：00 ヴィッセル神戸 3/15（金）～4/15（月）

 15節 6/15 （土） 19：00 ガンバ大阪

 17節 6/30 （日） 19：00 川崎フロンターレ
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No.9 No.10チケット チケット

No.11 No.12チケット チケット

No.13 No.14チケット チケット

劇団四季ファミリーミュージカル

「カモメに
 飛ぶことを
 教えた猫」

小林研一郎（指揮）
ハンガリー・ブダペスト交響楽団

美輪明宏 講演会
～生きやすい 生き方～

MIKI JAZZ Voice of Power

麻倉未稀’sジャズ

『奇跡の人』

開　催　日 ①5月3日（金・祝）開演17：00 ※時間を指定ください
 ②5月4日（土・祝）開演13：00
会　　場 静岡市清水文化会館マリナート　大ホール　S指定席
枚　　数 各20枚
価　　格 大人 5,000円 （5,400円のところ）
 子ども 3,000円 （3,240円のところ）
※子ども＝公演当日3歳以上小学校6年生以下。2歳以下の着席鑑賞は有料。
受付期間 2月25日（月）～3月6日（水）　１７：００締切

開　催　日 5月28日（火） 開演19：00
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 8,500円（9,000円のところ）
受付期間 2月25日（月）～3月7日（木）　１７：００締切

開　催　日 6月1日（土） 開演15：00
会　　場 アミューズ豊田ゆやホール　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 2月25日（月）～3月7日（木）　１７：００締切

開　催　日 6月5日（水） 開演19：00
会　　場 静岡市民文化会館　中ホール　　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 4,000円（4,320円のところ）
受付期間 2月25日（月）～3月7日（木）　１７：００締切

開　催　日 6月24日（月） 開演19：00
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 8,500円（9,000円のところ）
受付期間 2月25日（月）～3月7日（木）　１７：００締切

開　催　日 5月25日（土） 開演16：00
会　　場 浜松市浜北文化センター　　S席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 10,000円 （10,800円のところ）
受付期間 2月25日（月）～3月7日（木）　１７：００締切

【プログラム】 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ　第31番　変イ長調　Op.110
 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ　第32番　ハ短調　Op.111ほか

日・ハンガリー外交関係開設150周年記念！
炎のマエストロ・コバケンがハンガリーの名
門と臨む名曲プログラム！

悩まないで済む方法、そして簡単に
幸せになれる方法を美輪明宏が語
ります。
すべての人に向けられたアドバイス
の数々は、あなたのさらなる人生の
充実の助けとなるでしょう。

【出演者】麻倉未稀（Vo）
森丘ヒロキ（ピアノ）・澤田将弘（ベース）
齋藤たかし（ドラム）・吉田篤貴（ヴァイオリン）

【出演】 高畑充希/鈴木梨央/江口のりこ
 須賀健太/久保田磨希/青山　勝
 増子倭文江/原　康義/益岡　徹　他
【作】 ウイリアム・ギブソン
【翻訳】 常田景子　【演出】 森　新太郎

高畑充希がヘレンケラーを演じ、
話題となった「奇跡の人」
気鋭の演出家として活躍する森新太郎が、
高畑充希、鈴木梨央というキャストを迎え、
再び舞台化！

ひん死のカモメから卵を託された猫のゾルバ。
カモメと交わした3つの約束を果たすことはできるのでしょうか。

アクト・プレミアム・シリーズ2019
～世界の名演奏家たち～
ミハイル・プレトニョフ（ピアノ）

【出演者】
指揮：小林研一郎
ヴァイオリン＆チェロ：シャンドル＆アダム・ヤボルカイ
管弦楽：ハンガリー・ブダペスト交響楽団

国際的な脚光を浴び、
世界中の聴衆を魅了している
現在最高のピアニスト！
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■対　　象 会員と同居家族
■枚　　数 会員1人4枚まで（1会計年度　1回のみ申請）
■有効期限 2019年4月1日～2020年3月31日
■利用方法 パークチケット1枚につき「コーポレートプログラム利用券」を1枚利用できます。
 パークチケット料金から500円を差し引いた料金で購入できます。
■受取方法 利用日がきまりましたら「事業参加申込書」に利用予定日、利用される方全員の名前と
 枚数を記入してOK!ワーク事務局にてお受取りください。

■有効期限　2019年3月31日まで
今年度、申請されてない方で利用予定のある方は是非ご利用ください。
取扱窓口で販売している個人用パークチケットにご利用いただけます。チケットをお買い求めの際利用券を提出の
上、差額をお支払いください。※詳しくはH30年度OK!ワークガイドブックをご覧いただくかWEBサイトへ。

〈サンクス・フェスティバル〉パスポートと併せて使えばさらにお得！
H30年度「コーポレートプログラム利用券」在庫あります！！　
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ガイドブックを配付しますガイドブックを配布しますガイドブックを配布します

施設利用券のご案内

2019年度版
OK!ワーク

〒437-1522 静岡県菊川市嶺田2176-1  
TEL:0537-73-8511/FAX:0537-73-6577 祝日を除く 9：00～18:00  

（株）東遠保険コンサルタント代理店　担当：赤堀

3月末
発送予

定

事務局からのお知らせ

◉入会・退会は毎月25日締め。　共済・補助毎月25日締め、翌17日給付。
◉3月15日（金）は会費（4.5.6月分）の口座振替です。事前に引落口座の残高確認をお願いいたします。
◉お忘れなく！今シーズンのインフルエンザ予防接種料補助の申請期限は3月25日（月）です。

サンリオピューロランドよりお知らせ
2019年4月1日より「シニア（60歳以上）料金」※要身分証明書
「平日14時から入場アフタヌーン料金」「休日15時から入場アフタヌーン料金」を設定します。
休日料金日は、土日祝日と春・夏・冬休みなどサンリオピューロランドが指定した学校休日になります。

NHK学園よりお知らせ
NHK学園生涯学習通信講座をご利用の際は、
「全幅センター会員専用受講申込書」にてお申込みください。
※OK!ワーク会員の方はさらに「受講料補助金申請」できます。

「魚がし」契約終了のお知らせ 特典は3月31日をもって契約終了となります。

「常葉美術館」施設利用券
契約終了のお知らせ 移転に伴い3月31日をもって契約終了となります。

①勤務先名

あ
な
た
の
会
員
証

②事業所番号（会員証に記載）
③会員氏名

ガイドブックに綴じ込みになっています。
まず会員証をご覧になって①事業所名　②事業所番号　③会員氏名を記入しておきましょう!
※指定施設を無料または割引料金で利用できます。
　施設利用の際は、1回に付き1人1枚使用できます。
※ご利用の際は、利用年月日、事業所名、事業所番号、会員氏名、利用者氏名を必ず記入し　　
　区分に○をつけてください。(記入モレがある場合は使用できません。)
※いかなる理由でも再発行はしませんので、大切に保管してください。
※他人に譲渡したり、換金することはできません。
※有効期間は2019年4月から2020年3月、会員と登録家族が利用できます。
　現在お持ちの平成30年度分は、3月31日をもって期限切れとなります。

①施設利用券　②割引協力店のご案内　③OK!ワーク事業ご案内
④新規事業所紹介カード　⑤事業参加申込書

まず会員証をご覧になって　①事業所名　②事業所番号　③会員氏名を記入

（一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター
会員NO.12345-001

TEL.0537-35-0298
掛 川 菊 子



キッザニアとは
体験できる仕事やサービスは100種類!本格的な設備や道具を使って、こども達は大人のようにいろいろな仕事やサービスを体験
することができます。仕事をしたらお給料として専用通貨「キッゾ」がもらえます。キッゾは買い物を楽しんだり、サービスを受けたり
することができます。 http://www.kizania.jp/tokyo/
 キッザニア東京：東京都江東区豊洲2-4-9　アーバンドックららぽーと豊洲ノースポート3階
　　　 <お問い合せ先>キッザニア東京インフォメーションセンター　0570-06-4646（9：00～18：00）


