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日帰り

バスツ
アーNo.29

劇団四季「パリのアメリカ人」S席観劇と
名古屋城

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：馬渕弘行
〒437-0027袋井市高尾町6-19
TEL0538-43-5490

開　催　日 11月23日（土・祝）
集　　合 掛川市役所正面駐車場　6：40 
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 18,000円 （21,524円のところ）
 同居家族 20,000円 友人 21,000円
受付期間 6月26日（水）～7月9日（火）　１７：００締切
掛川市役所正面駐車場　6：50発＝磐田7：30発＝磐田ＩＣ＝<東名・名古屋第二環状・名古屋高速>＝吹上西ランプ
＝【名古屋城本丸御殿】（見学後、「金シャチ横丁」散策・お買物）9：40～11：10＝【割烹 うな善】（名物「ひつまぶし」
の昼食　徒歩6分）11：30～12：30＝【名古屋四季劇場】（「パリのアメリカ人」観劇/約2時間50分）12：40頃着
/12：30開場　13：00開演～15：50終演＝16：20頃発＝吹上西ランプ＝<名古屋高速・名古屋第二環状・東名>＝
磐田ＩＣ＝磐田18：30頃着＝掛川市役所正面駐車場19：10頃着

お申し込みは、下記の旅行依頼書にお願いします。

Vol.95
事業所数 1,069 事業所
会員数 5,947 人
（令和元年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 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

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

氏名

氏名

氏名

氏名

氏名

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

11月 23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

劇団四季「パリのアメリカ人」S席観劇と名古屋城

※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。（小林 唯）撮影：下坂敦俊

※コピーしてお使いください

*2019

（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
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No.30 No.31

No.32 No.33

No.34 No.35

第23回静岡県共済団体
合同ゴルフ大会

チャレ
ンジ教

室
Part3

チケットチケット

チケットチケット

県内共済団体西部合同事業

※キャディフィー、カートフィー、パーティー代、
　参加賞、消費税含。
　軽食とソフトドリンクを用意
　（アルコールの用意はありません。）
※昼食代は個人で当日別精算です。

※試食は3色できますが、お持ち帰りは3色のうちの作成した1色になります。
　豆腐が固まって持ち帰るまでに多少のお時間がかかりますのでご了承ください。

地元の大豆を使った

彩り豆腐づくり
体験

開　催　日 8月4日（日） 10：00～12：00
会　　場 とうもんの里　現地集合解散
募集人数 12人（小学生以上）
参　加　費 会員・同居家族 400円 （700円のところ）
 友人  700円 ※持ち帰り容器・袋付き
受付期間 6月28日(金)～7月11日(木)　１７：００締切

開　催　日 9月11日（水） スタート8:28～
会　　場 リバー富士カントリークラブ　現地集合解散
 富士市北松野4222-10　TEL0545-85-3371
募集人数 8人
参　加　費 会員 15,500円 （18,500円のところ）
 家族 16,500円 友人 18,500円
受付期間 7月5日(金)～7月25日(木)　１７：００締切

枚　　数 各20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26日(水)～7月12日(金)　１７：００締切
 ※チケットお渡しは7月末頃です

デイチケット利用期間 

 7月13日(土)～9月23日(月・祝) 9:00～17:00
 ※9月は土日祝日のみ営業
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 （1,900円～2,500円のところ）
 小人（3歳以上） 700円 （1,000円～1,500円のところ）
受付期間 6月26日(水)～7月8日(月) １７：００締切

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

会員のみ

入場有効期限
2020年8月31日　 

枚　　数 300組　（会員1人1組まで）
価　　格 4,500円 (1組1,000円×5枚　5,000円のところ)
受付期間 6月28日（金）～7月4日（木）　１７：００締切

有効期限
2023年12月31日　 

2019 J1 ジュビロ磐田こども商品券

会　　場 ヤマハスタジアム  枚　　数 　各15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)
受付期間 7月1日(月)～7月23日(火)　１７：００締切

 25節 8/31（土） or 9/1（日）19：00 サンフレッチェ広島
節 日　時 対戦相手

※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。

全国5,500の加盟店で玩具、
ベビー・子供用品、遊園地の入
場券などにご利用いただける
ギフト券です。

利用加盟店：杏林堂・松坂屋・アピタ・イオン・トイザらス　他
詳細はネットで検索ください こども商品券

ホームチケット
販売

3色（黄色：とうもろこし、緑色：ほうれん草、
橙色：にんじん）の豆腐を作ります。
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No.36 No.37

No.39No.38

No.41

No.40

No.42

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

日本列島をゆるがす中高年のアイドル
「綾小路きみまろ」。笑い充満！！
ノンストップトーク舌好調！！
リズムよく繰り出される毒舌漫談と、扇
子を持った独特の動きで会場を笑いの
渦に巻き込むこと間違いなし！！

ヴァイオリニスト高嶋ちさ子が立ち上げた“観ても、聴いても、美し
く、楽しい”ヴァイオリン・アンサンブルのコンサート！
クラシックの敷居の高さを払拭し、クラシック音楽やヴァイオリンを
より身近に感じていただけるコンサートです。

サンリオピューロランドがお贈りする
アニバーサリーイヤー♪
たくさんのハローキティをお楽しみ下さい！

「恐竜王国ふくい」の福井県立恐竜博物館
が所蔵する貴重な骨格標本を中心に、恐
竜が生きた三畳紀、ジュラ紀、白亜紀の各
時代から多彩な標本なども、生体模型や
恐竜ロボットもあわせて展示。
体験コーナーや化石タッチコーナーなど
もあり、是非夏休みに！！

※「キッズアートプロジェクトしずおか」ミュージアムパスポート提示で静岡県の小学生無料
※70歳以上：当日ご購入時証明書提示で、当日券料金（1,200円）の半額
※障がい者手帳等所持者及びその介護者1名無料 ※小学生未満無料

会員のみ

1人2枚まで

開　催　日 9月18日（水） 開演14：00
会　　場 静岡市民文化会館　大ホール　S席
枚　　数 20枚（18歳以上）
価　　格 5,300円 （5,800円のところ）
受付期間 6月26日（水）～7月８日（月）　１７：００締切

有効期限 7月13日（土）～9月30日（月）
 ※休館日9/4（水）、5（木）、11（水）、12（木）
 パスポート（ご入場と各アトラクションがお楽しみ頂けます）
枚　　数 30枚
価　　格 大人・小人・シニア共通 2,000円
 大人（18歳～59歳） 【通常料金 平日3,300円・休日3,800円】のところ
 小人（3歳～高校生） 【通常料金 平日2,500円・休日2,700円】のところ
 シニア（60歳～） 【通常料金　平日・休日2,200円】のところ
 ※2歳以下無料
受付期間 6月26日（水）～7月８日（月）　１７：００締切

高嶋ちさ子
12人のヴァイオリニスト

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2019

サンリオピューロランド
パスポートチケットあっせん

開　催　日 9月21日（土） 開演18：00
会　　場 竜洋なぎの木会館　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26日（水）～7月8日（月）　１７：００締切

開　催　日 9月16日（月・祝） 開演15：00
会　　場 静岡市民文化会館　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 5,400円 （5,800円のところ）
受付期間 6月26日（水）～7月8日（月）　１７：００締切

CASIOPEA3rd
& m.s.t.

開　催　日 7月13日（土）～9月8日（日）
 9：30～17：00（最終入場16：30）
会　　場 浜松市美術館
枚　　数 各20枚
価　　格 大人 800円 (前売り1,000円のところ)
 高・大・専門学校生 400円 (前売り600円のところ)
 小・中学生 300円 (前売り400円のところ)
受付期間 6月26日（水）～7月8日（月）　１７：００締切

開　催　日 7月27日（土）～9月1日（日）
 9：30～16：30（最終入場16：00）
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 (前売り1,100円のところ)
 中学生以下 400円 (前売り600円のところ)
 ※3歳以下入場無料
受付期間 6月26日（水）～7月8日（月）　１７：００締切

木梨憲武展
Timing－瞬間の光り－

浜松恐竜ワールド2019

【木梨憲武展】01_感謝
※（c）NORITAKE KINASHI

開　催　日 10月5日（土） 開演18：00
会　　場 静岡市民文化会館　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 8,300円 （8,800円のところ）
受付期間 6月26日（水）～7月8日（月）　１７：００締切

髙橋真梨子 ©'76,'19 SANRIO APPROVAL No.P1105147
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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（8:10）－伊良湖（メロン1玉狩り・メロン1/2カットご賞味）－伊良湖岬（散策）－伊良湖（昼食バイキング）
－道の駅田原めっくんはうす（ショッピング）－ちくわの里（ねりものつめ放題・ショッピング）－浜松（18:00頃）

浜松（6:50）－胡麻の郷（ショッピング）－伊吹山（山頂を自由散策）－関ヶ原（5つの牛ギュウ食べ放題の昼
食）－南宮大社（自由参拝）－道の駅パレットピアおおの（季節の野菜つめ放題）－浜松（19:40頃）

浜松（6:40）－山梨FUJIフルーツパーク（バームクーヘン試食）－一宮（昼食、野菜つめ放題、フルーツゼリー
つかみどり）－笛吹市・甲州市周辺（フルーツ狩り）－河口湖（散策）－ワイナリー（ワイン試飲）－浜松（19:00頃）

浜松（※6:40）－世界遺産三保松原・みほしるべ（散策・見学）－清水港～＜駿河湾フェリー＞～土肥港―土
肥金山（昼食・入場）－三島（休憩）－柿田川湧水（散策）－浜松（19:00頃）

出
発
日

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 TEL0537-35-5151
 ★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）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
★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）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

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.1776

渥美半島の新鮮野菜旬菜ランチバイキングと

完熟メロン狩り

出発日

旅行代金

7月 21・27  8月 11

7月 5・7・15・20・23・30
8月 9・11・14・17・21・24

土日も追加料金なしでお得!! 7,980円
土日も追加料金なしでお得!!

 8,980円

乗車地　掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松西

・時期、天候によりメロン狩りができない場合、お土産に変更となります
・4才以上の幼児は昼食代500円現地現金払い ※写真はイメージです。

乗車地
浜松駅・浜松IC・磐田・掛川

7月 2・13・16・21・24・28
8月 3・13・15・16・22・31

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.1533

甲州ゴールデンルート
旬のフルーツ食べ放題!!

・3才以上の幼児は白桃・巨峰狩り代650円
 現地現金払い＜PTあり＞ ■東行き

えんてつバンビツアー No.2700

爽快伊吹山ドライブウェイと
5つの牛ギュウ食べ放題と
岐阜県最大級の道の駅でつめ放題

・4才以上の幼児は昼食代1,350円現地現金払い　　　＜PTあり＞
・荒天等により伊吹山ドライブウェイが通行止めの場合、行程が変更となります

■西行き

えんてつバンビツアー No.1826

開港120周年の清水港と

伊豆・駿河満喫ハイライト

※8/13～18、土日祝出発は浜松（6:20）発
・荒天等によりフェリーが欠航の場合は、行程の順路が変更となります＜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 土日も追加料金なしでお得!! 8,980円 土日も追加料金なしでお得!! 9,280円

7月 15・21・24・28
8月 7・10・15・20

乗車地
掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松西

（お1人様）

8月10・13・15・31
出発日

乗車地　浜松駅・浜松IC・磐田・掛川

8月3・12・16・18
乗車地　浜松西・浜松IC・袋井・菊川・吉田

旅行代金
（お1人様）

8/24/31は
必ず出発

安心の出発確定安心の出発確定

ちょっぴり
プレゼント

ミニクロワ
ッサン2個

西伊豆
 土肥

7月出発
浅間白桃狩

り食べ放題
!!

8月出発
巨峰狩り食

べ放題!!
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7/13～8/9､8/19～8/31､9月土日祝 8/10～8/18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]

¥1,000 (¥1,300) ¥1,000 (¥1,500)

¥1,900 (¥2,500)

   ¥700    (¥900)

¥1,200 (¥1,400)

¥1,900 (¥2,300)

   ¥700   (¥700)

¥1,200 (¥1,200)

¥2,300 (一般販売なし)

¥1,300 (一般販売なし)

ナイターチケット
(17：00～営業終了)

大人 [中学生以上]

子供 [3歳以上]
◆ご利用の際は必ず会員証をお持ちください
◆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
◆7/13・14・15・20・21・27・28　8/1～31の期間は21：00まで営業

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（土）～9月23日（月・祝）9：00～20：00
※9月は土日祝日のみ営業

◎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

会員証提示にて

事務局からのお知らせ

①事業所名
②事業所番号
③会員氏名
④利用者氏名

①事業所名②事業所番号③会員氏名④利用者氏名を必ず記入してください
★会員と登録家族が利用できます。親戚・友人・知人の方は使えません。
※他人に譲渡したり換金することはできません。
　このような事態が認められた場合は差額を請求し、お支払いいただく場合が
　ございます。ご理解ください。
★1人1回のご利用枚数は1枚です。1度に複数枚は使用できません。

◎「施設利用券」ご利用の際はご注意願います！

会員の皆さんがろうきんの生活資金等を借り入れた場合、勤信協等に支払う信用保証料の
一部を補助します。（融資実行額500,000円以上）

◎生活資金等信用保証料補助事業について

ホームページからダウンロードしてお使いいただくか、お手元の申請用紙はしばらくの間、
修正していただきますようお願いいたします。

◎申請用紙の元号について

合併日 6/24（月）～
■事業参加費振込先：島田掛川信用金庫　菊川支店　普通預金　１０４３８５８
　名義： 一般財団法人　小笠掛川勤労者福祉サービスセンター　　ザイ） オガサカケガワキンロウシャフクシ
■入会金・会費振込先：島田掛川信用金庫　菊川支店　普通預金　１０６６６３２
　名義： 一般財団法人　小笠掛川勤労者福祉サービスセンター　　ザイ） オガサカケガワキンロウシャフクシ
　※会費振替口座については自動的に読み替えますので手続きは不要です。

◎信用金庫合併に伴う振込先名の変更について

・補助額：勤信協等に支払った信用保証料の額の1/2（ただし7,000円を上限）
・申請手続：「生活資金信用保証料補助金交付申請書」（第18号様式）を融資実行3ヶ月以内にＯＫ！ワークに提出してください。

※詳しくはガイドブック（ｐ33）をご覧ください。申請用紙が新しくなりました。
　ホームページからダウンロードしていただくか、事務局にお尋ねください。



6
Ⅰ．資産の部 
 １．流動資産 
    現金 32,600
    普通預金 27,246,608
    未収金 326,000
　　未収会費 5,600
　　前払金 41,400
    前払費用 12,000
    前払手数料 35,906
    立替金 1,686
       流動資産合計 27,701,800
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 5,212,641
 　特定資産合計 5,212,641
 （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 55,459,609
    資産合計 83,161,409
Ⅱ．負債の部 
 １．流動負債 
 未払金 5,037,050
 未払費用 570,274
 前受金 47,800
 前受会費 13,654,400
 前受入会金 2,000
 預り金 61,020
 流動負債合計 19,372,544
 ２．固定負債 
 固定負債合計 0
　　負債合計 19,372,544
Ⅲ．正味財産の部 
 １．指定正味財産 50,000,000
 ２．一般正味財産 13,788,865
　　正味財産合計 63,788,865
　　負債及び正味財産合計 83,161,409

平成30年度 決算概要

■貸借対照表 平成31年3月31日現在（単位：円）
科　　目 金　　額

平成30年4月1日～平成31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 99,761,310円
当期経常費用合計額 97,998,330円
　　　　　差引 1,762,980円

入会金(0.30％）

事業収益
(0.48％）

（単位：円）

（単位：円）

令和元年5月10日開催の令和元年度第1回理事会及び5月27日開催
の令和元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(57.30％）負担金
（14.50％）

共済事業
(13.05％）

市補助金
(14.33％）

諸収入　(0.01％）
財産運用(0.03％）

健康維持増進支援
（17.25％）

調査・情報提供事業
（3.77％）

余暇活動支援
（19.98％）

自己啓発支援
（0.56％）
財産形成・
老後生活支援
（0.01％）

共済給付事業費
（39.16％）

事業運営費
（14.63％）

管理運営費
（4.64％）

 31,500 253,000 57,164,000 485,629 14,465,700 13,051,344 14,300,000 10,137 99,761,310

 0.03  0.30  57.30  0.48  14.50  13.05  14.33  0.01  100.00

 16,904,273 19,584,044 554,478 5,400 3,694,485 38,372,420 14,334,047 4,549,183 97,998,330

 17.25  19.98  0.56  0.01  3.77  39.16  14.63  4.64  100.00 

令和元年度役員紹介
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 溝口尚美　　　小野田明人　　　鈴木和則 
OK!ワーク事務局 五島將行

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 鈴木知洋

※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

令和3年5月まで

評議員(11名～15名)
任期4年

令和3年5月まで

監事(2名以内)
任期4年

令和3年5月まで



7 829 412,670
 205 102,500
 109 54,500
 101 20,200
 76 22,120
 30 15,000
 7 700
 1,357 627,690
 １５，２９１ ７，０８０，９４０

 3,853 1,926,500
 3,669 1,796,000
 1,425 593,500
 1,255 613,500
 749 328,950
 741 360,700
 413 169,330
 390 96,380
 303 118,350
 182 73,990
 182 85,400
 94 28,200
 85 20,700
 27 5,100
 16 8,000
 11 2,900
 8 1,500
 0 0
 13,403 6,229,000

 156 74,250
 119 57,250
 60 12,000
 55 27,500
 54 16,200
 38 19,000
 21 6,700
 12 6,000
 7 2,100
 5 2,500
 3 450
 1 300
 531 224,250

■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
2019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 54 1,080,000
出生祝 116 1,160,000
小学校入学祝 159 1,590,000
中学校入学祝 223 2,230,000
成人祝 21 210,000
銀婚祝 81 810,000
還暦祝 142 1,420,000
古希祝  122 1,220,000
傘寿祝 16 160,000
米寿祝 5 50,000
満55歳誕生祝 115 575,000
満65歳誕生祝 108 540,000
満75歳誕生祝 36 180,000

★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

会員証提示にて  700円～2,300円
　詳しくは5ページをご覧ください

補助券にて　1,000円～5,500円
　補助券はＯＫ！ワーク事務局にあります

補助券にて　940円～4,760円
　補助券はＯＫ！ワーク事務局にあります

「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（土）～9/23（月・祝）

6/29（土）～9/30（月）

6/29（土）～9/24（火）

7/13（土）～15（月・祝）
7/20（土）～8/25（日）

6/30（日）～9/1（日）
9/7（土）・8（日）

7/20（土）～8/25（日）

7/20（土）～8/18（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

0570-09-7117

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30年度　事業報告

1 掛川花鳥園
2 浜名湖パルパル
3 加茂荘　花鳥園
4 はままつフラワーパーク　　
5 掛川城天守閣・御殿
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 37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 東遠カルチャーパーク　さんりーな・トレーニング室
8 島田市田代の郷温泉　伊太和里の湯　
9 22世紀の丘公園　たまり～な
10 南体育館　し～すぽ
11 さんりーな・プール
12 サンフレンド　遊湯の里　
13 安養寺運動公園プール
14 しおさい竜洋
15 静岡カントリー(ゴルフ)
16 大東総合運動場プール
17 浜名湖ロイヤルホテル入浴施設　雄踏温泉
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 ふじのくに茶の都ミュージアム
4 静岡カントリー（カルチャー）
5 ステンドグラス美術館
6 アクティ森
7 磐田市香りの博物館　（入館・体験）
8 常葉美術館
9 ステンドグラス美術館・二の丸美術館セット券
10 磐田市新造形創造館
11 菊川市黒田家代官屋敷資料館
12 吉岡弥生記念館
 【自己啓発施設　小計】

利用施設名 利用者数 補助金額（円）

 320 160,000
 121 36,300
 113 11,300
 34 6,800
 ５８８ ２１４，４００

 5 154
 2 69
 7 223

 7 133
【合計】 7 133

人間ドック 1,249 8,743,000
インフルエンザ 1,389 1,389,000
施設利用券 15,879 7,295,340
宿泊 1,071 2,142,000
宿泊
(静岡空港利用) 181 543,000
日帰り旅行 48 96,000
受講料 16 32,000
信用保証料 0 0
退職金掛金 2 5,400
【合計】 19,835 20,245,740

 54 1,254
 8 817
 2 28
 2 213 
 2 40
 1 31
 15 308
 2 3,860
 通年 31
 1 1,086
 87 7,688

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
4 名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク
 【補助券　合計 4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 3,500,000
障害保険金 1 200,000
傷病休業14日～29日 36 360,000
傷病休業30日～59日 31 620,000
傷病休業60日～89日 11 275,000
傷病休業90日～119日 7 245,000
傷病休業120日以上 26 1,300,000
休業（日数訂正） 1 5,000
住宅災害(火災等) 3 700,000
住宅災害(自然災害) 149 2,235,000
住宅災害(床上浸水) 0 0

●お祝金 件数 金　額（円）

配偶者 13 650,000
子 3 90,000
親 251 2,510,000
住宅災害による同居家族 0 0

【合計】 1,743 23,915,000
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キャンペー
ン期間

  6月10日（
月）

　　〜
10月31日（

木）


