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①事業所名
②事業所番号
③会員氏名
④利用者氏名

会員のみ

会員1人1ケース

★エンディングノート
プレゼント！

★エンディングノート
プレゼント！

★エンディングノート
プレゼント！

Vol.97
事業所数 1,063 事業所
会員数 5,865 人
（令和元年10月1日現在）

11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

*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

No.57 No.58あっせん

開　催　日 11月30日（土）11：00～13：00（予定）
会　　場 富士葬祭　菊川　（菊川市堀之内1034-49）
募集人数 20人（どなたでも。家族、友人お誘いください）
参 加 費 無料 
受付期間 10月24日（木）～11月6日（水）　１７：００締切

価　　格 1,300円（一般税込み価格 1,879円）
あっせん数 60ケース（1丁290g 1ケース12丁入り）
受付期間 10月30日（水）～11月8日（金）　１７：００締切
※ＯＫ！ワーク事務局でのお渡しとなります。お渡しは11月末頃の予定です。

森永
絹ごしとうふ

終活セミナー＆
料理試食会

ご参加ください 参加者大募集！

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！◎

・厳選された丸大豆で豊かな香りとなめらかな食感
 ※遺伝子組み換えでない丸大豆使用
・保存料不使用なのに製造から6か月間の長期保存
 毎日の食卓にらくらくストック!
・非常用にも役立ちます

いざという時のために！
お葬式について知っておきたい事。
初めての終活・家族葬について等。

10：30～受付開始　11：00～セミナー開始　12：00～試食会　13：00解散予定

チャレ
ンジ教

室
Part8

常温保存×長期保存だから

「常温保存可能」な
お豆腐です！

※写真はイメージです
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その他
P12

No.59

No.61 No.62

No.60

No.63 チケット チケット

チケット

あっせんチケット

開　催　日 12月14日（土）9：30～11：30
会　　場 とうもんの里（掛川市山崎233）　現地集合
講　　師 翠古園　市橋公之氏
募集人数 15人
参 加 費 会員 2,500円 （4,000円のところ）
 同居家族 3,000円 
受付期間 10月28日（月）～11月11日（月）　１７：００締切

お正月
寄せ植え

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.64

2020
ジュビロ磐田

サ イ ズ A2（59.4×42cm）13枚綴り（表紙+12ヶ月）
数　　量 40部
価　　格 1,100円 （一般1,900円のところ）
受付期間 10月23日（水）～10月30日（水）　１７：００締切
 ※お渡しは12月中頃の予定です。

開　催　日 10月26日（土）～6月30日（火）
 日没～21：00
枚　　数 300枚（会場：ホテルメインロビー中庭）
価　　格 会員・同居家族 600円 （800円～1,300円のところ）
 小学生 300円 (400円～700円のところ）
 ※幼児無料
受付期間 10月22日（火）～10月30日（水）　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

会員と家族

数　　量 先着15冊 
価　　格 3,400円 （4,180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（木）～ 11月6日（水）　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
ております。また、最初のページには、受け取られる方のお名前とメッセージ（30文字）を入れることもできます。

サンタクロースからの
クリスマスオーダーメイド絵本

内　　容 1セット(オリジナルチキン8本+特製えびグラタン
  　　　　　+トリプルベリーのティラミスケーキ）
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21日（土）・22日（日）・23日（月）・25日（水）
 (24日（火）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25日（金）～11月7日（木）　17：00締切

ケンタッキーフライドチキン
クリスマス
パーティバーレル

アクト・プレミアム・シリーズ2019
～世界の名演奏家たち～

開　催　日 12月9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 5,500円（6,000円のところ）
受付期間 10月24日（木）～11月6日（水）　１７：００締切

オフィシャルカレンダー

（ピアノ）

チャレ
ンジ教

室
Part9

シプリアン・
　　 カツァリス2019年新作

※絵本は9種類からお選び
　いただけます。
　見本は事務局におたずね
　ください。

※写真はイメージです
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会員のみ

会員1人2枚まで

No.65 No.66

No.67 No.68

No.69 No.70

チケット チケット

チケット チケット

チケット チケット

チームラボ★
学ぶ！未来の遊園地と、
花と共に生きる動物達

開　催　日 11月30日（土）～2月16日（日）
 9：30～17：00（入場は16：30まで）
 休館日：毎週月曜日【1/13（月・祝）は開館】
 毎月第3金曜日、12/29（日）～1/3（金）、1/14（火）
会　　場 名古屋市科学館
枚　　数 各20枚　※小学生未満無料
価　　格 一般 1,100円 （前売1,400円のところ）
 高大生 500円 （前売700円のところ）
 小中生 200円 （前売400円のところ）
受付期間 10月24日（木）～11月6日（水）　１７：００締切

トミカ博 in
　NAGOYA

開　催　日 12月13日（金）～22日（日）
 平日10：00～16：00、土日9：30～16：00
 （最終入場は閉館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1,100円のところ）
 子ども（3歳～小学生） 600円 （前売900円のところ）
 お一人様チケット1枚で期間開催中1日のみ入場可能
受付期間 10月24日（木）～11月6日（水）　１７：００締切
※上記料金には入場記念トミカを含みます。（有料入場者のみ/無料入場の方を除く）
※入場記念トミカは生産上の都合等により、直前に変更になる場合がございます。

 ～まちをまもるクルマ大集合!～

© TOMY  「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

クラシック初心者の方でも気
兼ねなく楽しめるプログラム
を、仲道郁代の軽快なトーク
と共にお届けします。もちろ
んクラシック上級者の方も魅
力溢れるプログラムに満足す
ること間違いなし! 

落語ファン待望の寄
席企画!
人情噺に定評のある
お二人の貴重な高座
をお見逃しないよう
に。

デビュー50周年記念
南こうせつ
コンサートツアー
2020
～いつも歌があった～

開　催　日 令和2年2月8日（土） 開演17：00
会　　場 掛川市文化会館シオーネ　大ホール　指定席
枚　　数 30枚
価　　格 4,500円 （前売一般5,000円のところ）
受付期間 10月24日（木）～11月5日（火）　１７：００締切

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
Vol.1 ベートーヴェン&ショパン

開　催　日 令和2年1月8日（水） 開演18：45
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 3,500円 （4,000円のところ）
受付期間 10月24日（木）～11月6日（水）　１７：００締切

菊川アエル寄席
～さん喬・正蔵 二人三脚!～

開　催　日 令和2年2月23日（日） 開演14：00
会　　場 菊川文化会館アエル 大ホール 指定席
枚　　数  各20枚
価　　格 一般 3,000円 （3,500円のところ）
 高校生以下 1,300円 （1,500円のところ）
受付期間 10月24日（木）～11月5日（火）　１７：００締切

梅沢富美男劇団特別公演

梅沢富美男＆
研ナオコ

開　催　日 令和2年2月7日（金） 開演①14：00　②18：00
会　　場 静岡市民文化会館　指定席
枚　　数 各20枚（小学生以上）
価　　格 4,900円（6,800円のところ）
受付期間 10月24日（木）～11月6日（水）　１７：００締切
 ※時間を指定ください

ⓒKiyotaka Saito

アッ！とおどろく夢芝居
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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（7:00）－犬山（散策）－名古屋（ホテルビュッフェの昼食）－徳川美術館（特別展の見学）－名古屋城
（本丸御殿案内人付見学・金シャチ横丁散策）－浜松（19:55頃）

浜松（6:40）－芦ノ湖（車窓）－箱根恩賜公園（散策）－箱根神社（参拝）－箱根湯本（昼食）　＜箱根登山
電車＞　強羅駅　＜※ケーブルカー＞　早雲山駅ー仙石原（車窓）ー浜松（19：20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）－ふじさんデッキ（入場）－桔梗屋（工場見
学・桔梗信玄餅つめ放題）－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 TEL0537-35-5151
★（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　2階 TEL0537-36-2225

★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
★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.2895

本丸御殿を特別に鑑賞＆
徳川美術館の特別展を見学

出発日

旅行代金

11月3・27・30 11月1・2・3・8・16・20・23・25・29　　
12月1・3

土日も追加料金なしでお得!! 9,980円

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!! 7,980円

土日も追加料金なしでお得!! 8,380円

乗車地　掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松西

・3才以上の幼児は昼食代500円現地現金払い
・犬山散策時の有料施設等の入場料は旅行代金に含まれます
・徳川美術館特別展の時期・内容等が変更となる場合があります

・3才以上の幼児は昼食代550円、登山電車+ケーブルカー
 乗車代410円現地現金払い
 ※12/2・4出発はケーブルカー乗車がありません
・登山電車とケーブルカーは自由席のため立ち席となる場合があります
・荒天等により各種乗り物が運休の場合、行程が変更となります

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

出発日 乗車地　浜松西・浜松IC・磐田・袋井・掛川

BP除外　■西行き

えんてつバンビツアー No.2650

富士河口湖「ふじさんデッキ」話題沸騰！

桔梗信玄餅つめ放題

・３才以上の幼児は昼食代900円現地現金払い

・4才以上の幼児は昼食代600円現地現金払い

＜PTあり＞　■東行き

えんてつバンビツアー No.1520

箱根神社・芦ノ湖・恩賜公園・仙石原・
登山電車＆
ケーブルカー

えんてつバンビツアー No.2593

紅葉ミステリー
　　　　 2019

※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8・9・20・27    12月2
乗車地　浜松駅・浜松IC・磐田・掛川

11月1・15・21・23 　12月4
乗車地　浜松西・浜松IC・袋井・菊川・吉田

（お1人様）

11月3・9・22・23・30出発日 乗車地　掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松西

旅行代金
（お1人様）

新スポッット

＜PTあり＞　■東行き

ちょっぴり
プレゼント

桜えびせんべい

旬のスポットへ！！
　　　　　さぁ行こうよう♪

・ ・ ・ ・

浜松（6:40）－　♪行き先は当日までのお楽しみ♪　－浜松（18:00頃）
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事務局からのお知らせ

☆「つま恋リゾート彩の郷 森林の湯」営業時間帯等の変更について

☆一部利用料金の変更について

☆営業終了のお知らせ

  ◇「掛川花鳥園」

◇かんぽの宿浜名湖三ケ日 令和元年12月19日までの営業となります。

営業時間曜日

平日
（祝日含）

平日
（祝日含）

土日

土日

区分

大人

小学生

利用区分 一般料金 会員証提示 施設利用券

一般料金（会員証提示にて） 施設利用券
6：30 ～8：00 （最終入館7：30） ※8：00～12：00休館
12：00～23：00
早朝（6：30～7：30）に入館するとお得! 23：00まで
8:00～23：00
6：30 ～8：00 （最終入館7：30） ※8：00～12：00休館
12:00～23：00
6：30～23：00

※早朝時間帯の会員証提示の割引はありません。
※入館により金額が変わります。詳しくは施設かOK!ワーク事務局までお問い合わせください。

※会員証提示は会員証1枚につき5名様までです。
　60才以上の方は年齢を証するものを提示願います。

 ◇「川根温泉ふれあいの泉」

施設名 利用区分 一般料金 施設利用券

※小人は小学生

大人
（中学生以上）

大人

小人

大人

小人

大人

小人

小人
（小学生）

60才以上
浴場

バーディーゾーン

浴場+
バーディーゾーン

1,300円

600円

1,000円

1,200円

550円

950円

520円

310円

730円

310円

1,040円

520円

10円

無料

200円

無料

470円

10円

700円

100円

500円

利用区分 一般料金 施設利用券

入館料 大人 310円 10円

10/1より 10/1より 

  ◇磐田市香りの博物館 10/26より 

700円
1100円（900円）

700円
1100円（900円）

550円
550円（400円）
550円（400円）

400円
600円
400円
600円
100円
100円
100円
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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。

本
人
保
障

死
亡
保
険
金

障
害
保
険
金

傷
病
休
業
保
険
金

住
宅
災
害

保
険
金

祝
金

家
族
の
死
亡

弔
慰
金

本
人
財
産

保
障

慶
弔
見
舞
金
保
障

●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
 50万円以上受けたとき
 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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■お祝い申し上げます
結婚祝 27件
出産祝 47件
小学入学祝 178件
中学入学祝 188件
成人式（20歳） 7件
銀婚祝（25周年） 33件
還暦祝（60歳） 75件
古希祝（70歳） 47件
傘寿祝（80歳） 6件
米寿祝（88歳） 0件
55歳の誕生日 43件
65歳の誕生日 33件
75歳の誕生日 9件

■お悔やみ申し上げます
本人死亡 9件
親死亡 139件
配偶者死亡 4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 28件
傷病休業30日以上 16件
傷病休業60日以上 10件
傷病休業90日以上 4件
傷病休業120日以上 14件
障害見舞金　 1件

住宅災害見舞金（火災等） 1件
住宅災害見舞金（自然災害） 13件

■補助金
人間ドック受診料 479件
インフルエンザ予防接種料 0件
宿泊 481件
宿泊（静岡空港利用） 147件
日帰り旅行 22件
受講料 9件
生活資金信用保証料 1件
退職金共済掛金 4件

「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 山本昌氏（元プロ野球選手、野球解説者）
と　き 令和元年11月7日（木）
 開場１８時　開演18時30分

ところ 掛川市生涯学習センター
定　員　　900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7日（月）～（なくなり次第終了）

申請は接種後3ヶ月以内に！！　最終申請は令和2年3月25日（水）
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）

グロス ネットHDCP順位 氏名 共済団体

9月11日（水）　リバー富士カントリークラブ　10団体　42名
第23回静岡県勤労者福祉共済団体 合同ゴルフ大会

優　勝 望月　一成 富士宮地区勤労者共済会 81 10.8 70.2
準優勝 落司　一富 （一財）藤枝市勤労者福祉サービスセンター 81 9.6 71.4
3　位 河部　博己 （一財）富士市勤労者福祉サービスセンター 80 8.4 71.6
4　位 片岡　成男 （一財）富士市勤労者福祉サービスセンター 76 3.6 72.4
5　位 露木みな子 （公財）駿東勤労者福祉サービスセンター 79 6.0 73.0

文化講演会

結果
報告

今の自分が未来の自分を作る
～準備することの大切さ～

インフルエンザ予防接種料補助受付中！

10/1より「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」チケット料金が変わりました

掛川市（産業労働政策課）御前崎市・菊川市（各商工観光課）
掛川市生涯学習センター／掛川市文化会館シオーネ
菊川文化会館アエル／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 令和元年12月15日（日）　１０時～12時
と こ ろ 掛川市生涯学習センター　1階 第3会議室
定　　員 40名（申込順）
参 加 費 無料
申込締切 12月9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

給付金補助金給付状況 2019年4月～9月

大人（18才以上）7,500円　中人（中学・高校生12才～18才）6,500円　小人（幼児・小学生4才～11才）4,900円


