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第23弾

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。

キャンペーン受付期間
1月27日（月）～3月25日（水）

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！

入会金が 無料！！
1月27日（月）～3月25日（水）に新規入会、及び追加入会の手続きをされた方（3/1・4/1入会）は

入会金（1,000円）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18日（水）事務局必着



2

ちょっぴり
プレゼント

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）－光前寺（拝観）－季節の花めぐり－駒ヶ根（昼食）－飯田（ショッピング）－浜松（18:25～
19:25頃）　　※土日祝出発は浜松（6:40）発

浜松ゆっくり出発（9:00）－♪行き先は当日までのお楽しみ♪－浜松（17:40頃）早めの到着

浜松（※6:45）－妻籠宿（散策）－飯田（昼食）－花桃街道（園原～昼神温泉周辺の見頃の場所をご案内）－
ヘブンスそのはら（ロープウェイ乗車・水芭蕉見物）－浜松（19:00頃）　　※土日祝出発は浜松（6:25）発

6月5・7・11・12・13・15・17・21

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
　★（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.1896
50個のお楽しみでめぐる

出発日

旅行代金

3月28・31　4月3・8・10・18・19・27
5月2・4・12・17・23・27・29
6月4・7・11・14・20・26 4月17・19・22・25・27　5月3・5

乗車地　掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松西

・季節の花めぐりは花の開花状況により行き先を変更することがあります
・4/10～19出発の昼食はA5ランク信州和牛特別膳（セットメニュー）に変更となります
・出発日により行程順が入れ替わることがあります
・A桜守の旅、B花桃街道、Cくりん草は開花しない場合、D天竜峡の新緑に変更となります

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

出発日 乗車地　掛川・袋井・磐田・浜松IC・浜松西
※写真は
　イメージです。

＜PTあり＞
■西行き

＜PTあり＞
■東行き

■西行き

えんてつバンビツアー No.2427

赤・白・ピンクの3色の花が咲き誇る

南信州「花桃街道」

・荒天等によりロープウェイが運休の場合、行程が変更となります
・水芭蕉の開花状況に関わらずコースを催行いたします

えんてつバンビツアー No.3488

ゴールデンウィークミステリー
えんてつバンビツアー No.1699

お得に行こう♪
　さくらんぼ狩り

3才以上の幼児のさくらんぼ狩り代金は1,100円現地現金払い
・さくらんぼの生育状況により、催行中止になる場合があります
・さくらんぼは生育状況により、現地でお土産品の購入が出来ない場合があります

※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

4月25・27・29　5月2・4・6
乗車地　浜松駅・浜松IC・磐田・掛川

4月24・26　　　5月1・3・5
乗車地　浜松西・浜松IC・袋井・菊川

（お1人様）

出発日 乗車地　浜松西・浜松IC・磐田・袋井・掛川

旅行代金
（お1人様）

★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

見頃4月中旬
　～5月上旬頃

花めぐりと20種の食べ放題

赤字は安心の
出発確定日
必ず出発！

赤字は安心の
出発確定日
必ず出発！

浜松（8:00）－（SA自由食）－ワイナリー（見学・試飲）－山梨（さくらんぼ狩り）－浜松（18:50頃）

こども割こども割 小学生のお子様は旅行代金
　　1,100円引き

とにかくお得に
行きたいならコレ！

うれしい！！

友割
対象商品です

4人以上のグループは、
お一人様300円引きで
おトク！
※詳細は旅行会社にお問い
　合わせください

りんごパイ/どーなっつ/ミ
ニパイ/信州のお菓子/黒
糖グラッセ/寒天ゼリー/
クッキー　または工芸品

ウインナー/そば/森の果実
ケーキ/信州のお土産各種/
馬くんせい/三角アップルパ
イ/赤飯まんじゅう

ちょっぴりプレゼント ※行程により
　内容が変わります

※行程により
　内容が変わりますちょっぴり車内抽選

日本一の桃源郷・阿智村！！雲上の楽園「ヘブンスそのはら」
あ　ち

GW
12  連発

もぎとり
食べ放題！！

ミニソフトクリーム
6,980円6,980円

8,480円8,480円

8,980円8,980円 7,980円7,980円

南信州季節の
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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。
　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。
■「事業参加申込書」は本誌8ページ、ガイドブック裏表紙、ホームページ
　からダウンロードをご利用いただくかOK!ワークにご請求願います。
■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

会員限定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2日（月）～3月6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10日（金）～4月24日（金）　事務局にてチケット代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 4月25日（土）～7月4日（土）
会　　場 葛城「北の丸」ダイニング
価　　格 四季彩昼膳  4,500円（5,500円のところ）
枚　　数 100枚

利用期間 5月7日（木）～7月31日（金）11：30～14：00
  ※除外日あり
会　　場 会場　1Ｆビュッフェレストラン「マンダリン」
価　　格 1,300円（1,900円のところ）
枚　　数 300枚

葛城「北の丸」
　四季彩昼膳お食事券

掛川グランドホテル
　ランチ券

※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。

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 2,200枚 （会員1人4枚まで）
 ご希望の方は、5枚目から1,400円にて何枚でもお分けします。
価　　格 1,200円 （当日鑑賞1,900円のところ）
有効期限 4月～9月（予定）
受付期間 3月6日（金）～3月12日（木）　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16日（月）～3月23日（月）　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



4

チャレ
ンジ教

室
Part1 チャレ

ンジ教
室

Part2

お茶・お菓子付

※画像はイメージです
ボトルサイズ　100㎖
横 7.5 ㌢×高さ9.5 ㌢×奥行 4.5 ㌢

No.5

No.7 No.8

No.6

チケット チケット
劇団四季ミュージカル
『コーラスライン』

「花と竜」 熱狂宣言！！
竜小太郎 VS 花園直道 
豪華絢爛 歌舞絵巻レビューショー

ハーバリウムボールペン＆
ミニボトル

開　催　日 ①6月 30日（火） 開演18：30 菊川文化会館アエル 大ホール
 ②7月 3日（金） 開演18：30 アクトシティ浜松 大ホール
枚　　数 ①30枚（S席）  ②10枚（S席）
価　　格 8,000円（8,800円のところ）
受付期間 2月26日（水）～3月2日（月）　１７：００締切
公演当日3歳以上有料（膝上観劇不可）、2歳以下の入場不可。

良いものをお安く!
チケットあっせん
■応募多数の場合は抽選、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。
■「事業参加申込書」は本誌8ページ、ガイドブック裏表紙、ホームページ
　からダウンロードをご利用いただくかOK!ワークにご請求願います。
■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。

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（火） ①開演14：00 ②開演18：00
会　　場 アクトシティ浜松 中ホール 指定席
枚　　数 各20枚（小学生以上） ※時間を指定ください
価　　格 3,900円（5,500円のところ）
受付期間 2月26日（水）～3月6日（金）　１７：００締切

開　催　日 5月9日（土）　9：30～11：30
会　　場 菊川市商工会館　会議室
募集人数 20人
参 加 費 会員 1,700円 （2,800円のところ）
 同居家族 2,300円
講　　師 Anyu　鈴木恵子先生
受付期間 3月13日（金）～3月26日（木）　１７：００締切

ハーバリウムボールペンとミニボトル
を1つずつ作ります。
自分だけのオリジナルを作りませんか?  

栄醤油の工場見学と
醤油麹作り体験

開　催　日 5月16日（土）　13：30～15：00
会　　場 栄醤油醸造（掛川市横須賀38）　現地集合解散
募集人数 15人
参 加 費 会員・同居家族 500円 （1,000円のところ）
 友人 1,000円
講　　師 栄醤油醸造　深谷氏
受付期間 3月13日（金）～3月26日（木）　１７：００締切

醤油麹とは、米麴を醤油に
つけて熟成・発酵させた調
味料です。料理の仕上げ
や、肉・魚の漬けだれ、ソー
スやディップとしても使え
る万能調味料です。
地元の醤油と米麹で美味
しい醤油麹を作りません
か？

撮影：下坂敦俊

【特別ゲスト】
元OSKトップスター

高世麻央
「流し目王子」
大川良太郎

会員と同居家族
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会員と同居家族

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

TSUKEMEN 
LIVE 2020
「時を超える絆」

松竹大歌舞伎

マンモス展 
～その『生命』の
　　　過去と未来～

純烈コンサート2020
YOU ARE MY SUNSHINE！！！！

開　催　日 4月19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 各20枚
価　　格 大人 3,800円 （4,500円のところ）
 小学生～高校生 1,300円 （1,500円のところ）
受付期間 2月26日（水）～3月9日（月）　１７：００締切

開　催　日 5月21日（木） ①開演14：00 ②開演18：00
会　　場 アクトシティ浜松 大ホール 一等席
枚　　数 各20枚（小学生以上） ※時間を指定ください
価　　格 6,000円（6,500円のところ）
受付期間 2月26日（水）～3月6日（金）　１７：００締切

開　催　日 5月25日（月）  ①開演14：00 ②開演18：00
会　　場 アクトシティ浜松 中ホール 指定席
枚　　数 各20枚（小学生以上） ※時間を指定ください
価　　格 3,900円（7,000円のところ）
受付期間 2月26日（水）～3月6日（金）　１７：００締切

会　　場 名古屋市科学館 理工館地下2階 イベントホール
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 1,000円 （前売1,400円・当日1,600円のところ）
 高大生 500円 （前売700円・当日900円のところ）※要学生証
 小中生 200円 （前売300円・当日500円のところ）
受付期間  2月26日（水）～3月6日（金）　１７：００締切
※身体障害者手帳などご持参の方は、当日料金の半額（要証明書、付添人2人まで適用）
上記料金でプラネタリウムを除く名古屋市科学館展示室もご覧いただけます。

開　催　日 3月20日（金・祝）～6月14日（日）
 【3/20～5/6】8：30～17：30　【5/7～6/14】9：00～17：00
※夜間開園開催日（3月下旬から4月上旬）は8：30～21：00　入園は閉園の30分前まで
会　　場 はままつフラワーパーク
枚　　数 各20枚
価　　格 大人（高校生以上）入場券 500円 （前売800円～1,000円のところ）
 小・中学生入場券 250円 （前売400円～500円のところ）
※入場券は花の開花状況などで価格に変動があります。チケットは引換券の為、入場前に
　「はままつフラワーパーク正面ゲート」または「浜名湖ゲート」にて引換えを行ってください。

受付期間 2月26日（水）～3月6日（金）　１７：００締切

【演目】 一、「義経千本桜 川連法眼館の場」
 二、「連獅子」
【出演】 中村芝翫、中村松江、坂東新悟、
 中村橋之助、中村福之助
 中村歌之助、中村梅花 ほか

2年連続紅白出場！元戦隊ヒーロー出
身俳優中心のメンバーで構成された
4人グループ。
予定曲：
スターライト札幌、今夜はドラマチッ
ク、星降る夜のサンバ・キサス・キサス
東京、幸福あそび、愛でしばりたい、
プロポーズ　最新曲 純烈のハッピー
バースデー

ダブルヴァイオリンとピアノの「生演奏」にこだわった素敵なコンサートです。
さだまさし作詞の合唱曲「時を超える絆」を一般参加合唱団の皆さんと演奏し、
大切な仲間との絆を紡ぐ音の世界をお楽しみください。

浜名湖花フェスタ
2020 

会員のみ

1人2枚まで

みんなの
ミュシャ
ミュシャからマンガへ　　線の魔術

開　催　日 4月25日（土）～6月28日（日）
 9：30～17：00、金曜日は20：00まで（入場は閉館の30分前まで）
 休館日:毎週月曜日（ただし、5/4は開館、5/7は休館）
会　　場 名古屋市美術館
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 1,000円 （前売1,300円・当日1,500円のところ）
 大学・高校生 500円 （前売800円・当日1,000のところ）
※障害のある方、難病患者の方は手帳の提示により、本人と付添者2名まで当日料金の
　半額で窓口にて購入可。中学生以下無料。
受付期間  2月26日（水）～3月6日（金）　１７：００締切

※アルフォンス・ミュシャ《舞踏̶連作〈四芸術〉より》（部分）
　1898年　カラーリトグラフ ミュシャ財団蔵
　ⓒMucha　Trust 2019

開催日 3月14日（土）～6月14日（日）
 9：30～17：00（入館は16：30まで）
※休館日=毎週月曜日（5月4日は開館）、
　毎月第3金曜日（3月20日は開館）、5月7日（木）
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No.15 No.16チケット チケット

「オルケスタ・デ・ラ・ルス」
日本ラテン化計画in磐田

開　催　日 7月5日（日） 開演16：00
会　　場 竜洋なぎの木会館  指定席
枚　　数 各20枚
価　　格 一般 3,500円 （4,000円のところ）
 小学生～高校生 800円 （1,000円のところ）
受付期間 2月26日（水）～3月6日（金）　１７：００締切

�����������������������������

 “THE CONCERT”

開　催　日 6月20日（土）開演18：00
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 8,000円 （8,900円のところ）
受付期間 2月26日（水）～3月6日（金）　１７：００締切

■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 2020年4月1日～2021年3月31日 　※2020年3月23日より配布
■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 利用日が決まりましたら「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　2020年3月31日まで
　今年度、申請されてない方で利用の予定
のある方は是非ご利用ください。
　「サンクス・フェスティバル」パスポートと
併せてご利用いただけます。

2019年度「コーポレートプログラム利用券」在庫あります！

2020年度 東京ディズニーリゾート コーポレートプログラム利用券

ディズニーサンクスフェスティバル
　プランパスワード： thanks219
　契約団体番号： 2016

Presentation licensed by Disney Concerts. ⓒDisney
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施設利用券のご案内

2020年度版
OK!ワーク3月末

発送予
定

◉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16日（月）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（水）です。

①勤務先名
②事業所番号（会員証に記載）

③会員氏名

※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。
　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。
※有効期間は2020年4月から2021年3月、会員と同居の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。
　現在お持ちの2019年度分は2020年3月31日をもって期限切れとなります。
※退会後は利用できません。会員証と一緒に事務局に返還してください。

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

契約しました！

特　長

ご注意ください！

ご利用できる方は
会員さんと同居のご家族のみです。
親戚やお友達はご利用できません！

あなたの会員証

★専用WEBサイト　https：//www.asante.co.jp/form/web/inquiry/
　※サイト内の「お問合せ」欄冒頭に「全福センター会員」とご入力ください。

★専用TEL.　0120-557-419（アサンテお客様相談室）8：30～19：30（土日祝日も可）
　※「全福センター会員」である旨お申し出頂き、見積り依頼またはお問合せください。

（株）アサンテ
○利用対象者：会員および二親等以内の家族
○会員特典：シロアリ防除・害獣防除・家屋補強システム他5～10%割引
○利用方法：全福センターHPにある専用webサイト（要全福センター会員ログイン）
または、専用TELから見積りを依頼し商談成立後、施工実施、決済。施工時には全福
センターマークのある会員証をご提示ください。

• 下請け一切使わず、床下調査・施工・アフター点検まで一貫して自社対応
• 床下の可視化を図り、デジタルカメラで撮影した画像をその場で依頼者に確認していただく
• シロアリ防除施工方法は、（公社）日本シロアリ対策協会で推奨する防除施工仕様書（穿孔注入処理法および穿孔吹付
 処理法・土壌処理）を採用
• 保証（5年）期間は年一回定期点検を実施し、施工後の再発等を見逃さない
• 高齢者問題に対し、75歳以上を契約者とする場合は、近親者より確認書を取得
• 自社研修センターを持って定期的な社員教育を実施。
• 社内にコンプライアンス本部を設置して契約プロセスの確認を実施
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