
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

※トラベルユウにFAXか郵送（〒436-0028 掛川市亀の甲1-19-12 FAX0537-62-4567）して下さい。
　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

平成30年1月14日 OK!ワーク西駐車場全　　　　　　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
）

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

No.53
近江の初詣
御祭神はいざなぎ・いざなみの大神、
パワースポット「多賀大社」！
お千代保（おちょぼ）稲荷と
近江牛づくし鉄板焼きランチ

OK!ワーク西駐車場8：00発＝菊川IC＝〈東名・名神〉＝彦根IC＝多賀大社：初詣、糸きり餅のお
やつ付11：00～12：10＝彦根IC＝〈名神〉＝関ヶ原IC＝関ヶ原：近江牛づくし鉄板焼きフルコー
スの昼食13：00～14：15＝関ヶ原IC＝〈名神〉＝大垣IC＝お千代保稲荷：参拝・お買物・名物串カ
ツ食べ比べ15：00～16：00＝道の駅月見の里南濃15分＝桑名東IC＝〈東名阪・湾岸・東名〉＝
菊川IC＝OK！ワーク西駐車場19：00着予定

開　催　日 平成30年1月14日（日）
集　　合 OK!ワーク西駐車場　7：50
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 9,500円 （11,900円のところ）
 家族 10,500円 友人 11,500円 
受付期間 11月1日（水）～11月16日（木）　17：00まで

※交通等の事情により立ち寄れない施設､予定の変更が生じる場合がございます｡

ご参加ください 参加者大募集！
お申込みは下記の旅行依頼書をトラベルユウ（ＦＡＸ0537-62-4567）にFAX願います

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

旅
行
企
画・実
施

ツアーお申込みと参加費のお支払先は直接、旅行会社（トラベルユウ）様へとなります。

多賀大社（滋賀県）

日本三大稲荷　お千代保稲荷（岐阜県）

近江牛づくし鉄板焼き

写真は
イメージです

近江の初詣

日帰
り

バスツ
アー

（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 http://www4.tokai.or.jp/ok-work/

編集・発行

Vol.85
事業所数 1,075 事業所
会員数 5,595 人
（平成29年10月1日現在）

11月号*2017

（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
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 全福センターの商品は転売目的での購入はできません
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県内共済団体西部合同事業
新幹
線No.54

参加費（大人18,600円のところ） 会員・家族 親戚・友人
会　員 14,000円 
大　人 17,000円 18,600円
中高生（12～17才） 16,000円 17,700円
4才～小学生（席有） 9,000円 10,900円
3才以下（席有） 5,500円 6,500円
3才以下（席無） 無料　  無料　
 　　　　　  ※オプション 夕食：シュウマイ弁当（お茶付）930円

※参加費に含まれるもの　JR交通費、パスポート（ランドまたはシー）、保険代
　（夕食のお弁当とシーへ行く方のモノレール代は含みません。）
受付期間 10月25日（水）～11月9日（木）　17：00まで
掛川駅南口集合7:30－〈8:06発貸切新幹線〉－東京駅着9:20－〈京葉線普通〉
－舞浜着10:00－ランド・シーフリータイム－舞浜駅発18:45－〈京葉線普
通〉－東京駅－〈19:53発貸切新幹線〉－掛川駅着21:15

開　催　日 12月17日（日）
集　　合 掛川駅南口　7:30
募集人数 120人　　※ランドまたはシーをお選びください

らっく!らく貸切新幹線で行く
東京ディズニーリゾート
キラキラ輝くXmasのディズニーリゾートへ
ゆったり楽々の貸切新幹線で出掛けてみませんか?
今年も掛川駅に“ひかり”が停まります!

※時間は予定です。

シュウマイ弁当(お茶付)がほしい方は下記の「旅行依頼書」に数を明記ください｡

日帰
り

ツア
ー

OK!ワーク旅行依頼書
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

電話

案内等
送付住所

会員　・　家族 男　・　女

フリガナ

※コピーしてお使いください

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

12月17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

ランド  ・  シー

（　 　才）

〒

参
加
代
表
者（
会
員
・
家
族
に
限
る
）

同
行
者

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

OK!ワークへ FAX0537-35-0300 してください。

OK!ワークへ FAXまたは郵送してください
（〒439-0031 菊川市加茂2156番地　FAX0537-35-0300 ）

らっく!らく貸切新幹線で行く東京ディズニーリゾート

（株）ヤマハトラベルサービス
観光庁長官登録旅行業第1118号
〒430-0904 浜松市中区中沢町10-1 TEL.053-460-2568
総合旅行業務取扱管理者 ： 菊池祐二

旅
行
企
画・実
施

シュウマイ弁当を　　　　　個頼みます。
シュウマイ弁当（お茶付）930円

取消料等の旅行条件は、旅行企画実施会社の右記ホームページよりご確認下さい。 https://www.yamaha-travel.co.jp/service/condition_02.html
尚、インターネット環境をお持ちでない御客様は別途OK!ワークへお申しつけ下さい。

第19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
予
　
　
告

■キャンペーン期間　平成30年1月～3月
2月1日～4月1日に新規入会、及び追加入会された方は入会金（1,000円）が無料になります！
4月新規採用者、お子様の小中学校入学該当の方は大変お得です。
まるまる1年分のサービスを満喫できます。
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。

入会金が無料！！



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

会員のみ

・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。

あっせん
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No.55

No.57

No.56 チケット

チケット あっせんNo.58

No.59

No.60

サ イ ズ  A2（59.4×42㎝）13枚綴り
数　　量 20部
価　　格 1,000円 (一般1,850円のところ)
受付期間 10月26日（木）～10月31日（火） 17:00まで
※お渡しは12月以降になります。

2018ジュビロ磐田
オフィシャルカレンダー

開　催　日 12月23日（土・祝）　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）
 家族 3,000円
受付期間 10月26日（木）～11月9日（木）　17：00まで

開　催　日 10月28日（土）～4月8日（日）
 1月22日（月）～1月24日（水）は、つま恋休館日となります
枚　　数 300枚　　（会場　つま恋内）
価　　格 会員・家族 600円（1,200円のところ）
 小学生 300円（600円のところ）
 ※幼児無料
受付期間 10月25日（水）～11月1日（水）　17：00まで
※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。

開　催　日 11月30日（木）　19：00～20：30
会　　場 菊川市商工会館　会議室
講　　師 苔工房　アイモス
募集人数 15人
参 加 費 会員 1,500円（2,500円のところ）
 家族 2,000円 友人 2,500円
受付期間 10月26日（木）～11月9日（木）　17：00まで

お正月
寄せ植え

テラリウム
体験教室
クリスマス編

つま恋
サウンド
イルミネーション

枚　　数 先着 各20枚 
価　　格 手紙 1,200円 （1,706円のところ）
 絵本 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27日（金）～ 11月7日（火）　17：00まで　
※お届けは12月中旬から25日頃になります。
　手紙は国際郵便のため、到着日が前後致します。あらかじめご了承ください。

クリスマスプレゼントに!
お手紙はスウェーデンからエアメールで届きます｡
絵本はお子様やお友達のお名前が入る
世界で一冊のオリジナルです!
(9種類｡国内より発送です。)

サンタクロースからの
手紙&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。

テラリウムとは、ガラス瓶や容器の中で植物を育てて
眺めて楽しむスタイルのことです。

約８cm×約８cm×約１３cm　※写真はイメージです

※写真はイメージです

チャレ
ンジ教

室
Part5

チャレ
ンジ教

室
Part6

かんたん！
たのしい！
自分だけの

小さな箱庭づくり！！

会員と家族

内　　容 1セット(チキン8ピース+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 3,300円 （4,100円のところ）
受　取　日 12月20日（水）・21日（木）
 22日（金）・23日（土・祝）・25日（月）(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27日(金)～11月8日(水)　17：00まで

ケンタッキー
Xmasバーレル

写真はイメージです。
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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 12月17日(日)　開演13：30
会　　場 御前崎市民会館　　自由席
枚　　数 30枚
価　　格 高校生以上 1,200円 （当日1,800円のところ）
 3才～中学生 400円 （当日800円のところ）
 ※2歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。
 　ただしお席が必要な場合は有料となります。
受付期間 10月26日（木）～11月8日（水）　17：00まで

オーケストラで歌う
青春ポップスコンサート

フォレスタコンサート

オペラ
「ヘンゼルと
　グレーテル」

開　催　日 2月27日（火）　開演14：00
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　指定席
枚　　数 20枚（小学生以上）
価　　格 5,000円 （5,500円のところ）
受付期間 10月26日（木）～11月8日（水）　17：00まで

開　催　日 1月28日（日） 開演16：00
会　　場 磐田市民文化会館　　指定席
枚　　数 20枚
価　　格 2,500円（3,000円のところ）
受付期間 10月26日（木）～11月2日（木）　17：00まで

島津亜矢
コンサート2017
～初志～

開　催　日 12月19日（火） ①開演14：00 ②開演18：00
会　　場 アクトシティ浜松　大ホール　S席
枚　　数 各20枚（小学生以上）　※時間を指定願います
価　　格 6,000円（6,500円のところ）
受付期間 10月26日（木）～11月8日（水）　17：00まで

特別展 「恐竜の卵～
恐竜誕生の秘められた謎～」
開 催 日 11月11日（土）～2月25日（日）9：30～17：00
 休館日： 毎週月曜日（1/8、2/12は開館）、毎月第3金曜日、
  年末年始（12/19～1/3）及び、1/9と2/13
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 20枚
価　　格 一般  900円 （当日1,400円のところ）
 高・大学生 400円 （当日800円のところ）
 小・中学生 100円 （当日500円のところ）
 ※未就学児童は無料。高・大学生は要学生証。
受付期間 10月26日（木）～11月8日（水）　17：00まで
 ※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をご覧いただけます。

No.61

No.62

No.64

No.65

No.66No.63

チケットチケット

チケット

チケット

チケット

チケット

「B S 日本・こころの歌」で活躍する混
声コーラスグループ「フォレスタ」のコ
ンサート。日本の素晴らしい風土と文
化を、瑞々しいハーモニーで歌い継ぎ
ます。語り継ぎたい日本の「こころ」を、
メロディーにのせてお届けします。抜群の歌唱力とのびやかでハリのある天性

の歌声を持つ演歌の申し子「島津亜矢」が贈
る感動のステージを是非お楽しみください。

出演者：
太田裕美・庄野真代・渡辺真知子
N響団友オーケストラ（16人編成）

※写真提供：B S 日テレ　※写真はイメージです

御前崎市振興公社　文化振興事業

ファミリー向けのオペラを
御前崎市で観劇いただけます！

枚　　数 30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 10月26日(木)～11月24日(金）　17：00まで

お風呂の大遊園地
箱根小涌園ユネッサン
特別入場券
●入場券有効期限
平成30年8月31日(金)
除外日無



防災用品あっせん
No.67 あっせん

防災セット申込書　あっせん価格（税・送料込）
送付先　FAX ０５３７-35-0300　郵送　〒439-0031 静岡県菊川市加茂２１５６番地

A:ステイアライブ　7YEARS

B:ステイアライブ　11

C:ステイアライブ　23

円

円

円

4,320円

5,400円

21,600円

円3,000円

4,000円

16,000円

品　名

事業所番号ー会員番号

〒

連絡先電話番号お届け先（事業所またはご自宅）

※ご用意のできない方のみご連絡いたします。
　販売業者（株）あまの創健よりお届け先のご住所にお届けします。
　お届け商品と一緒に振込み票が同封されております。

事業所名（所属名） 氏　名

数　量

合　計

金　　額あっせん価格
（税・送料込）

メーカー希望
小売価格（税込）

あっせ ん 数 6０セット
受 付 期 間 10月30日（月）～11月10日（金）　17：00まで

A： スターリング 
 ステイアライブ　７ＹＥＡＲＳ

全ての部材が7年保存可能な防災セット。災
害時にオフィスや学校で過ごす事を想定し
必要なものをセットにしました。従来のセット
より保存期間が長く、交換サイクルを長くす
ることにより備蓄コストを抑える事が可能と
なりました。Ａ4の約1/2のサイズ。

特
　
長

155×70×210mm
セット内容

セット内容

セット内容

日本製

B： スターリング 
 ステイアライブ11

停電の場合には付属の長期保存アルカリ電
池で連続24時間使えます。食料品について
は話題の『おいしい防災食』ビスコ保存缶を
採用し、馴染みのある食料品を採用する事で
被災時にでも食べやすい商品を採用しまし
た。

特
　
長

280×140×110mm
日本製

C： スターリング 
 ステイアライブ23

ラジオライトメーカーならではの中身が充実
した防災23点セットです。
たためるヘルメットやお湯や水のみで食べれ
るアルファ米やスマートフォンの充電を大幅
に強化した新タイプのラジオライトや保存水
を加え衛生用品等をセットにしました。　　

特
　
長

315×280×150mm
日本製

価 格　 3,000円（4,320円のところ）

価 格　 4,000円（5,400円のところ）

価 格　 16,000円（21,600円のところ）
5

7年保存フリーズドライビスケット・7年保存水・
LEDパームラジオ（サイレン付）・プレミアムG乾電
池（単4×3本）・アルミシート・携帯トイレマイレット
2枚・防災マニュアル

ビスコ5年保存缶・LEDポータブルラジオ・長期保
存乾電池（単4×3本）・5年保存水・モバイルトイレ
ポケット・3ウェイ真空タオルセット（フェイスタオ
ル・軍手・マスク）・水に流せるティッシュ・アルミ
シート・防災マニュアル・非常持出袋

非常持出袋・タタメットBCP・マジックライスわかめご
飯・五目ご飯・ビスコ5年保存缶・ラジオライトチャー
ジャー「モナフル」・10年保存アルカリ乾電池（単4×3
本）・5年保存水・救急9点セット・モバイルトイレポケッ
ト（大用）・携帯ミニトイレ（小用）・アルミシート・3層立
体個包装マスク・軍手・ウエットティッシュ・水に流せる
ティッシュ・IDホイッスル・防災マニュアル
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クリスマスディナーショー2017

12/23（土・祝）4F宴会場平　安
［Ⅰ部］ 食事 13：00～ ショー 14：30～
［Ⅱ部］ 食事 18：00～ ショー 19：30～
S席25,000円 /A席23,000円

（全席指定）

クリスマスディナーショー2017

12/23（土・祝）4F宴会場平　安
［Ⅰ部］ 食事 13：00～ ショー 14：30～
［Ⅱ部］ 食事 18：00～ ショー 19：30～
S席25,000円 /A席23,000円

（全席指定）
お問い合せ オークラアクトシティホテル浜松
TEL.053-459-1450

青 木 隆 治青 木 隆 治

イベント予約受付 10:00～19:00

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。
申請できる接種医療機関は、
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。

申請は接種後3ヶ月以内に！！
最終申請は3月23日（金）

インフルエンザ予防接種料補助受付中！

「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。
と　　き 平成29年12月10日（日）
 10時～11時30分まで
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29年12月4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
＊詳しくは事業所にお配りしたチラシをご覧ください。

講　師 野村忠宏氏（柔道家）
と　き 平成29年11月28日（火）
 開場18時　開演18時30分
ところ 掛川市生涯学習センター　大ホール
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30日（月）～（なくなり次第終了）
整理券配布場所
 掛川市（産業労働政策課）
 御前崎市・菊川市（各商工観光課）
 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。

ＯＫ！ワークからは4名様出場いただきました。ありがとうございました。（敬称略）
岡村保生・ドラコン賞（御前崎市）　田嶋高行、鶴田　浩（菊川市）
牧野勝彦・優勝・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13日（水）　静岡カントリー浜岡コース＆ホテル　12団体　76人

第21回静岡県勤労者福祉共済団体 合同ゴルフ大会

優　勝 牧野勝彦 (一財)小笠掛川勤労者福祉サービスセンター 91 20.4 70.6
準優勝 佐藤昭彦 (公財)静岡市勤労者福祉サービスセンター 82 10.8 71.2
3　位 杉村明久 (一財)藤枝市勤労者福祉サービスセンター 88 16.8 71.2
4　位 小原義夫 榛南地区勤労者共済会 100 28.8 71.2
5　位 島村武慶 (一財)藤枝市勤労者福祉サービスセンター 81 9.6 71.4　
11 位 岡村保生 （一財）小笠掛川勤労者福祉サービスセンター 82 9.6 72.4

結果
報告

平成29年5月～10月 新規入会事業所

優勝おめでとう！

文化講演会「折れない心」

◇掛川地区 ■髙村信幸税理士事務所
 ■(株)長谷川商店
◇浜岡地区 ■魚金(株)
◇小笠地区 ■ことぶき総合事務所
◇菊川地区 ■落合会計事務所

お知らせ
大東温泉シートピア休館のお知らせ
11月1日～11月30日
改修工事の為、全館休館となります。
ご迷惑をお掛けしますが
よろしくお願い致します。

※ＦＡＸ受付　3月25日（日）


