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第63号

共済会だより
発行

平成27年７月１日

事業所数557

会員数2,948名（平成27年６月１日現在）

『平成27年度評議員会』
平成27年度事業計画、予算など承認されました。
榛南地区勤労者共済会「平成
２７年度評議員会」
が、
５月２８
日（木）に牧之原市静波コミュ
ニティー防災センターで開催さ
れました。平成２６年度事業報
告・収支決算、平成２７年度事
業計画・収支予算、役員改選が
提案され、全て原案通り承認さ
れました。

本年度事業の概要
◇慶弔共済給付事業
・お祝金、弔慰金、見舞金の給付など
◇福利厚生事業
◦「共通利用券」20枚の支給、宿泊費補助(富士山静岡空港利用の場合、増額補助)、人間ドック(脳
･心臓･すい臓･肺の各ドックを含む)受診料補助、インフルエンザ予防接種補助( １会員４人まで
対象)、チケット割引斡旋、旅行や趣味の教室の開催などのほか、ディズニーランド・ディズニー
シーの特別利用券の支給など
◇運営基盤の安定強化
◦効率的な運営組織づくりを目指して、議論検討を行う。
◇その他、融資の斡旋・保証料の補助や退職金の掛け金の補助（対象：新規導入事業所）など
＊詳細については、「平成27年度 評議員会議案書」（各事業所へ一部配布）をご覧ください。

会長

会長

あいさつ

松浦敏郎

発行：榛南地区勤労者共済会

日頃会員の皆様には事業推進に格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上
げます。
さて、この度は会長に再任をされ責任を担うべく、あらためて気を引き締
めるところです。本会は平成８年に発足し20年となりました。その歩みを振
り返るに様々な紆余曲折がありました。なかでも市町の合併による再編、リー
マンショックは大きなうねりでした。けれどもその間、多くの諸先輩、会員
の皆様のご尽力に支えられて今日があります。改めて先達諸兄に御礼を申し
上げます。
さて、本会の目的はご承知の通り、単独の事業所では難しい事業所の福利
厚生の充実を図り事業所の活力を向上させる事です。会員数を増やすことで
スケールメリットが高まります。会員数は当面の目標である3,000会員を目
前にしています。20年の節目での目標達成に向けて、改めて会員各位のご協
力をお願い申し上げご挨拶といたします。

牧之原市静波1771-5

TEL 0548-22-9671

FAX 0548-22-9672

窓口：平日9：00〜17：00

参加者募集
1

「事業参加申込書」様式第18号（ご利用ガイドブックＰ32＆ＨＰ掲載）に記入
し、事務局窓口へ（ＦＡＸ・郵送可）
＊会員・登録家族・一般の方が対象です。（一般の方のみの参加は出来ません。)
＊先着順 (定数になり次第締切り、キャンセル待ちとなります。)
＊先着に漏れキャンセル待ちの場合は、事務局からご連絡します。
＊出発時間・行程等は予定です。

水陸両用ＫＡＢＡと富士登山電車
「旅行社：静鉄観光サービス(株)」

◆日

時／平成２７年８月８日（土）《日帰り》
6：10頃発 ⇒ 吉田ＩＣ ⇒《東名高速》⇒ 富士ＩＣ ⇒ 朝霧高原 ⇒ 山梨県立リニア見学セン
ター（見学）9：45～10：45 ⇒ 大月駅 11：18発 <富士登山電車> 河口湖駅 12：15着 ⇒ 富士
吉田（ランチバイキング）12：45～14：00 ⇒ 山中湖（水陸両用車KABA乗車）14：45～15：15
（乗車時間 約30分）⇒ <東富士五湖道路> ⇒ 御殿場ＩＣ ⇒《新東名・東名高速》⇒ 吉田ＩＣ
⇒ 19：00頃 着
◆募集人員／２５名 (最小催行人数２０名)
◆参 加 費／会員 ８,３００円、登録家族（大人 ９,３００円、
小学生以下 ６,８００円）、一般 １２,５００円
＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、乗車料、保険料等です。
◆申込締切／平成27年７月21日(火)
＊申込みは、共済会事務局
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

＊写真はイメージです！

２

第１９回 静岡県勤労者福祉共済団体合同ゴルフ大会
◆日
時／平成２７年９月９日(水) 受付7:10～9:00、開会式7:40 、スタート8:03
◆場
所／静岡カントリー袋井コース（袋井市国本1616）
◆募集人員／当会 ２組 ８人（対象：会員）
◆参 加 費／原則として一組４名 ビジター １４，０００円、
メンバー１１，０００円
＊参加費は、プレー代、キャディフィー、カート代、
昼食、パーティー代、賞品代及び諸費用を含みま
す。
（共済会の助成を差引きした金額です。）
◆申込締切／８月３日(月)

３

秋の味覚狩り大作戦！松茸宝探し
「旅行社：静鉄観光サービス(株)」

◆日

時／平成２７年９月２７日（日）《日帰り》
7：00発 ⇒ 牧之原ＩＣ ⇒《東名高速・東海環状道・中央道》⇒ 恵那ＩＣ ⇒ 松茸狩り（取り放
題：取れない場合は２本お土産付）11：00～11：50 ⇒ 恵那峡（昼食：松茸ごはん食べ放題と松
茸すき焼き・栗つかみ取り体験）12：10 ～ 13：25 ⇒ 恵那 川上屋（銘菓 栗きんとん：ご賞味と
ショッピング）13：30～14：00 ⇒ りんご狩り（園内食べ放題・100％りんご生ジュース１ℓお
土産付）14：50～15：30 ⇒ 水引工房（見学）15：45～16：20 ⇒ 飯田ＩＣ ⇒ 《中央道・東海環
状道・東名高速》⇒ 牧之原ＩＣ ⇒ 20：00頃 着
◆募集人員／２５名 (最小催行人数２０名)
◆参 加 費／会員 ７,７００円、登録家族 ８,６００円、
一般 １１,５００円
＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、入場料、保険料等です。
◆申込締切／平成２７年９月４日(金) ＊申込みは、共済会事務局
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
＊写真はイメージです！
なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

−2−

４

山梨県『大菩薩嶺』ハイキングと天空の湯
「旅行社：(株)アンビ・ア アンビ・ア ツアーズ」

◆日

時／平成２７年１０月３日（土）《日帰り》
６：30頃発 ⇒ 吉田 I C ⇒《東名高速・新東名》⇒ 御殿場 I C ⇒ <西富士道路> ⇒ 甲府南 I C ⇒
<中央道> ⇒ 勝沼 I C ⇒ 上日川峠駐車場 10：15 ＝＝ 大菩薩（フリータイムハイキング）＝＝
上日川峠駐車場 14：40 ⇒ ぶどうの丘温泉・天空の湯（入浴自由）15：30～16：00 ⇒ 勝沼 I C ⇒
<中央道・西富士道路> ⇒ 新富士 I C ⇒《新東名・東名高速》⇒ 吉田 I C ⇒ 19：30頃 着
◆募集人員／２５名 (最小催行人数２０名)
◆参 加 費／会員 ３,８００円、登録家族 ４,６００円、
一般 ６,２００円
＊参加費の内訳は、交通費、おにぎり弁当代、保険料等です。
◆申込締切／平成２７年９月１日(火) ＊申込みは、共済会事務局
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

＊写真はイメージです！

５

横浜中華街“約120種類のオーダーバイキングとミナトヨコハマ”フリータイム
◆日

時／平成２７年１０月２５日（日）《日帰り》
8：00発 ⇒ 吉田ＩＣ ⇒《東名高速》⇒ 横浜町田ＩＣ
⇒ 横浜中華街（昼食）後「ヨコハマ フリータイム」
11：30～16：30 ⇒ 横浜町田ＩＣ ⇒ 《東名高速等》
⇒ 吉田ＩＣ ⇒ 19：30頃 着
◆募集人員／２５名 (最小催行人数２０名)
◆参 加 費／会員 ８,３００円、登録家族 ９,３００円、
一般 １２,５００円
＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、保険料等です。
◆申込締切／平成２７年９月２５日(金)
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

６

「旅行社：(有)旅クラブ」

＊写真はイメージです！

紅葉の名所「東福寺」と「祇園で昼食＆散策」
「旅行社：吉田観光(株)」
◆日

時／平成２７年１１月１４日（土）《日帰り》
7：00発 ⇒ 牧之原ＩＣ ⇒ 京都東ＩＣ ⇒ 祇園（昼食
「京料理 美登幸」
・散策）11：50 ～ 14：20 ⇒ 東福寺
14：35 ～ 15：35 ⇒ 京都東ＩＣ ⇒ 牧之原ＩＣ ⇒
20：30頃 着
◆募集人員／２５名 (最小催行人数２０名)
◆参 加 費／会員 ８,７００円、登録家族 ９,７００円、
一般 １３,０００円
＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、拝観料、保険料等で
す。
◆申込締切／平成２７年１０月１６日(金)
※締切後に企画旅行社から、ご案内が届きます。
なお、参加費は旅行社への支払いとなります。
＊写真はイメージです！
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企画事業報告（平成２７年５月実施分）
５/１
（金）

①セミナー「母の日フラワーアレンジメント」

初めての植え方
「ギャザリング」

２１名参加

5/31
（日）

②「グランドゴルフ大会]

（中部地区共済会合同事業） 10名参加（全体参加者88名）

天気予報は雨、
ところが予報
に反して当日は晴天に恵まれ、
島田市の
「大井川緑地公園グラ
ンドゴルフ場」で、
１２ホール
２ゲームを楽しむことができ
ました。また、
プレー後の表彰
式ではゲーム以上に盛り上が
りました。

お花をポットから取り出し、根の
まわりの土を上手に削ぎ落として植
えていく。
最初はこわごわでしたが、
慣れてくると余裕さえ出てきた感じ
がしました。同じ材料を使っても、
作った人の個性が出てとてもステキ
な作品に出来上がりました。

《新規加入事業所紹介》平成27年3月〜平成27年5月期間中 ３事業所が入会！
運送・茶葉専用冷蔵倉庫

岸 端 板 金

建築板金工事一式

株式会社 ＳＡＷＡＤＡ

屋根、雨樋、サイディング。

迅速かつ綺麗な
仕上がりに
自信と誇りが
あります。

地場産業に
貢献する企業

牧之原市東萩間２２２３−１
TEL ０５４８-２５-５０７７

吉田町住吉５１８２－４
TEL ０５４８-３２-６４７７

保険調剤薬局

未加入事業所をご紹介ください!

アドバンス

お知り合いの事業所、商店を是非ご紹介くださ

お薬のことや健康に
関することを
何でもご相談
ください。

い。会員が増えることにより、充実した事業を行う
ことができます。ご連絡いただければ、共済会事務
局員がお伺いして説明させていただきます。

吉田町川尻１４０９－４
TEL ０５４８-２８-７７７４

連絡先：共済会事務局

広告募集

あなたの事業所の広告掲載に「会報（年４回発
行）
」を利用しませんか？
＊チラシやパンフレットを同封することもできます。
当共済会は、約557事業所、会員数2,948人余り
へ「会報」や「共済会ニュース」をお届けしています。
「会報」への広告の掲載、また、チラシやパンフ
レットの同封など、ぜひご活用ください。
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会報への広告掲載
チラシ等の同封

Ａ4

TEL 22－9671

半ページ

10,000円

会員全事業所へＡ4各1枚同封
１回3,000円

＊受付は、随時ですが、掲載や同封の時期は、こちら
の時期となります。
＊希望が多い場合、事務局で調整させていただく場合
があります。あらかじめご了承ください。

仲間をふやそう！ キャンペーン
期間７月１日〜９月末日の３ヶ月間
共済会は大きくなればなるほどパワーも増大します。今後は
いろいろな施設と話し合いを重ねながら、会員の皆様にとっ
て有利な条件を整えてまいります。ぜひ、お知り合いの事業

共済会に入ること
は従業員を大切に
することです。

未加入事業所を
ご紹介ください。
特

お

願

所をご紹介下さい。

お知り合いの事業所、商店を是非ご紹介ください。会員が増えることにより、充
実した事業を行うことができます。ご連絡いただければ、共済会事務局員がお伺
いし、説明させていただきます。

典

ご紹介いただいた事業所が入会された場合は、このキャンペーン期間に限り、加
入会員１名につき1,000円の商品券を贈呈（通常は500円）。

い

会員の方が退職したときは、すぐに共済会事務局へ退会届を提出して下さい。
会員証・共通利用券・マジックキングダムクラブメンバーシップカードは事務局
へ返してください。

榛南地区勤労者共済会行き

牧之原市静波1771-5
FAX 0548-22-9672 TEL 0548-22-9671
(平日 9:00 〜 17:00)

新規事業所紹介カード
紹介日
あなたの事業所名

☎

-

月

日

お名前

□詳しく説明してほしい。
□入会したいので、手続きについて知りたい

□その他（

）

〈ご紹介先〉
事業所名

☎

-

所在地
代表者（紹介の話がしてある方）

従業員数
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約

人

●●

●

平成27年度

共済会企画事業計画（予定）● ● ●

＊日程や募集開始、参加費等の詳細については、「会報」「ニュース」でお知らせしていきます。
＊応募者が少ない場合は、事業を中止することもありますのでご承知ください。
＊チケット斡旋やおすすめツアー、その他追加事業を予算執行状況に応じて計画していきます。
当共済会単独企画事業

５月

◆ 1日(金) セミナー
「母の日 フラワーアレンジメント」 済

◆14日(日) 行こうツアー！
６月

９月

員

３０名

定 員
(当会)

県下・近隣共済会合同企画事業

◆31日(日)「中部地区合同事業」
グランドゴルフ大会

１２名

済

２５名

あじさいの鎌倉フリータイム 済

◆21日(日) さくらんぼ狩り 済
８月

定

◆ 8日(土) 水陸両用KABAバスと富士登山
電車&リニア見学センター

◆27日(日)
秋の味覚狩り大作戦

松茸宝さがし！

◆ 3日(土) 山梨大菩薩嶺ハイキング
10月 ◆25日(日) 横浜フリータイム！

２５名
２５名
２５名

◆1日(土) 「中部地区合同事業」

５０名

東京ディズニーシー・パークファンパーティ

◆9日(水)

｢静岡県下共済会合同事業」

８名

ゴルフ大会(静岡カントリー袋井コース）

２５名
２５名

横浜中華街オーダーバイキング

11月

◆14日(土) 紅葉の京都東福寺＆
祇園で京料理昼食と散策

２５名
◆13日(日) 「中西部地区合同事業」

12月

１月
２月

◆27日(日)

３０名

お正月用「寄せ植え教室」

◆17日(日)
初詣「川崎大師」と横浜みなとみらいで昼食＆散策

◆ 7日(日) “圏央道開通”
宝登山蝋梅と芹ヶ久保の氷柱

５０名

新幹線で行く東京ディズニーリゾート

◆下旬 日本海買い物ツアー
(西部地区事業に参加)

２０名

４０名
２５名

◆上旬 「中部地区合同事業」

２０名

ボウリング大会

共済会ホームページ＆全福センター
緊急な募集案内や共済会ニュースなど、会員個々にはお届けしていない内容を掲載し
ています。また、共済会のさまざまなサービス事業を利用するときの申込書や各種申
請書の様式がダウンロードできます。是非ご覧ください。

ホームページを
ご覧ください。

http://www.hainan-kk.jp
榛南地区勤労者共済会

検索

共済会からのお知らせ！
８月13日(木)・14日（金）は、共済会事務局の夏季休業日です。申し訳ありませんがご了承ください。

−6−

ク

クリッ

会員・登録家族のみなさんに、割引価格で旅行をお楽しみいただくツアーのご案内です。なお、割引対象は、各号掲
載ツアーの中から１回となりますのでご了承ください。

旅行代金

ご予約お申し込み方法

◆会員

表示金額の20％引きの料金
（但し、割引額上限4,000円）
◆家族 表示金額の10％引きの料金
（但し、割引額上限2,000円）

・ご希望のコースを選んで、
「事業参加申込書」に記入して、
共済会事務局へお申し込みください。
（FAX可 22–9672）
お申し込み後は、各々の旅行会社から連絡があります。

おすすめツアーに共通する注意事項

・キャンセル料等の条件は、すべて旅行会社が定める内容となりますのでご了承ください。

（ 旅クラブツアー特別企画

オレンジツアー

世界屈指のラジウム泉

静鉄観光サービス50周年記念企画

大人気「おれんじ食堂」でゆったりランチの旅
■出発・旅行代金 申込金 17,000円
出発日
4名1室
3名1室
2名1室

8月18日

9月15日

95,000円 85,000円
96,500円 86,500円
98,000円 88,000円

※4名1室・3名1室2泊目は2部屋対応
になります

★おれんじ食堂とは
おれんじ食堂は肥薩おれんじ鉄道が運行する
観光列車です。九州西海岸の不知火海や東シ
ナ海の絶景の中をゆっくりのんびり走りなが
ら、沿線の旬なお食事やデリバリーをお楽し
みいただけます。車体デザインはななつ星や
九州新幹線と同じ水戸岡鋭治氏が担当。

山陰、鳥取 三朝温泉
み

行

29,900 31,900 33,900
9
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静岡県知事登録 旅行業第2-423号（社）全国旅行業会会員
静岡県牧之原市大沢1丁目73番地 〒421-0526
TEL0548-52-2756 総合旅行業務取扱管理者／河原崎 章

よくばり、おなかいっぱい、大満足♪

伊豆フルーツパーク
８大食べ放題とメロン狩り

8月16日㈰ 〈日帰り〉

10,300円

■旅行代金 無印
■出発日

小学生 1,500円引

■日帰り

■乗車場所 お近くでご乗車できます。 ■出発時間 後日連絡致します。
日程

各地（出発）＝最寄IC＝〈東名〉＝裾野IC＝御殿場高原ビール（ランチバイキング）＝
11：00〜12：40

〈東富士五湖道・富士スバルライン〉＝富士山五合目（散策）＝新富士IC=〈新東名・
14：20〜15：30

19:00頃

※上記の行程及び時間は予定であり、天候、道路状況、現地事情等の理由により、多少変更する場
合がありますので、予めご了承下さい。

★富士山5合目は標高2,300ｍ 夏でもカラッと涼しいヨ♪
★御殿場高原ビール つめた〜いビールで乾杯♪
40種類以上の和・洋・中・アジアン・イタリアン＆
５種類のビール飲み放題！食べ放題！

御殿場高原ビール

※交通費・宿泊費・昼食費1回・遊覧船・拝観料・
旅行傷害保険を含みます
尚、1日目の昼食はSAにて自由食です
夕食宴会時、酒 又はジュース1本付・カラオケ
サービス
最少催行人数30名

アンビ・ア倶楽部

■旅行代金（昼食代・交通費・観光費・旅行傷害保険含）

■昼食場所

円

発地（6:00 〜 6:30）−高速（SAにて自由食）−湯原IC−山陰の小京都、倉吉
赤瓦 白壁土蔵群街並み散策（15:30 〜 16:30）−三朝温泉（17:00泊）
【宿泊名】三朝館（ホテル百選に選ばれている宿です）TEL0858−43−0311
三朝温泉（8:00）−白兎海岸−山陰の松島、浦富海岸（美しい海外風景を遊覧船
から見学）（9:30 〜 10:30 40分間）−日本三大砂丘、鳥取砂丘（昼食、砂丘見学・
砂の美術館入館）（11:00 〜 13:00）−高速−発地（21:00 〜 21:30）

㈲旅クラブ
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富士山五合目でお散歩♪

東名〉＝最寄IC＝各地（到着頃）

平成27年9月6日㈰〜7日㈪ 1泊2日

2名一室

円

■コース

STEP TOUR

9：00

3名一室

円

〒426-0067 藤枝市前島1-2-1 オーレ藤枝3階
TEL 054-634-1203 FAX 054-636-9000
総合旅行業務取扱管理者：増井 博昭 担当者：後藤 岳久

11,000円

4〜5名一室

程

※保険証コピーをご持参下さい。

夏旅！

お一人様

お１人様

9

王道のバイキング！御殿場高原ビールと

■出 発 日

■旅行代金

／

程

ステップツアー

■日

浦富海岸

※添乗員同行 ※食事：１日目朝×昼弁夕○ 2日目朝○昼○夜×
3日目朝○昼○夕× ※最少催行人員 20名

観光庁長官登録旅行業第153号日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）会員

倉吉赤瓦 白壁土蔵群街並み

※ラジウム含有量世界一の三朝温泉効能の高さは全国でも有名でそのた
め日本全国から治療と保養をする人が多く訪れます。
効能…リウマチ疾患、痛風、高血圧症、動脈硬化、糖尿病、
消化器系疾患、胆肝道疾患、喘息 等々

※仙巌園内の「旧集成館」・「旧集成館機械工場」が世界遺産へ
の登録勧告が決定

静鉄観光サービス㈱

さ

【見どころ】
◦山陰の小京都、倉吉 赤瓦 白壁土蔵群街並み散策 ◦山陰の松島、浦富海岸遊覧船め
ぐり ◦日本三大砂丘、
鳥取砂丘 砂の美術館見学 ◦神話「因幡の白兎」で有名な白兎
海岸 ◦お宿は敷地内に源泉を持った1000坪の日本庭園に浮かぶ露天風呂 女性に
うれしい ばらの花の ばら妃乃湯（女性限定）

富士山静岡空港（11：40発）→＜FDA133＞→鹿児島空港＝霧島神
宮（参拝）＝人吉温泉（泊）
ホテル＝新八代駅＋＋＋＜おれんじ食堂＞＋＋＋川内駅＋＋＋蒲生八幡
神社＝かるかん工場（見学）
=鹿児島市内（泊）夕食は自由食
ホテル=城山展望台＝仙巌園（見学）＝焼酎工場（見学・昼食）＝
鹿児島空港→＜FDA134＞→富士山静岡空港（15：15着）

【企画・実施】

さ

○印

10,600円

・7/7火・13月・⑲日・22水・㉕土・30木
・8/4火・10月・13木・⑯日・㉒土・28金・31月

食事／昼１回 小学生1,500円引

3才〜未就学2,500円引

各地（焼津8：25〜静岡9：10）→伊豆フルーツパーク マスクメロン狩り1玉お持
① ち帰り＋昼食8大食べ放題60分→元箱根〜芦ノ湖遊覧・箱根海賊船（オリジナル
ポストカードプレゼント）〜桃源台→大涌谷→（静岡18：20〜焼津19：00）各地
昼食は、こだわりの8大食べ放題ランチメニュー
❶名物ジャンボエビフライ ❷箱根山麓豚しゃぶサラダ ❸黒毛和牛のサイコロステーキ
❹完熟マンゴー ❺マスクメロン ❻箱根冷うどん ❼駿河湾産釜揚げシラス
❽駿河湾産桜海老ちらし寿司
その他、前菜、サラダ、ご飯などもぜーんぶ60分食べ放題！

〈バイキングイメージ〉

☎0550-87-5500

※申し込み人員に減員が生じた場合は下記のように取り消し料がかかります。ご注意下さい。
出発日の前日から起算して
10日から７日まで

６日から２日まで

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行企画・実施

前日

当日

開始後

旅行代金の40％

旅行代金の50％

全額

静岡県知事登録旅行業第2-277号・全国旅行業会正会員
総合旅行業取扱管理者 山本真吾

㈱静岡旅の企画室

小笠店

☎0537−73−8111㈹

−7−

静岡県焼津市栄町2-2-21 〒425-0027 TEL 054-620-7725 FAX 054-620-7726
観光庁長官登録旅行業 第一種 第638号 総合旅行業取扱管理者 鶴田康広 河合重次

旅行企画･実施 株式会社アンビ・ア アンビ・ア ツアーズ

ジェフグルメカードを販売します！
７月8日㈬ 午前9：00からの販売！
共済会窓口で（FAXは不可！）

時間

1セット（500円券10枚）

限

250
セット

会員

9：00 〜17：00

4,000円

販売は直接「勤労者共済会事務局・窓口」で。
「チケット申込書」で申請してください。

（定価

定

1会員
1セットのみ

5,000円）

牧之原市内・吉田町内で、ご利用になれるお店です。
このステッカーの貼ってある
お店でご利用いただけます。

ケンタッキーフライドチキン
【榛原店】
カレーハウスCoCo壱番屋
【榛原店】

旨いもんや串特急
【榛原店】

にぎりの徳兵衛吉田店

ガスト吉田店

ココス静波店

このほか、島田や藤枝、焼津、静岡などで使えるお店がたくさんあ
ります。詳しくは、
「加入店リスト」が添付してありますのでご覧く
ださい。

お知らせ

浜岡グランドボウル・藤枝グランドボウル･袋井グランドボウル

ボウリング１ゲームサービス券
１、本券は１枚で10名様までご利用になれます。
２、本券は１日１枚に限りご利用になれます。
３、本券は期間中いつでもご利用できます。
但し、平成27年8月12日〜 8月17日までは特
別営業期間につきご利用できません。
＊切り取ってお使いください。
＊本用紙のコピー可能です。

４、本券は大会、団体予約等にはご利用できません。
５、本券は他券及びスーパーボウルとの併用は出来ま
せん。 （靴代 別途有料です。）

＊受付時にフロントにご提出ください。
＊有効期限 平成27年12月29日まで。

キ

リ

ト

リ

セ

ン

ボウリング１ゲーム

サービス券

但し 平成27年８月12日〜８月17日までは、特
別営業期間のため本券のご利用はできません。

浜岡・藤枝・袋井グランドボウル
法人会員ＮＯ．６０２３１

−8−

サービス券

本券をご利用にて２ゲーム以上投球され
た方に限り１ゲームが無料となります。
有効期限 平成27年12月29日
但し 平成27年８月12日〜８月17日までは、特
別営業期間のため本券のご利用はできません。

浜岡・藤枝・袋井グランドボウル
法人会員ＮＯ．６０２３１

ト リ セ ン

浜岡・藤枝・袋井グランドボウル
法人会員ＮＯ．６０２３１

本券をご利用にて２ゲーム以上投球され
た方に限り１ゲームが無料となります。
有効期限 平成27年12月29日

ト リ セ ン

但し 平成27年８月12日〜８月17日までは、特
別営業期間のため本券のご利用はできません。

ト リ セ ン

ト リ セ ン

本券をご利用にて２ゲーム以上投球され
た方に限り１ゲームが無料となります。
有効期限 平成27年12月29日

サービス券

キ リ

榛南地区勤労者共済会

ボウリング１ゲーム

キ リ

榛南地区勤労者共済会

ボウリング１ゲーム

キ リ

キ リ

榛南地区勤労者共済会

つま恋「ウォーターパーク」

御前崎市民プール「ぷるる」
TEL0537-63-0195

TEL0537-24-1111

7月18日㈯〜 8月31日㈪

夏季のみ

（9：00 〜 17：00）

7月〜 8月

助成契約施設（共通利用券）

助成契約施設（共通利用券）

３歳〜中学生以下

一般

300 円

会員 ･ 家族 100 円

大人（中学生以上） 一般

2,300 円 会員・家族

1,400 円

高校生

一般

600 円

会員 ･ 家族 400 円

小人（３歳以上） 一般

1,300 円 会員・家族

500 円

大人

一般

600 円

会員 ･ 家族 400 円

70 歳以上

一般

300 円

会員 ･ 家族 100 円

＊「ウォーターパーク」夏季のみ（入園料込み）

静
静波海水浴場
事業協同組合

波

海の家

夏

相
相良サンビーチ
観光事業組合

良

海の家

会員（会員証提示者）及び同伴者
入場料

一般料金 会員・家族

大人

1,000円

700円

小人

500円

300円

割引契約指定施設（会員証提示）
期間
松風荘
かもめ
静波館
0014

6月30日㈫〜 8月31日㈪
TEL 0548−22−1937
TEL 0548−22−4212
TEL 0548−22−3506
TEL 0548−22−5222

期間
むぎわらぼうし
ビーチガーデン

営業時間（定休日なし）
午前６時〜午後５時

＊利用時には必ず会員証を提示して下さい。

−9−

7月1日㈬〜 8月31日㈪
TEL 0548−52−0151
TEL 090−7307−1025

ご家族の方にも お見せください ! !

榛南地区勤労者共済会 窓口受付時間／平日9：00 ～ 17：00

− 10 −

