
第66号会 　 報

共済会だより
発行　平成28年４月１日　事業所数557　会員数2,767名（平成28年３月１日現在）

発行：榛南地区勤労者共済会／牧之原市静波1771-5　TEL 0548-22-9671・FAX 0548-22-9672　窓口：平日 9:00 ～ 17:00

◆日　　時／平成28年６月５日（日)
7：45 発 ⇒ 吉田IC ⇒ 《東名・圏央道》 ⇒ 高尾山IC ⇒ 高尾山（ケーブルカー乗車・自由散策）11：30 ～ 13：20  
⇒ うかい鳥山（昼食・炭火焼） 13：25 ～ 14：50 ⇒《中央道》 ⇒ 忍野八海 16：00 ～
16：45 ⇒ 御殿場IC ⇒《東名》 ⇒ 吉田ＩＣ ⇒ 20：00頃 着

◆募集人員／40名 (最小催行人数25名)
◆参 加 費／会員 8,500円、登録家族 9,500円、一般 12,700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28年５月６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。
　なお、参加費は旅行社への支払いとなります。

◆日　　時／平成28年７月30日（土）
6：30発 ⇒ 牧之原IC ⇒《東名高速・伊勢湾岸道・名古屋高速》⇒名港中央IC ⇒ 名古屋港水族館（バックヤード
ツアー 9：45 ～約20分・見学）9：30 ～ 13：00 ⇒ ウエスティンナゴヤキャッスル（ランチバイキング）13：30 
～ 15：00 ⇒ 名古屋城（見学）15：10 ～ 16：30 ⇒ 《伊勢湾岸道・東名高速》⇒ 相良牧之原IC⇒ 19：30頃 着

◆募集人員／ 25名 (最小催行人数20名) 
◆参 加 費／会員 8,600円､ 登録家族（大人 9,600円､ 中学生 8,100円

小学生 7,100円､ 幼児(4歳以上) 6,700円）､ 一般 12,800円
＊参加費の内訳は、交通費、昼食代、入館料、保険料等です。
◆申込締切／平成28年６月30日(木)　＊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。

◇実施日時／平成28年８月28日（日）
7：15発（貸切バス）⇒長島ダムふれあい館 …《ミステリートンネル・ハイキング》… アプ
トいちしろ駅 《井川線・南アルプスアプトライン》長島ダム駅 ⇒千頭駅周辺（昼食お弁当付
き・トーマスフェア見学）⇒千頭駅 《トーマス号乗車》 新金谷駅（到着後・転車台など見学）
⇒（貸切バス）16：45頃着

◇募集人員／40名 (最小催行人数20名)
※参加費等の詳細は、７月１日第67号「共済会だより」でお知らせします!!

参加者募集

「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。

６月 新緑のパワースポット「高尾山」と「うかい鳥山」の昼食

7月 「名古屋港水族館」バックヤードツアー

８月 「長島ダムミステリートンネル」と「きかんしゃトーマス号」

１

２

３

企画旅行社 ： スルガ観光サービス

旅行社 ： 静鉄観光サービス㈱

旅行社 ： ㈱大鉄アドバンス　大鉄観光サービス

※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！



（

・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。
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オレンジツアー

観光庁長官登録旅行業第153号日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）会員

【企画・実施：静鉄観光サービス】

静鉄観光サービス㈱
〒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：柴山 真一

◆この旅行は下記条件（抜粋）および当社「募集型企画諸候約款」によります。詳しい旅行条件を
説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認のうえお申込みください。◆旅行代金には消費税
が含まれます。◆運輸機関の都合により行程及び旅行代金に変更が生じる場合がございます。◆お
申込み後、お客様の都合により旅行を取り消される場合は、下に定める取消料を申し受けます。

◆国内旅行
　取消料

日
程

掛川車庫（6：30）＝菊川IC駐車場（6：45）＝吉田IC入口バス停（7：00）＝焼津駅北口（7：20）＝
静岡駅南口スルガ銀行前（7：55）＝清水駅東口（8：25）＝富士IC（9：10）＝東京競馬場（11：30～
16：15）＝東名高速＝静岡駅（19：45）＝静岡各地

ステップツアー　STEP TOUR

旅行企画・実施　　静岡県知事登録旅行業第2-277号・全国旅行業会正会員

㈱静岡旅の企画室 相良店　☎0548−52−5111㈹
小笠店　☎0537−73−8111㈹

■旅行代金（昼食代・交通費・観光費・旅行傷害保険含）

※昼食は鎌倉プリンスホテルのランチブッフェです！

■乗車場所 お近くでご乗車できます。 ■出発時間 後日連絡いたします。

■行程表

■昼食場所 鎌倉プリンスホテル　　☎0467-25-4321

■出発日

日
程

各地（出発）＝最
8：30
寄IC＝《東名・圏央道・湘南バイパス》＝藤沢IC＝鎌

11：30～12：30
倉プリンス

ホテル（ランチブッフェ）＝鎌倉自由散策（鶴
13：00～16：30

岡八幡宮・小町通り・あじさい

の明月院・長谷寺等/約3時間30分）＝藤沢IC＝《湘南バイパス・圏央道・東名》

＝最
19：30頃

寄IC＝各地

※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。

※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

前日 当日 開始後
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％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 全額

お一人様 13,000円

アンビ・ア倶楽部

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　高橋泰久　石坪和則

旅行企画･実施　株式会社アンビ・ア　アンビ・ア  ツアーズ

■日本ダービー　5月29日（日）　東京競馬場

旅クラブツアー

㈲旅クラブ
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

■乗車場所
　及び時間

御
6：30

前崎市役所−御
6：45

前崎市役所支所−牧
7：00

之原市役所相良庁舎−榛
7：10

原観光センター

−吉
7：20

田町役場

■コース

日
　
程

発地−吉田IC−東名高速−富士川SA（休）−沼津IC−熱
10：30
海港〜〜（高速船）〜

〜初
11：00
島港　　初島で滞在約3時間30分をお楽しみ下さい。

特典…アイランドリゾート内、亜熱帯植物が生い茂るアジアンガーデン入園券が付いています。
　　　一周約4㎞ゆったりウォーキングもいかがですか？
　　　（お初の松・江戸城石垣探掘場跡・季節の花々観賞など）
昼食は漁師が営む港の食堂街又アジアンガーデン内又エクシブ初島等で自由食となります。
初
14：50

島〜〜（高速船）〜〜熱
15：20
海港−沼津IC−東名高速−富士川SA（休）−吉田IC

−発
18：30〜19：00

地　

■日　程 平成28年5月22日㈰　日帰り

※保険証コピーをご持参下さい。
※バス車内は、シートベルトの着用が義務付けられています。安全の為に必ず着用願います。

■旅行代金
※交通費・乗船料・アジアンガーデン入園券・旅

行傷害保険（集合地〜集合地の補償）含みます。
※昼食は自由です。　※最少催行人数30名

お一人様 9,300円

■この旅行は東海汽船㈱が企画・実施し、㈱アンビ・アが受託販売
いたします。■詳しい旅行の内容は専用パンフレットまたはアンビア・
ウェブページにてご確認ください。■1名様より承ります。■最少催
行人員各出発日100名。募集人員各出発日240名。■詳しい旅行条
件書をご用意しておりますので、事前にご確認のうえお申し込みくだ
さい。■このコースは特別企画のため各種割引の対象外となります。
■島内の行程は変更になる場合がございます。

焼津港から
　伊豆大島

熱海港からわずか30分
リゾートアイランド

初島へ行こう！

■旅行代金 お一人様　7,200円

２日間限定運航 高速ジェット船で行く 静鉄観光サービス競馬ツアー

昨年初運航の焼津港から行く伊豆大島。
今年は陽春を楽しむ多彩な4コースをご用意!!
■焼津港（旧港）発着　予定出入港時間　出港 8：45頃　入港 17：55分頃

全席指定日帰りプラン
ツアー設定2日間限定

花旅

日本ダービー

（入場料込）お申込金 1,000円

6月19日㈰《日帰り》

・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。

ご予約お申し込み方法

おすすめツアーに共通する注意事項

旅行代金
◆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）

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。

４/23土・24日

旅行企画実施

東京都知事登録旅行業第2-1793号
国内旅行業務取扱管理者 柳葉 厚

〒105-6891
東京都港区海岸1-16-1

心に残る船の旅

日帰りの旅

Ａ 椿油絞り体験とのんびり温泉入浴コース
椿油絞り体験＝大島温泉ホテル（昼食･入浴付）タオル
ご持参下さい＝三原山頂口＝大島公園

旅行
代金

大人

15,900円
小人（小学生）

11,200円

Ｂ 旅情誘う波浮港と地層切断面コース
波浮見晴台＝地層切断面＝三原山頂口＝大島温泉ホテ
ル（昼食※入浴なし）＝椿油絞り体験

旅行
代金

大人

15,600円
小人（小学生）

11,000円

Ｃ 絶景！三原山ハイキングと温泉コース 食事：無し（ご持参ください）
三原山ハイキング＝大島温泉ホテル（入浴）タオルご持
参下さい

旅行
代金

大人

12,500円
小人（小学生）

7,600円

Ｄ 焼津〜伊豆大島 往復乗船券 食事：無し
焼津港から伊豆大島までの往復乗船券のみ。
ご自由にお過ごし下さい♪港より島内自由行動

旅行
代金

大人

11,500円
小人（小学生）

6,800円

■下川原5丁目バス停、東静岡駅北口、有度局前は受付出来ません。（清水乗車場所は、清水駅東口に変更になります）
　競馬場の指定席をお持ちの方は、11：00到着を確約出来ませんので予めご了承下さい。
※初心者大歓迎！　車中にて初心者の為の競馬講座開催、馬券の買い方ご案内します。
■旅行代金は往復のバス代と旅行傷害保険、入場料のみ。食事代は各自負担です。添乗員同行。
■募集人員　40名様（最少催行人員30名様）※但し、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
■小人（4才〜小学生）500円引き。20才未満のひとり参加はお受けできません。（この旅行は2016年2月22日改訂の資料に基づきます）

旅行契約の
解除日

出発日の前日から起算して
前日 当日 旅行開始後

又は無連絡不参加10日前から8日前 7日前から2日前
日帰り旅行 申込金 30％ 40％ 50％ 全額

◆お問合せ・お申込みは下記まで
○本店営業部（葵区追手町2-12） TEL054-251-6415
○新静岡プラザ店（葵区追手町本社内） TEL054-252-4193
○清水支店（しずてつストア草薙店となり）TEL054-349-7201
○富士営業所（富士市柚木203-1） TEL0545-64-7111

各営業所共に日曜・祝日・休業　営業時間9：30 〜 17：30
◎藤枝支店（藤枝駅南口オーレ藤枝3階） TEL054-634-1201
○掛川支店（掛川市駅前4丁目） TEL0537-24-4991
○袋井営業所（袋井市方丈1-5-7） TEL0538-44-4191

※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！

生涯一度のレース！

人気ホテルのランチバイキングと

　　　あじさい咲く
古都鎌倉

（お申込前に必ず
 お読みください）

ご案内



企画事業報告（平成27年１２月～平成28年２月実施分）
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12/13（日）
当会63名参加

1/17（日）
36名参加

2/7（日）
17名参加

2/10（水）
当会７名参加

新幹線で行く「東京ディズニーリゾート」１

初詣「厄除け・・川崎大師」と
「横浜ロイヤルパークホテル（昼食）」
３

“圏央道開通” 宝登山蝋梅園と
芦ヶ久保の氷柱

４

「合同ボウリング大会]5

セミナー
「お正月用寄せ植え」
２

（県内共済会合同事業）

（中部地区共済会合同事業）

12/20（日）
21名参加



《新規加入事業所紹介》平成27年12月 ～平成28年２月期間中 
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牧之原市細江４５８６－１　ＴＥＬ２２－３１３８

吉田町住吉２８３８－１　ＴＥＬ３３－２９５９

牧之原市静波２２７０－１
ＴＥＬ２２－０６９４

吉田町川尻３０５５－２７
ＴＥＬ32－3522

牧之原市須々木７６８－１
ＴＥＬ５２－３１９７

美容室

建設業・一級建築士事務所

重機工事・産業廃棄物収集運搬業

設計施工例

エステサロン

６事業所が
入会！

Ｓｗｉｔｃｈ Ｈａｉｒ ＆ make

栁原建築工房

平岡建材 熊澤建材

マスダエム工業

素っぴん専科 蓮華

牧之原市静波１５２０－１８　ＴＥＬ２２－０５５３

◆ 『ＳＢＳ学苑』県内各校の入会金特典！
　共済会の会員証提示で特典⇒会員：入会金無料、同居家族：入会金半額になります。
　＊平成26年4月に配付した“黄色の会員証”のみ有効です。

◆『ユーキャン』の講座受講料が全福センター会員特別価格で！
　特典⇒通常一括価格から「15％還元価格」になります。
　＊共済会を通じて申込んでください。

幅広い年代の
お客様をお迎え
しています。
アットホームな
お店です。

設計から施工までお任せ下さい。

素のままでも
綺麗でいたい！
そんな女性の
　為のサロン

未加入事業所をご紹介ください!

住宅写真
Ｋ様邸

店舗写真
アッフェル

　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て説明させていただ
きます。

連絡先：共済会事務局　TEL 22－9671



＊中部地区の会員証提示　指定割引契約店は、７月発行予定の「ご利用ガイドブック」へ掲載します。
　（一例）　ホテルセンチュリー、中島屋グループ、小杉苑、ホテルアソシア静岡　など

＊その他にも「全福センター」が契約した指定割引施設が、全国にたくさんあります。
　（一例）　ルートインホテル、レオパレス21、ニッポンレンタカーサービス　などなど
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会員証　「平成２６年４月１日」から変更されてま～す!!

現在有効の
会員証です！

榛南地区勤労者共済会　会員証提示　指定割引契約店の紹介!
事業所名・店名 住所／電話番号 業 種 等 割引内容・対象

静波
スウィング

ビーチ

牧之原市静波2228-43 リゾートホテル
レストラン
ウェディング

◦レストランの食事料金10％引き
◦１泊朝食の料金割引（大人１名の料金）
　平　日：7,980円を5,600円
　休前日：9,980円を7,180円
◦会員証提示で会員及び同伴者４名まで割引可能0548-22-1717

㈲そねたけ
吉田町神戸2413-2 婦人服・学生用品・化粧

品・クロスタニン販売
◦「愛カード」ポイントが通常の２倍
◦会員（会員証提示者）及び登録家族0548-32-8000

㈲メンズカトー
牧之原市静波573-6 紳士服・紳士洋品・学生

用品・クロスタニン販売

◦購入額の10％引き（クレジットは除く）
　（＊特別奉仕品・学生衣料は除く）
◦会員（会員証提示者）及び登録家族0548-22-4452

名波畳店
牧之原市須々木431-1

畳 製造・販売 ◦購入額の５％引き
◦会員（会員証提示者）0548-52-1275

車のシズヨシ
牧之原市静波2260-13 自動車販売

車検・修理・点検
自動車リース

◦自動車購入時／新車：１万円キャッシュバック
◦中古車（車両30万円以上）：普通車２万円引き、軽自動

車１万円引き
◦６ヶ月点検無料又はエンジンオイル半額！
◦会員（会員証提示者）及び登録家族0548-22-2668

カツマタ
自動車販売㈱

牧之原市細江2036-1 自動車販売
車検・修理・点検

◦新車購入時／１万円キャッシュバック
◦車検・修理・点検時の工賃10％引き
◦会員（会員証提示者）及び登録家族0548-22-5333

㈲高林タイヤ
牧之原市地頭方574-4 各種タイヤ

修理・販売

◦FALKEN（ファルケン）・ダンロップの乗用車タイヤ購
入時５％引き

◦会員（会員証提示者）0548-58-0856

アイエス施術院
吉田町川尻813-3

整体 ◦整体治療費から1,000円割り引く（要予約）
◦会員（会員証提示者）0548-32-2305

おひさま食堂
吉田町神戸2143-18

ブッフェレストラン
◦ランチまたはディナー料金を５％割引（ただし、アルコー

ルは除く）
◦会員証提示で会員及び同伴者５名まで割引可能0548-23-9755

パール
エステサロン

御前崎市白羽5930-1 痩身エステ
よもぎ蒸し
脱毛

◦エステ、脱毛、よもぎ蒸し
　＊各10％引き、当日会員カード提示
◦脂肪冷却痩身（キャビ･クライオⅡ）
　お試し料金１ヶ所１万円（税抜）おひとり様２ヶ所まで0548-63-5030

ディスカバリー
パーク焼津
天文科学館

焼津市田尻2968-1 天文科学館
プラネタリウム

◦プラネタリウムと展示・体験室の利用料金20％引き
◦会員証提示で会員及び同伴者５名まで割引可能054-625-0800



共済会ホームページ＆全福センターホームページをご覧ください。

http://www.hainan-kk.jp

＊色々アップしてあるよ!!
・「ご利用ガイドブック」がＰＤＦで！
・「入会案内」も！
・最新の「申請用紙」が！
・「共済会だより」＆「共済会ニュース」
・「会員証提示割引」施設一覧
・「共通利用券」施設ＨＰへもリンク

クリック

榛南地区勤労者共済会 検索

クリック

全労済SFサービス 検索

クリック

クリック

ろうきんマイプランクラブ 検索ろうきんマイプランクラブの会員特典も受けれます。

“全労済SFサービス”で検索!!

共済会のトップページから”全福センターＨＰ”へ！！

会員専用番号（共済会会員証裏面）　全労済SFサービス組合員番号「888801」

会員専用番号（共済会会員証裏面）　
（特典例）　ルートインホテルの割引

全労済SFサービス提携店のご案内

共済会の会員は、全福センターの会員特典も受けれます。

全福ネット　ＩＤ　　　　・　パスワード zenpukuｔｋ

クリック
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共済会は、中小企業・商店などで働く人々の福利厚生をサポートします。

事業主・従業員の
みなさまへ 『事業所従業員全員入会のおすすめ』

入 会 で き る 人
◎牧之原市・吉田町に所在する中小企業・商店などで働く方なら、年齢に制限なく誰でも加入で

きます。
◎会社の社長さんを始め、従業員・パートタイマー・商店主・家族専従者等が対象です。
◎原則として、個人毎ではなく事業所単位で、会員資格のある方は全員の加入をすすめています。

＊入会の手続きは、共済会事務局で受付けています。
　詳しいお問合わせは、共済会事務局へお願いします。　TEL  22-9671
＊また、退職等により退会される場合には、「会員証」、「共通利用券」、をお返しください。

就業後１年以上の未加入従業員等入会時に、会員事業所に対して入会者１名に
つき500円の商品券を贈呈します。ただし、商品券贈呈の対象期間は、５月～
７月の入会に限ります。



「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」

チケット価格改定（2016年４月１日実施）

券　種

現行価格 改定価格

大人
18才以上

中人
中学・高校生
12才〜 17才

小人
幼児・小学生
４才〜 11才

大人
18才以上

中人
中学・高校生
12才〜 17才

小人
幼児・小学生
４才〜 11才

個
人
向
け
チ
ケ
ッ
ト

１デーパスポート 6,900 6,000 4,500 7,400 6,400 4,800

２デーパスポート 12,400 10,800 8,000 13,200 11,600 8,600

３デーマジックパスポート 16,600 14,400 10,700 17,800 15,500 11,500

４デーマジックパスポート 20,800 18,000 13,400 22,400 19,400 14,400

シニアパスポート 6,200 6,700

スターライトパスポート 5,400 4,700 3,500 5,400 4,700 3,500

アフター６パスポート 4,200 4,200

２パーク年間パスポート 86,000 56,000 93,000 60,000

２パーク年間パスポート
（シニア） 73,000 79,000

東京ディズニーランド
年間パスポート 59,000 38,000 63,000 41,000

東京ディズニーランド
年間パスポート（シニア） 50,000 53,000

東京ディズニーシー
年間パスポート 59,000 38,000 63,000 41,000

東京ディズニーシー
年間パスポート（シニア） 50,000 53,000

団
体
向
け

チ
ケ
ッ
ト

団体パスポート 6,200 5,400 4,000 6,700 5,800 4,300

スクールスペシャル
パスポート 4,100 3,600 2,700 4,400 3,900 2,900

単位：円（税込）

※「スターライトパスポート」と「アフター 6パスポート」は、現行価格を据え置きます。
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◇ 希望者は「チケット申込書」に記入し、FAX又は郵送で事務局へ
◇ FAX22－9672 ◦郵送先住所：〒421-0422 牧之原市静波1771-5
◇ 先着順で受付します。　 ◇ 定数になり次第締切り！
◇ チケットは後日、現金と引き換えにお渡しします。

チケットあっせん!!
（会員・登録家族のみ）

キャンセルはできませんのでご注意ください!!

◆利用期間／平成28年５月１日(日)～平成28年７月31日(日)
　　　　　　＊ただし、休館日等ご利用になれない日もありますので、
　　　　　　　予約時に確認してください。
◆利用時間／11：30～14：00
◆斡旋価格／4,000円（通常料金　5,400円 ）
◆申　　込／１会員２枚まで（会員及び登録家族）
◆販売定数／限定100枚
◆販売期限／平成28年６月30日(木)
◆利用方法／必ず事前に予約し、利用時にチケットの提出および会員証を提示してください。
　※問い合わせ・予約 ： 葛城 北の丸　〒437-0121　袋井市宇刈2505-2　☎ 0120-211-489 （9：00～18：00）

「葛城 北の丸」
　　　“四季彩昼膳”

お食事チケットの
販売！（買い取り）

※写真はイメージです！
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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


