
第67号会 　 報

共済会だより
発行　平成28年７月１日　事業所数557　会員数2,780名（平成28年６月１日現在）

平成28年度事業計画、予算など承認されました。

『平成28年度評議員会』

　榛南地区勤労者共済会「平成
28年度評議員会」が、５月26日
㈭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27年度事業報告・収支決算、
平成28年度事業計画・収支予算

（案）、役員交代（案）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28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。

　日頃会員の皆様には事業運営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、本会は平成８年に発足し21年目となります。ご承知の通り単独事業所で
は難しい従業者の福利厚生の充実を図り、事業所の活力を向上させることが事業
の中心です。事業者が元気でなければ地域に未来はありません。雇用の安定、事
業の拡大は地域の安定、成長に不可欠です。否応なしに進む少子高齢化や人口減
少が大きな課題です。産業構造の変化に加え天災など、様々に課題、問題が出て
きますが、互いに力を合わせ乗り切っていく他はありません。
　新年度にあたり新たに20年加入の共済金を設けました。利用できる施設も増や
していきます。小さな拡充ですが出来る事から見直しをします。そのためにも会
員数を増やしスケールメリットを高める必要があります。当面の目標である3,000
会員を目前にしています。自分たちの会です。皆様には事業への要望をお寄せい
ただくとともに、会員加入推進にご協力をお願い申し上げます。

会長  松浦敏郎

会長 あいさつ

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
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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＆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。

◆日　　時／平成28年９月14日（水）　受付7：00 ～、開会式7：45 、スタート8：07
◆場　　所／新沼津カントリークラブ（沼津市宮本223）
◆募集人員／当会  ２組  ８人（対象：会員）
◆参 加 費／原則として１組４名

ビジター 12,500円、メンバー 8,900円
（上記は、共済会の助成を差引きした金額です。）
＊参加費は、プレー代、パーティー代、賞品代、保険料及び

諸費用を含みます。
◆申込締切／平成28年８月４日（木）

第20回 静岡県勤労者福祉共済団体合同ゴルフ大会２

※写真はイメージです！

◆日　　時／平成28年９月18日（日）　《日帰り》
7：00発 ⇒ 吉田IC ⇒ 《東名高速》 ⇒ 沼津IC ⇒ 《伊豆縦貫
道》 ⇒ 三島大吊橋（全長400ｍ）9：30～10：20 ⇒ 富士屋
ホテル「フレンチ料理」11：30～13：00 ⇒ 箱根湿生花園 
14：00～14：50 ⇒ 御殿場IC ⇒ 《東名高速》 ⇒ 吉田IC ⇒ 
18：30頃着

◆募集人員／25名（最少催行人数20名）
◆参 加 費／会員 8,400円、登録家族 9,400円、一般 12,600円
　　＊参加費の内訳は、交通費、往復渡橋料、昼食代、保険料等です。
◆申込締切／平成28年８月19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。

日本最長の「三島大吊橋スカイウォーク」と箱根宮ノ下「富士屋ホテルのフレンチ料理」３ 旅行社：㈲旅クラブ

※写真はイメージです！

◆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（最少催行人数20名）
◆参 加 費／会員 5,900円、登録家族（大人 6,600円、小人：３歳～小学生 5,600円）
　　１・２歳（お弁当なし・座席あり） 4,900円
　　０歳（保険のみ） 300円､ 一般 8,800円

＊参加費の内訳は、交通費、お弁当代、乗車料、保険料
等です。

◆申込締切／平成28年７月28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。

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 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！
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◆日　　時／平成28年９月24日（土）～９月25日（日）　《１泊２日》
・９月24日（土）

7：00頃発 ⇒ 吉田IC ⇒《東名高速・圏央道･関越道 》⇒ 沼田IC ⇒ 
沼田（昼食）12：30～13：30 ⇒ 東洋のナイアガラ「吹割の滝」見学  
14：00～15：00 ⇒ 戸倉「尾瀬高原ホテル」着 15：40頃

・９月25日（日）
ホテル発 6：00 ⇒ 鳩待峠 6：30 ⇒ 尾瀬ヶ原散策 ⇒ 鳩待峠 13：10 ⇒  
ホテル（入浴･休憩）13：40～14：20 ⇒ お土産ショッピング 15：20～ 
15：50 ⇒沼田IC ⇒《関越道・圏央道･東名高速》⇒ 吉田IC ⇒ 21：30
頃着　＊朝食と昼食は、お弁当になります。

◆募集人員／25名（最少催行人数20名）
◆参 加 費／「２名１室」会員 20,000円、登録家族 22,500円、一般 30,800円

＊会員と登録家族
　「３名１室」ひとり500円減額・「４名以上１室」ひとり1,000円減額
＊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28年８月19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。

秋の『尾瀬ヶ原ハイキング』６時間30分４ 旅行社：静鉄観光サービス㈱

※写真はイメージです！

《新規加入事業所紹介》 （平成28年３月〜平成28年５月)　期間中 ４事業所が入会！

　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

未加入事業所をご紹介ください!

〜あなただけのカラーコーディネートをしてみませんか？〜
ー 営業品目ー

・塗装全般　　　・住宅塗り替え　　
・屋根防水工事　・看板施工　　　　
・コーキング打ち替え　【見積り無料】

牧之原塗装 一級塗装技能士

エイジーエイチ
土木工事業・ソーラー発電事業

中部日本トラベル㈱
旅行業　あなたの町から世界の町へ…
貸切バス手配、国内・海外ツアー

介護サポートさくら

福祉事業部・介護用品貸与販売
老後の生活を豊かにするためのお手伝い

牧之原市波津3–1
旅行業：TEL 0548–52–3315
福祉事業部：TEL 0548–52–0607

牧之原市福岡50–8
TEL・FAX 0548–52–4611
携帯 090–7688–7979

牧之原市坂部2763　TEL 0548–29–0865
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ステップツアー　STEP TOURロマンスツアー

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㈹

旅行企画・実施　　静岡県知事登録 旅行業第2-202・全国旅行業協会会員

中部日本トラベル㈱ 静岡県牧之原市波津３丁目１番地
TEL：0548-52-3315　旅行業務取扱管理者 名波 直樹

■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。

■昼食場所 八ヶ岳 花フィオーレ小淵沢　☎0551-36-6611

日
程

各地（
7：30

出発）=最寄IC=《東名・新東名》=新富士IC=笛吹市（巨峰狩り／園
11：00～11：50

内もぎ取り食べ放題）=

一宮御坂IC=《中央道》=小淵沢IC=八ヶ岳花フィオーレ小淵沢
12：50～14：30

（入場・バイキングのご昼食・花花バ

イキング）=シャトレーゼ白州工場
14：45～15：45

（見学・試食・ショッピング）=須玉IC=《中央道・中部横断道・

R52・新東名・東名》=最
19：00頃

寄IC=各地（到着）

※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

※旅行取消料

出発日の前日から起算して 10日前から８日前 ７日前から２日前 前日 当日 開始後
20％ 30％ 40％ 50％ 全額

■旅行代金

お一人様 11,900円

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
7：15

前崎市役所−御
7：30

前崎市役所支所−牧
7：45

之原市役所相良庁舎−榛
8：00

原観光センター

−吉
8：15

田町役場

日
　
程

発地−吉田ICー東名・新東名高速ー新清水ICー甲府富士屋ホテ
11：30〜12：45

ル（ランチバイキン

グ）ー甲州夢小路（小江戸情緒、蔵
13：00〜14：00

造りのレトロな街並再現）ー笛吹市、シャインマス 

カット狩り（もぎとり１房土
14：20〜15：20

産付と巨峰など旬のぶどう試食）ー新清水ICー新東 

名・東名高速ー吉田ICー発
18：30〜19：30

地

■日　程 平成28年９月４日㈰　日帰り

※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。

※交通費・昼食費・シャインマスカット狩り・旅行
傷害保険（集合地〜集合地の補償）含みます。

※最少催行人数30名
■旅行代金 お一人様 10,800円

■乗車場所及び時間 旧相良町
7：05

商工会 = 榛原観光
7：20

センター = 小山城観光
7：30

バス駐車場

■最少催行人数 30名

■日　程

日
　
程

発地 = <東名> = 御殿場 = <東富士道路・中央道> = 大月駅 +++ 富士山ビュー特急(ななつ星
のデザイナーが手掛けた眺望観光列車) +++ 河口湖駅 = 赤富士ワイナリー (見学・試飲) =忍野八
海(散策) = フジヤマテラス(人気ホテルのカジュアルバイキング。ライブキッチンの実演なども楽
しみいただけます！ ) = <東富士道路> = 御殿場えびせんべいの里 = <東名> = 各

17：50〜18：20
地着予定

■コース

平成28年９月10日㈯、平成28年９月25日㈰

※但し、富士山ビュー特急は自由席になります。
（交通費・昼食代・旅行傷害保険含）

■旅行代金 お一人様 12,000円

シャインマスカット狩りと
人気の甲府富士屋ホテル、スカイレストラン

和 洋 中 30種類以上のランチバイキング

■出発日 ８月28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

・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。

おすすめツアーに共通する注意事項

会員と登録家族の旅行代金
◆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。

※写真はイメージです！

高級品種！

話題の観光列車 富士山ビュー特急
ハイランドリゾートホテル
大人気のフジヤマテラス ランチバイキング!!

+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。

アンビ・ア倶楽部
東京ドーム野球観戦ツアー

巨人vs阪神

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

◆国内旅行
　取消料

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

憧れの“東京ステーションホテル”
館内ツアーと至福のランチタイム

（お申込前に必ず
 お読みください）

ご案内

■旅行日　８月20日㈯　日帰り
■旅行代金 お一人様  13,000円

お申込金 2,500円

日
程

吉田IC入口バス停（７：10）＝藤枝駅南口（７:30）＝静岡駅南口（８:05）＝清水駅東口（８:40）＝東名高速・首
都高速＝東京ドーム（12:00～18:00）＝各地＝吉田ICバス停（22：30）

先着40名様

■一塁側三塁側の指定はできません。予めご了承ください。
■旅行代金に含まれるもの：交通費、道路代、入場料・東京ドーム内で利用できるグルメチケット1,000円分
■旅行代金に含まれないもの：任意の旅行傷害保険、食事代

【注意】バスドライバー拘束時間の関係上、18:00以降の観戦はできませんので予めご了承ください。

自信を持ってお勧めする１ランク上のバスツアーです。厳選された内容で
至福のひとときをお過ごしください。

■旅行日　７月18日（月・祝）・◆７月30日（土）
８月５日（金）・８月10日（水）

●バスの相席なし　グループどおしでゆったりと（席はグループ毎おとりします）
●カラオケ・宴会なし　落ち着いた雰囲気で、のんびりとお過ごし下さい。

◆印■旅行代金 14,600円　　14,900円
※食事…昼1回

小人500円引き

日帰り

日
程

各地（焼津７：35 〜静岡８：20）＝東京ステーションホテル 宿泊者しか入ることが
できない特別な場所でホテルスタッフによる館内ツアー付！…ホテル内レストラン“ア
トリウム”（ランチタイム）東京駅中央最上部に位置するレストランにてフレンチフ
ルコース。天窓を備えた最大天井高９mの開放感あふれ、非日常的な空間で優雅な
ひとときをお過ごし下さい。※ワンドリンク付き…東京駅地下街や大丸などでショッ
ピングタイム＝各地（静岡19：30 〜焼津20：10）

※このコースは島田駅からの乗降はできません。

フルーツ王国！山梨へ

巨峰狩りと南アルプス「アイス」工場見学♪
（昼食代・交通費・観光費・旅行傷害保険含）
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当共済会単独企画事業 定　員 県下・近隣共済会合同企画事業 定　員
(当会)

５月 ◆11日(水) 〜毎週水曜・連続10回
セミナー「太極拳」入門

20名 ◆29日(日) 「中部地区合同事業」
グランドゴルフ大会（島田市）

１２名

６月 ◆  5日(日)　新緑のパワースポット
「高尾山」と「うかい鳥山」の昼食

40名

7月 ◆30日(土)　「名古屋港水族館」バックヤード
ツアーとホテルランチバイキング

２５名

8月 ◆28日(日)　「長島ダムミステリートンネル」と
「きかんしゃトーマス号」

40名

9月

◆18日(日)　日本最長「三島大吊橋」と箱根
「富士屋ホテル」昼食

◆24日(土) 〜 25日(日)１泊２日
尾瀬ヶ原ハイキング

２５名

２５名

◆14日(水)
静岡県勤労者福祉共済団体合同
ゴルフ大会(新沼津カントリークラブ）

　８名

11月
◆下旬　深夜帰り

東京フリー（上野・渋谷）六本木ミッドタウン
イルミネーション見学

２５名

12月
◆上旬　皇居乾通り一般公開

◆下旬　お正月用「寄せ植え室」

25名

30名

◆18日(日)　「中西部地区合同事業」
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）

５０名

２０名

１月 ◆15日(日)　初詣「長野善光寺」 ４０名

２月 ◆19日(日)　「目黒雅叙園百段雛祭」
「新宿プリンスホテル」ランチバイキング

２５名 ◆上・中旬　「中部地区合同事業」
ボウリング大会（藤枝グランドボウル）

２０名

3月 ◆中旬　「中部地区合同事業」
映画鑑賞会（藤枝シネ・プレーゴ）

30名

平成28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。

（中部地区共済会合同事業）
６名参加（全体参加者84名）

①「グランドゴルフ大会」

５/29
（日）

企画事業報告（平成28年５月実施分）
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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

未加入事業所を
ご紹介ください。

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。

お　願　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・共通利用券は事務局へ返してください。

特　　　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）。

あなたの事業所名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　　　　-　

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
　　　　　　　　約　　　　　人

紹介日　　月　　日

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
所をご紹介下さい。共済会に入ること

は従業員を大切に
することです。

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
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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

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。

但し　平成28年８月11日～８月15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。

榛南地区勤労者共済会
ボウリング１ゲーム
サービス券

有効期限　平成28年12月29日

限　定

250
セット

ジェフグルメカードを販売します！

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。

1セット（500円券10枚）

会 員
4,000円
（定価　5,000円）

牧之原市内・吉田町内で、ご利用になれるお店です。
ケンタッキーフライドチキン

【榛原店】
旨いもんや串特急

【榛原店】
カレーハウスCoCo壱番屋

【榛原店】 ココス静波店

にぎりの徳兵衛吉田店 ガスト吉田店

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 9：00〜17：00
販売は直接「勤労者共済会事務局・窓口」

「チケット申込書」で申請してください。

このほか、近隣でも使えるお店がたくさんあります。
詳しくは、「加入店リスト」が付いていますのでご覧ください。
ホームページ　http://www.jfcard.co.jp

キ
　
リ
　
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。

但し　平成28年８月11日～８月15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。

榛南地区勤労者共済会
ボウリング１ゲーム
サービス券

有効期限　平成28年12月29日

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。

但し　平成28年８月11日～８月15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。

榛南地区勤労者共済会
ボウリング１ゲーム
サービス券

有効期限　平成28年12月29日

キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
セ
　
ン

キ　リ　ト　リ　セ　ン

キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
セ
　
ン

キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
セ
　
ン

　＊切り取ってお使いください。　　＊受付時にフロントにご提出ください。
　＊本用紙のコピー可能です。　　　＊有効期限　平成28年12月29日まで。

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28年8月11日〜 8月15日までは特

別営業期間につきご利用できません。

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。）

1会員
1セット限り



− 8 −

１　４　３　１

榛南地区勤労者共済会
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つま恋「ウォーターパーク」
TEL0537-24-1111 TEL0537-63-0195

御前崎市民プール「ぷるる」

夏夏夏

7月16日㈯〜 9月4日㈰
（9：00 〜 17：00）

屋外プール　7月1日㈮〜 8月31日㈬

助成契約施設（共通利用券）

＊「ウォーターパーク」夏季のみ（入園料込み）

大人（中学生以上） 一般　2,300 円 会員・家族　1,400 円
小人（３歳以上） 一般　1,300 円 会員・家族　500 円

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
高校生・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

入場料 一般料金 会員・家族
大人 1,000円 700円
小人 500円 300円

期間　6月30日㈭〜 8月31日㈬
松風荘 TEL  0548−22−1937
かもめ TEL  090−6084−4212
静波館 TEL  0548−22−3506
0014 TEL  0548−22−5222

期間　7月1日㈮〜 8月31日㈬
むぎわらぼうし TEL  0548−52−0151
ビーチガーデン TEL  090−7307−1025

会員（会員証提示者）及び同伴者

割引契約指定施設（会員証提示）

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。

静　波
静波海水浴場
事業協同組合 海の家

相　良
相良サンビーチ
観光事業組合 海の家
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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


