事業所数 559／会員数 2,792
（平成28年12月1日現在）
（一社）
全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟

新年のご挨拶

会長

松浦

敏郎

新年あけましておめでとうございます。会員各位におかれ

ましては健やかに新年をお迎えの事とお慶び申し上げます。

日頃は共済会事業運営に格別のご協力を賜わり厚く御礼申し
上げます。

さて、本年は年明け早々アメリカ大統領交代で幕を開けま

す。アメリカが咳をすれば日本が風邪をひくと言われ続けて

きましたが、今回ほど先行きに予想がつかないことはないで

しょう。地域の景気に及ぼす影響が懸念されます。

安倍内閣の発足以来、数々の経済政策が実施されてきまし

た。少子高齢化、人口減少の中で地方創生施策は最も期待す

るものです。なかでも地域を支える中小零細企業への支援策

拡充を更に進めて頂きたいものです。あわせて我々自身も常

に 創 意 と 工 夫 が 求 め ら れ ま す。 今 ま で も 数 々 の 政 治・ 経 済

ショックはありましたが、乗り越えてきた事です。ピンチは

チャンスの言葉のとおり、自ら行動するしかありません。そ

れぞれが力を発揮することが地域の未来に繋がります。

本共済会は平成八年の発足以来、市町の合併等、大きな転

換期も有りましたが、順調にその目的と意義するところに向

け事業の拡充に取り組んできました。また、組織の安定のた

め目標会員数三千名に向けてご紹介をお願いしています。会

員各位におかれましては更なるご協力をお願い申し上げます

と共に、新年への躍進、ご多幸をご祈念申し上げ新年のご挨

拶とさせていただきます。

窓口：平日9：00 〜 17：00

FAX 0548-22-9672

TEL 0548-22-9671

牧之原市静波1771-5

発行：榛南地区勤労者共済会

http://www.hainan-kk.jp

“共済会ホームページ”

榛南地区勤労者共済会

2017年1月1日

報
会

第69号

写真提供：植田忠雄氏・撮影地 ： 牧之原市波津海岸からの富士山

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&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。

恒例「合同ボウリング大会」中部地区合同事業
◆日

時／平成29年2月8日（水）・受付 19：00～19：20

・スタート19：30 ・終了 21：30頃

◆会

場／藤枝グランドボウル（藤枝市下当間 652） ・TEL 054-641-8381
（東名焼津ICを出て左折し､国道1号に向かって800m先の右側）
◆募集人員／全体で 120名（先着順、定員になり次第締切り）
◆参 加 費／会員・登録家族 1,500円､一般 2,500円＊賞品多数・参加賞もあります！
＊参加費は、ゲーム代（2ゲーム）夕食代（弁当＋お茶）傷害保険料､賞品代です。
靴代＠300円は、個人負担でお願いします。
◆競技方法／2ゲームの合計得点で、ハンディーキャップ方式
1ゲームのハンディー、女性＋10ピン・60歳以上＋10ピン
◆申込締切／平成29年1月19日（木）
※申込用紙 ： 様式第18号「事業参加申込書」
（ご利用ガイドブック37頁＆当共済会HP）

2 「目黒雅叙園･百段雛祭り」と「新宿プリンスホテル･ランチバイキング」
◆日

時／平成29年2月19日（日）
7:15 発 ⇒ 吉田 IC ⇒《東名・首都高》⇒ 初台南ランプ ⇒ 新宿
プリンスホテル（ランチバイキング）11:20 ～ 13:00 ⇒ 目黒雅
叙園（百段雛祭り）見学 13：30 ～ 14：30 ⇒ 恵比寿ガーデン
プレイス（ショッピング）14：35 ～ 16：05 ⇒ 池尻ランプ ⇒
《首都高・東名》 ⇒ 吉田 IC ⇒ 19:50頃着
◆募集人員／25名（最小催行人数20名）
※写真はイメージです。
◆参 加 費／会員 8,000円、登録家族 9,000円、一般 12,000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／1月18日（水）「旅行社： 中部日本トラベル ㈱」
※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。

企画事業報告（平成28年8月実施分）
１

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」

8/28（日）
参加者 39名
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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。

ご予約お申し込み方法
・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。

アンビ・ア倶楽部

光キラめく世界への旅

伊豆に溢れるキラめきグランドイルミ
2ndシーズン を炭火焼海鮮バーベキュー
無印9,000円
○印 9,300円
日帰り 食事／夕1回

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。

■出発日
・1/⑭土・20金 ・2/⑤日・16木・28火

各地（焼津11：35〜静岡12：20）ー（昼食自由）ー伊豆パノラマパーク
（ロー
プウェイ乗車）ー東京ラスクファクトリー（お買い物）ー伊豆高原 旅の駅ぐ
らんぱるぽーと
（炭火焼海鮮バーベキューの夕食）ー伊豆ぐらんぱる公園
（グランイルミ鑑賞）※カピパラストラッププレゼントー（静岡21：50・焼
津22：30〜各地）※このコースは島田からの乗車はできません。

①

旅行代金

小学生700円引
4才〜未就学児2,100円引

オープン2年目の今年は、210万
球から400万球へ倍増し全面リ
ニューアル!!光で作り上げた宇
宙、ファンタジー、ジュラシッ
クワールド、お花畑の4つのテー
マがあり、
それぞれ違った空間を楽しめます。また、
光に包まれた巨大滑り台を滑走して、幻想的な世界
を味わうのもおすすめです。パワーアップしたグラ
ンイルミで素敵な夜をお過ごしください。

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

ステップツアー

熱田神宮初詣と大人気！まるは食堂のジャンボエビフライ
■ご出発日 1月29日㈰ 〈日帰り〉
12,500円（昼食代・交通費・観光費・旅行傷害保険含）

■乗車場所 お近くでご乗車できます。

旅行企画･実施 株式会社アンビ・ア アンビ・ア ツアーズ

オレンジツアー

STEP TOUR

限定1本! 初詣 今年も良い年でありますように！ 福
■旅行代金 お一人様

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

■出発時間 後日連絡いたします。

各地
（出発）＝＝最寄IC＝＝
《東名・伊勢湾岸道・名古屋高速》＝＝熱田神宮
（初詣）＝＝
《名古屋高速・

日程

08：15

10：30〜11：15

知多半島道・セントレアライン》＝＝りんくうIC＝＝まるは食堂
（昼食）＝＝中部国際空港セントレア
13：10〜14：40

（レンガ通・ちょうちん横丁等）＝＝めんたいパークとこなめ（ショッピング）＝＝りんくうIC＝

富士山静岡空港から添乗員がお世話します!!

KOREAいいね!
ソウル３日間
◦2016年5月オープンの
ティーマークグランドホテル利用
◦安心の全行程添乗員同行
◦こだわりの韓国グルメ
(健康韓食ビュッフェ
・石焼ビビンパなど）
◦世界遺産「水原華城」見学
◦笑いありダンスありの新感覚ショー BIBAP（S席）観賞

＝《セントレアライン・知多半島道・伊勢湾岸道・東名》＝＝最寄IC＝＝各地
18：00頃

まるは食堂りんくう常滑店

☎0569-38-8108

※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

㈱静岡旅の企画室

新春日帰り

相良店 ☎0548-52-5111㈹／小笠店 ☎0537-73-8111㈹

旅クラブツアー

3/16・3/18・4/8・4/15・4/22

56,800円 20,000円（2泊）

3日目

空港へ移動（途中食料品店に立ち寄り） 仁川空港（9:35発） ⇒エアソウル712便にて富士山静岡空港
(11:30）帰国（解散）

【旅行企画実施】

静鉄観光サービス㈱

静鉄観光サービス
（株）
藤枝支店
〒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 担当大石繁伸

静岡市追手町2-12 総合旅行業務取扱管理者 中澤 直樹 その他詳細につきましてはお問い合わせください

■旅行代金

お一人様

■乗車地

吉田町小山城公園Ⓟ ー 榛原観光センター ー 旧相良商工会事務所 ー 御前崎市役所支所ー 御前崎市役所

※交通費・昼食費・入場料・
旅行傷害保険（集合地〜集合地の補償）含みます。
8：30発

平成29年3月4日㈯〜5日㈰〈1泊2日〉

程

お一人様

4 〜 5名一室

3名一室

2名一室

34,000円

35,100円

37,300円

<1泊3食･交通費・旅行傷害保険含>※2日目昼食各自

平成29年2月11日
（土・祝）日帰り

8：45発

小山城観光バス駐車場 = 榛原観光センター = 旧相良町商工会
後日御連絡致します。

9：00発

■最少催行人数 23名

※写真はイメージです。

■コース・日程

発 地 = <高速> = (車中食) = 姫路城(平成の大改修が終わった天守閣内部を見学)
6:30～7:00

3/4（土）

= 塩田温泉(泊)

<宿泊先> 塩田温泉 夢乃井

15:45

■最少催行人数 30名

ホテル = かまぼこ工場見学 = ふく蔵（酒蔵見学）= <高速> = 神戸南京街・元町散策

■コース
発地 ー 菊川 IC ー 東名高速ー 豊川稲荷（参拝）ー 蒲郡（ズワイガニ食べ放題の昼食）※60分間食べ放題
10：30〜11：20

3/5（日）

8:45

（昼食各自）=<高速> = 発地着予定
19:10〜19:40

12：00〜13：30

ー 海産物センター ー おんな城主・直虎、大河ドラマ館（見学）ー 東名高速ー菊川 IC ー 発地
15：00〜16：00

18：00〜19：00

※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。
※利用バス会社名：静鉄ジョイステップバス（株）、貸切バス事業者安全性評価認定制度（最高の三ツ星認定）

㈲旅クラブ

52,800円 20,000円（2泊）

DEUMERAにてアワビ粥の朝食 終日観光 ●景福宮と守門将交代儀式見学 ●免税店 ●世界遺産「水
原華城」見学 ●水原名物「石焼ビビンパ」の昼食 ●北村韓屋村散策 ●BIBAP観賞（ビビンパがテー
マのショー） ●高麗亭にて海鮮鍋&チヂミの夕食
【ティーマークグランドホテル明洞泊】

■乗車場所
■時
間

■出発日

13：40〜14：00

49,800円 18,000円（2泊）

1/21・2/11・2/25・3/4・3/11

2日目

■旅行代金

大河ドラマ館見学

2/11（土・祝）

2/16・2/23・3/2・3/9

富士山静岡空港(12:40発)⇒エアソウル711便にて仁川空港へ 着後ソウル市内ホテルチェックイン（夕食ま
でフリータイム）自然別曲にて健康韓食ビュッフェの夕食
【ティーマークグランドホテル明洞泊】

■日

2017年大河ドラマ
「おんな城主・直虎」

8：15発

一人部屋追加代金

42,800円 18,000円（2泊）

白亜の名城 姫路城と神戸南京街

◦かに釜飯 ◦かにきしめん鍋 ◦かにサラダ付

8：00発

サンクスデー 1/19・2/9

ロマンスツアー

冬の味覚!
（60分間食べ放題）
あったかズワイガニ食べ放題と

10,800円

旅行代金

1日目

※熱田神宮は境内に神の使いとされる鶏「神鶏」がおり、酉年に行く初詣にぴったり！です。

◇昼食場所

発 日

行程（スケジュール）

14：50〜15：30

※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。

※写真は全てイメージ

出

静岡県知事登録 旅行業第2-423号（一社）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

※旅行取消料
出発日の前日から起算して

旅行企画・実施

20日前から8日前
20％

7日前から2日前
30％

前日
40％

当日
50％

開始後
全額

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
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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

ボウリング１ゲームサービス券
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、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29年1月1日〜1月3日、5月3日〜5月
7日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。
キ

＊受付時にフロントにご提出ください。
＊有効期限 平成29年６月30日まで。
リ

ト

リ

セ

ン

ボウリング１ゲーム

ボウリング１ゲーム

ボウリング１ゲーム

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。

吉田町住吉1280-2
TEL 32-7144

連絡先：共済会事務局
TEL 22-9671・ FAX 22-9672

会員証提示!!

＊ シャトレーゼ スキーリゾート八ケ岳
＊ 小海リエックス・スキーバレー

とってもお得・
・
・
券

「会員証提示」で“特別料金”となります!

種

通常料金
平日

大人

スキー・ボード
レンタル１日セット

子供・マスター
（50歳～59歳）

3,500円

土･日･祝

4,000円

平日

2,500円

土･日･祝

3,000円

大人

3,500円

子供（小・中学生）
・マスター

2,500円

特別料金

2,500円
3,000円
1,500円
2,000円
3,000円
2,000円

＊ 東急スノーリゾート（全国９施設共通）リフト割引優待券も共済会事務局にあります。
＊ 他にも全国
“85ゲレンデ”共通リフト優待券もあります。
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ン

い。会員が増えることにより、充実した事業を行う

セ

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

150号線沿い
「徳兵衛」隣り

リフト１日券

期間中 2事業所が入会！

リ

浜岡・藤枝・袋井グランドボウル
法人会員ＮＯ．６０２３１

《新規加入事業所紹介》（平成28年9月〜11月)

久保田会計事務所

但し 29年1月1日〜3日、5月3日〜5月7日は、
特 別 営 業 期 間 のため本 券 のご利 用はできま
せん。

ト

浜岡・藤枝・袋井グランドボウル
法人会員ＮＯ．６０２３１

会社設立・開業・相続・贈与のご相談と申告

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29年6月30日

リ

ン

ン

ン

但し 29年1月1日〜3日、5月3日〜5月7日は、
特 別 営 業 期 間 のため本 券 のご利 用はできま
せん。
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榛南地区勤労者共済会

「指定割引契約店」募集中!!

会員証（メンバーズカード）
提示による割引が受けられる

＊共済会の発行する会員証（メンバーズカード）の提示で、商品等のサービスをご提供いただ
ける事業所・商店を募集しています。業種は問いませんので、是非ご協力をお願いします。
＊「指定割引契約店」については「共済会だより（会報）」
・
「ご利用ガイドブック」
・「ホーム
ページ」へ掲載して、会員の皆様にご案内させていただきます。
◎ ご連絡いただければ説明に伺いますので、よろしくお願いします。
（連絡先：共済会事務局 ☎ 22-9671）

この会員証を提示するだけで割引等が受けられます。
会員及び登録家族等がご利用できます。

現在の当共済会「会員証提示・指定割引契約店」一覧表です。
事業所名・店名

静波
スウィング
ビーチ

おひさま食堂
㈲そねたけ
㈲メンズカトー
名波畳店

住所／電話番号
牧之原市静波2228-43
0548-22-1717
吉田町神戸 2143-18
0548-23-9755
吉田町神戸2413-2
0548-32-8000
牧之原市静波573-6
0548-22-4452
牧之原市須々木431-1
0548-52-1275
牧之原市静波2260-13

車のシズヨシ
0548-22-2668

カツマタ
自動車販売㈱
㈲高林タイヤ
アイエス施術院
パール
エステサロン

牧之原市細江2036-1
0548-22-5333
牧之原市地頭方574-4
0548-58-0856
吉田町川尻813-3
0548-32-2305
御前崎市白羽5930-1
0548-63-5030

ディスカバリー 焼津市田尻2968-1
パーク焼津
054-625-0800
天文科学館

業種等

割引内容・対象

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

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

婦人服・学生用品・化粧 ◦「愛カード」ポイントが通常の２倍
品・クロスタニン販売
◦会員（会員証提示者）及び登録家族
紳士服・紳士洋品・
学生用品

◦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

畳 製造・販売

◦購入額の５％引き
◦会員（会員証提示者）

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

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

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）

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）

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

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

※上記以外にも、
「中部地区４団体（静岡市・藤枝市・焼津市・島田市）」
・
「全福センター（共済会として加盟）」
・
「ろうきんマイプランクラブ（労金と提携）」による割引契約店も、
会員証提示により割引等が受けられます。
※会員証提示割引は「人間ドック」を実施している医療機関など様々な業種に広がっています。
※詳細は、
「ご利用ガイドブック」や「共済会ホームページ（会員証提示割引欄）」をご覧ください。
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「ご利用ガイドブック」をご覧ください!!
（ホームページにも掲載）
♦共済給付金や補助金の申請忘れていませんか？ ♦共済給付金（ご利用ガイドブックＰ6・Ｐ7参照！）

補助金の申請及び受領は3月31日までです!
各種補助金／年１回（４月～３月）の補助

（ご利用ガイドブックP22・P23 参照!）

■会員の宿泊費補助
交付申請書提出期限 ： 平成29年3月24日（金）／受領期限：3月31日（金）（15：00まで）
◎補助額／年1回･会員1人3,000円（静岡空港利用・1,000円上乗せ）
◎補助金の申請／様式第10号補助金交付申請書（申請用紙：ご利用ガイドブックP29&共済会HPに掲載）
◎添付書類／旅館等宿泊先施設発行（申請者宛て）の領収書

■会員の人間ドック（脳・すい臓・肺・心臓ドック）補助
交付申請書提出期限 ： 平成29年3月24日（金）／受領期限：3月31日（金）（15：00まで）
◎補助額／年１回・35歳以上の会員：6,000円（自己負担額以内）
◎補助金の申請／様式第12号補助金交付申請書（申請用紙：ご利用ガイドブックP31&共済会HPに掲載）
◎添付書類／受信医療機関発行（申請者宛て）の領収書

■インフルエンザ予防接種補助（補助額：1人1,000円）
◦補助該当者 ：申込期間（10/1 ～ 10/21）に参加申込書を共済会へ提出した方
（会員及び高校生以上の登録家族を含め4名まで）
◦医療機関における接種期限： 平成29年2月28日（火）
◦交付申請書提出期限： 平成29年3月10日（金）（申請用紙：ご利用ガイドブックP34&共済会HPに掲載）
＊提出期限後は受付できませんのでご注意ください！

トップ画面から ➡『全福センター』
『ろうきんマイプラン』のＨＰへリンク！
映画館で放映中の”
ＣＭ”も公開中！
ほかにも色々アップしてあるよ！
！

＊ほかにも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」施設のＨＰへリンク
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榛南地区勤労者共済会
http://www.hainan-kk.jp
榛南地区勤労者共済会

検索

1

4

3

1

榛南地区勤労者共済会

ご家族の方にも お見せください!!
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榛南地区勤労者共済会 窓口受付時間/平日 9:00 〜 17:00

