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（一社）全国中小企業
勤労者福祉

サービスセンター加盟

玉野勤労者福祉サービスセンター

TAMANO

イベントのご案内

ステンドグラス教室
■参 加 費：会　　員 1,500円
　　　　　　会員家族 2,000円 （高校生以上の方）
■定　　員：先着10名様
■応募開始：2月8日（金）～22日（金）まで

※定員になり次第募集は終了とさせていただきます。

2月8日（金）応募開始～22日（金）まで
応募者多数の場合は抽選となります。

なお、当選発表はプレゼント券の発送をもってかえさせていただきます。

利用期間：3月1日（金）～8月31日（土）
※ホテルの6月の休館日につきましては現時点で日程を調整中です。
※ゴールデンウィーク時期は利用不可となります。

サイズ（cm）：W9×D9×H1.5

いろんな形を選び、これを小物入れ・

サンキャッチャー（太陽の光を通して楽しむ飾り）・

フットランプ（器具は別途）に仕上げていきます。

3月10日（日）10：00～12：00

イベント申込フォームに記入の上、
郵送・持参・FAXまたはE-mailにて

P2 提携ツアー　P3 お知らせ・イベント報告・稲荷山健康センターについて
P4 全福ネット入院あんしん保険のお知らせ
P5 公演情報・新割引特約指定店のご紹介・各種助成金等の締切について
P6 応募用紙・レオマワールド特別優待券プレゼント

目次

産業振興ビルで行われるイベントは、駐車料金無料です。

申込方法

玉野勤労者福祉
サービスセンター会報
玉野勤労者福祉
サービスセンター会報

はじめての教室です

2時間で
仕上げます

ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル
ランチバイキング無料券プレゼント

30
名様

■場所：産業振興ビル3F　P無料有り
■講師：ステンドグラスfelicho　曲 先生

まがり



■申込先 旅のたけだ屋 〒706-0011 玉野市宇野1-38-1 メルカ2階　TEL.0863-33-7781
営業時間／10：00～18：00　　定休日／日曜日

両備バス玉野観光センター 〒706-0002 玉野市築港2-18-8　TEL.0863-32-2511
営業時間／9：00～18：00　　定休日／日・祝日■申込先

両備バス フレンズパック こちらのツアーは
両備観光センター

☎0863-32-2511
にご連絡ください

旅のたけだ屋

春の日帰り謝恩プラン

春の
山陰＆山陽
花満開の旅

玉野 6：20 ― 豊成Ⓟ ― 西大寺 ― 山陽専用Ⓟ ― 
嵐山（昼食・人力車乗車体験又は嵐山通船）― 北野天満宮 ― 
護王神社（神職案内付）― 特産物買物 ― 玉野着 20：50頃

7,000円　会員ご家族：8,000円（通常価格：9,800円）会員限定

こちらのツアーは
旅のたけだ屋

☎0863-33-7781
にご連絡ください

2月3日（日）・2月23日（土）・3月10日（日）玉野発

4月6日（土）玉野発

玉野 7：00 ― 早島IC 7：40 ― 高橋SA 8：10／8：30 ― 溝口IC 9：30 
― 赤猪岩神社（桜＆パワースポット）9：40／10：30 ― 大根島（牡丹・
チューリップ・昼食）11：10／13：30 ― 東出雲IC 13：20 ― 世羅IC 15：00 
― 甲山ふれあいの里（桜）15：15／16：00 ― 世羅IC 16：15 ― 水島IC 
17：15 ― 玉野17：45

11,000円会員限定 会員ご家族：12,800円
（通常価格：13,800円）

甲山のさくら祭

大根島由志園の春

お
し
な
が
き
50
分
間 

食
べ
放
題

【冬の十撰】
①カニトロ丼
②カニ爪フライ
③カキフライ
④猪コロッケ
⑤カニの餡かけだし巻き
⑥鴨鍋
⑦おでん鍋
⑧出汁変化手作り鍋
　（旨味出汁・旨味噌・旨辛チゲ・
　あんこう・鶏・とうふ）
⑨カニトロうどん
⑩ごろっと冬野菜のせいろ蒸し

【冬のデザート】
※仕入れにより品目が変更になる
　場合がございます。
①クラシックショコラ
②レアチョコケーキ
③抹茶ミルクケーキ
④ガトーバナーヌ
⑤キャラメルショコラ
⑥ガトーシャンテクベール
⑦ガトーショコラ
⑧たい焼きチョコソース
⑨ショコラプチケーキ
⑩フルーチェミックス
　オレンジチョコソース

【オープンキッチン】
●自家製ローストビーフ
【冬のおばんざい】
●和・洋　15種
【ご飯】
●地元米
●湯葉ご飯
●自家製カレーライス
【サラダバー】
●カニポテトサラダ
●かにマヨサラダ
【ドリンクバー】
●10種
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6名様のご参加をいただきました。はじめて自分で着物を着られた方、いつも着て
いる方、経験の「ある」「なし」にかかわらず、楽しい時間を過ごされていま
した。教室の最後には、着物を着てサロンでお茶会！先生からの素敵なプレゼント
でした。先生のお心遣いに感謝です。貴重な体験とステキなお仲間にめぐり会えた
教室でした。

11月10日（土）

秋の着付け体験

毎年年末のお忙しい時期にもかかわらず、多くの方のご参加をいただいております。
今回も30名様がとても素敵な作品を仕上げられました。

12月24日（月・祝）

お正月用フラワーアレンジメント教室

S Cイベント報告
はじめての開催

センターからのお知らせ
恒例 薬のあっせんをいたします

※3月中旬商品到着になります。

株式会社 あまの創健

商品納品の際、郵便振替書（コンビニ払い）が同封されています。
事務所で取りまとめてお支払いください。

●事業所へのお届け…送料無料
●個人宅へのお届け…3,500円以上のご注文で送料無料
　　　　　　　　　（3,500円未満は送料450円）

振込手数料：無料

申込締切日：2月15日（金）

● 薬用申込用紙をご記入の上、下記まで郵送ください ●

※FAXは不可 （一覧表が小さくなりトラブルをさけるため）

〒706-0002 玉野市築港1-1-3
玉野勤労者福祉サービスセンターあて

稲荷山健康センターについて
平成30年11月から、料金体制が変更になりました。

荷物になりますが、室内着・タオル持参なら、
利用券を使用しなくてもお得に入浴できます。

大人（一般）1,800円　サービスセンター会員共通利用券 1,080円

室内着・タオル持参の方 900円 で入浴できます。
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①サービスセンター等の会員だけが加入できる団体保険。掛金（保険料年1回払い）
は団体割引および損害率による割引が適用されるため、割安な額となり、2019年
度も約28％の割引が適用されます。
②会員だけでなく、ご家族等も加入できます。（同居・生計を問いません。）
③健康状態の告知のみで加入可能（医師の審査は不要）です。
④病気・ケガのどちらに対しても補償します。
⑤加入者を法人（被保険者を役員・従業員）とすることもできます。

⑥中途加入が可能です。掛け金（保険料）は補償開始日から2020年6月1日までの
期間に相当する額となります。（月割り）
⑦2018年度から「介護補償」に単独でご加入いただけるようになりました。公的介
護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた場合、または東京海上日動所定
の要介護状態（要介護3用）と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合
に、保険金（一時金）をお支払いします。

「全福ネット入院あんしん保険」は、サービスセンター会員の
皆さまのために割安で補償内容に優れたオリジナルの保険です。
団体契約なので保険料が割安で、5歳～70歳まで加入できます。
平成30年度からは単独で介護補償も加入できます。
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岡山音協  公演・コンサート情報

2019年3月4日（月） 18：30 開演　岡山市民文化ホール
【全席指定】 会員 3,200円 （一般 3,500円）

若手真打の中で、圧倒的な人気・実力を兼ね備えた逸材。
従来の古典落語に彼ならではの新しい視点が加わった味つけの高座とちょっとした毒、
そして押し出しのよい胆の据わった安定感。

平成30年度 当サービスセンター
各種助成金等の締切について

新 割引特約指定店のご紹介 すべて会員証提示です

八十八家本店

食事代 1,000円以上で
100円引

玉野市長尾776-1
【営業時間】 9：00～21：00

【定休日】 月曜日

ガトーマテリオ

3,000円以上で
50円引

玉野市田井5-3-17
【営業時間】 9：30～19：00

眼鏡市場 玉野店

メガネ・補聴器
5％OFF

玉野市宇野1-29-10
【営業時間】 10：00～19：00
【定休日】 元旦のみ

2月28日　インフルエンザ補助金締切日
3月31日　できるだけ3月31日までに提出してください
（4月20日　平成30年度 最終締切日）※センター到着分に限ります

平成31年

●他にも音楽＆ステージなどの公演が多数あります。
　詳しくは岡山音協のホームページで♪
　※サービスセンターホームページからもアクセスできます。
●サービスセンターには、「コンサート情報」パンフレットもございます。

岡山音協チケット申込方法
●岡山県音楽文化協会（以下、岡山音協）へ直接
お申し込みください。
　※当サービスセンターが岡山音協会員（賛助会
員）になっておりますので、先行予約も受け付け
られます。
●｢玉野勤労者福祉サービスセンター会員｣であ
る旨と、会員番号・氏名・公演名・座席・枚数・
連絡先を必ずお申し出ください。10日以内に
岡山音協でチケットをお受け取りください。
　※ご注文されてからのキャンセル・お席の変更
は、できませんのでご注意ください。

●郵送を希望される方は、岡山音協が入金確認
後、チケットを郵送いたしますので、まず電話に
て注文をしてください。
　※振込手数料・郵送料は自己負担になります。
【振込先】　岡山県音楽文化協会
　郵便振替の口座番号：０１２００－４－１１０８３
　【申込先】　岡山音協　☎ ０８６－２２４－６０６６
　〈営業〉 平日／9：00～17：00 ※土日祝は休みです。
　岡山市北区蕃山町１番２０号 岡山県開発公社ビル１階
　※10月１日より新事務所に移転しました。
●その他、チケット販売中であれば、いつでもお取
り扱い可能です。
　『詳しくは岡山音協へ電話またはＨＰで』

よ
く
あ
る
質
問

質問❶：「老後補助の3月分領収証が4月に入って届きます。」
お答え：「老後補助の3月分に限り  請求書  のコピーが認められています。」
質問❶：「4月に出発の旅行、3月に支払いました。平成30年度に請求できますか？」
お答え：「宿泊旅行の対象は  出発日  となっております。従って平成31年度分として請求してください。」
質問❶：「4月20日に投函しました。消印有効ですか？」
お答え：「当サービスセンターの決算により、4月21日以降は平成30年度分と取り扱うことができません。
　　　　到着分のみです。早めに提出してください。」
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↑　当選された場合に通知させていただく連絡先をご記入ください。

応募者氏名
ご 連 絡 先

会員番号

会員氏名

住　　所 〒　　　　-

事業所名

TEL（携帯可）

応　募　用　紙

お1人様 5枚 まで
利用期間：2018年10月27日（土）～2019年3月3日（日）まで

玉野勤労者福祉サービスセンターあて

↑郵送時、切り取って宛名に使ってください。

0863-33-5001

FAX

info@tamanosc.jp

E-mail 〒706-0002　玉野市築港1-1-3

玉野勤労者福祉サービスセンター 行

センター受付印

■ その他、サービスセンターにご意見ご希望等をお書きください。

今後の運営に参考とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

応募期間：2月8日（金）～28日（木）まで

希望者は「○」をしてください

応募希望 □

抽 選 ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル
ランチバイキング無料券プレゼント

応募期間：2月8日（金）～22日（金）まで

参加希望の方は「○」をしてください

参加希望者：会員本人 □  家族 □

先 着 ステンドグラス教室

家族氏名

45名様分

レオマワールド
特別優待券プレゼント

〒　　　　-
送付先

応募者多数の場合は抽選になります。

枚 申し込みます
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