
■ 各種申請書は、
   ホームページにてダウンロード
    できます。    是非、ご活用ください。

■ 各種申請書は、
   ホームページにてダウンロード
    できます。    是非、ご活用ください。

岡山県玉野市築港1丁目1番3号  TEL 0863-33-5000  HP http://www.tamanosc.jp/  E-mail info@tamanosc.jp 

一般財団法人 玉野産業振興公社 玉野勤労者福祉サービスセンター

（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

P2 プレゼント　P3 全福センターのお知らせ
P4・P5 事務局インフォメーション
P6 応募用紙

目次

◉センター到着分に限ります。　◉４/17（土）以降は、令和２年度分の申請は受けられません。
※老後補助（ショートステイ・デイサービス・ホームヘルプサービス）に関しては、3月利用分に限り、
領収書の入手が困難な場合は、請求書等の利用が証明される書類でも可能です。　　　　　　

泫ガイドブックは２年間使用です。
　有効期限外の利用券は使用できませんのでご注意ください。
　利用券の他人への貸与又は譲渡は禁止しております。

令和２年度
各種助成金申請締切
令和3年4月16日(金）

会員の皆さんにお配りします。
4月から旧ガイドブックと差替え
てご利用ください。
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プ レ ゼ ン ト

②サーティワンアイスクリーム

サーティワンの「 500円ギフト券」は、全国のサーティワンアイス
クリームの店舗で使用することができます。また、使用期限も
ございません。※一部店舗除く。

ギフト券 1,000円分
20
名様

③ 図書カード

図書カード NEXT は QR コード読取り方式の新しい図書カード
です。全国の取扱い店でご利用いただける他、オンライン書店
でもご利用いただけます。

図書カードNEXT 1,000円分
20
名様

D
A
T
A

玉野市胸上2264
不定休休

0863-53-9830
080-6240-9230（直通）

⑤胸上産 邦美丸の海苔

この旨さ大トロ級！［胸上産 100％］の海苔は旨みがぎゅっと
詰まった最高品質の極上海苔です。　最高級の海苔をぜひ一度
ご賞味ください！

邦美丸の海苔3本セット（ミニ）

D
A
T
A

④お好みハウス シエ･トワ

お好み焼きの生地がふわふわで最高の実力店！ご自宅でも楽し
めるテイクアウトも実施しています。濃厚なのにさっぱりした
ソフトクリームも大人気です！

1,000円相当商品引換券
20
名様

10
名様

①ネスカフェドルチェグスト（本体）

コンパクトなのにたっぷり容量  人気モデル、「ピッコロ プレミアム」の後続機種。
スペースを取らず、キッチンなどにも置きやすいポップなデザインです。
※専用カプセルは別売です。

ネスカフェ ドルチェ グスト
ピッコロXS（ダークレッド）

P6の応募用紙に記入の上、４月16日㈮までに郵送・持参・FAXまたはE-mailにてお申込みください。申　込　方　法

３
名様事務局にて引換

事務局にて引換

事務局より発送

事務局より発送

事務局より発送

©邦美丸©お好みハウス シエ・トワ

玉野市後閑１-113 0863-41-2555
AM11：00～PM8：00営 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）休

選んで
応募
選んで
応募
選んで
応募
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当サービスセンター会員は｢全福センター｣のサービスが受けられます！
全福センターのサービスについては
ホームページをご覧ください！

全福センター
加入のマーク

URL https://www.zenpuku.or.jp/
ログイン ID cs（半角）
パスワード zenpuku（半角）

　　全福ネット
    防災シリーズ

もしも !? の

備えが役に立つ！

1セットから個別配送

会員特別価格にてご案内

ご自宅・勤務先 全国どこでも送料無料

全福セ
ンター

トップ
ページ

の

「防犯シリーズ｣バナー

をクリ
ック！

プロにお任せ下さい！

ハウス
クリーニング

◯日ごろのおそうじ◯エアコン分解クリーニングなどの専門清掃
◯汚れの状態やライフスタイルに合わせた洗剤や器材を使用し、
お客様のご要望に合わせたプロのお掃除をご提供いたします。

◯全国47都道府県に対応しております。

☎0120-032-122
営業時間　9:00～18:00

見積金額（定価）より

　10％引き！特典

「お、ねだん以上。」
ニトリの大型家具が

会員特別価格でご購入できます！
全福センターHP

ニトリの商品が、更に「お、ねだん以上。」でご購入いただけるチャンスです。
店頭にはない、会員限定特別企画。是非、ご利用ください。
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事務局からのお知らせ

新規提携店のお知らせ

■ 会費の引落は毎月 25日です ■ （土日祝の場合は翌営業日に振替）

■ 当センターHPをご活用ください ■

ご指定の預金口座から引落しをしますので、引落日前日までに預金残高をご確認ください。
会費が未納の場合給付金やチケット購入など各種サービスを受けることができなく
なりますので、ご注意ください。

当センターのHPに事業案内（会報紙）の掲載や、
各種申請書がダウンロードできますので、
ご活用ください！

　URL:http://tamanosc. jp/

スマホからも
　　ご覧頂けます。

◆給付金を請求できるのは、支払事由が発生した日の翌日から起算して３年以内です。
◆給付は、会員資格を取得した日以降に支払事由が発生したものに限ります。請求内容が適当と認められたときは、
　給付金を当サービスセンターから申請後約1カ月若しくは1カ月半後を目処にお渡しします。

◆請求書は事務局備付またはHPからダウンロードできます。　◆ご不明な点は、ご遠慮なく事務局にご連絡ください。

項
　
　
目

・傷病休業保険金
・重度障害·後遺障害保険金
・住宅災害保険金
・死亡保険金
・死亡弔慰金

慶弔給付金一覧

・成人祝金
・還暦祝金
・結婚記念祝金
・在会祝金
・勤続祝金

・結婚祝金
・出生祝金
・就学祝金
　　小学校
　　中学校

事務局インフォメーション

ステンドグラス Felichoステンドグラス Felicho
フェリーチョ

初回レッスン10％割引

初回レッスン10％割引

お好みハウス シエ･トワお好みハウス シエ･トワ

0863-41-2555玉野市後閑１-113
AM11：00～PM8：00営 毎週月曜日

（祝日の場合は翌日）
休

玉野市迫間189-2 080-2884-3767
AM9：00～PM4：00営 水・日・祝日休

■給付事業■

ソフトクリーム増量サービス
または

お好み焼きのトッピング50円引

ソフトクリーム増量サービス
または

お好み焼きのトッピング50円引
小さくて可愛いステンドグラスをメインに、初心者の
　　　方でも気軽に楽しめる単発レッスン制です♪
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事務局インフォメーション

　令和２年12月27日㈰、毎年恒例となりましたフラワーアレンジ
メント教室が開催されました。募集定員数ピッタリ30名のコロナ
禍での開催でしたが、ソーシャルディスタンスを確保した座席の並び、
室内の換気など感染拡大防止の取り組みを実施し、ご参加いただいた
皆様の感染対策のご協力によって無事に終えることができました。
講師には、アトリエ花ごころ 一級フラワー装飾技能士の原田先生
にお越しいただき、参加者の方々は豪華な作品を生けられました。
お正月は美しいお花に心を癒されたのではないかと思います。

　令和３年2月6日㈯、第3回ステンドグラス教室が開催されまし
た。第2回の昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、
開催が見送られ、多くの会員様から「是非もう一度開催してほしい！」
という熱い要望が多数寄せられました。今回、募集定員を超える14名
のご応募があり、全員ご参加いただきました。
　曲先生は、繊細な作業を一人一人丁寧に優しく教えてくださり、
かわいいひな人形が完成しました。今年のひな祭りは、会員様の
おうちでかわいい演出ができましたことと思います。

12月27日（日）

フラワーアレンジメント教室

ステンドグラス教室

心のセミナー開催

7月11日（日）13：30～15：30 玉野産業振興ビル3F
展示会議室

どなたでも参加OK

公認心理師  臨床心理士　青 井　洸 先生

内
　
容

●職場のコミュニケーションスキルについて学ぶ
●臨床心理学的聴き方の基本を学ぶ
●職場・同僚のメンタル不調の発見・防止の基礎
　知識を学ぶ

講 師

あなたの事業所も特約指定店になりませんか？ 特約指定店抹消のお知らせ

特約指定店には料金がかかりません。
お問合せ・お申し込みは

令和２年12月7日をもちまして
「タビックスジャパン」様は
契約を終了いたしました。

令和2年11月16日をもちまして
「名鉄観光サービス」様は
契約を終了いたしました。

特約指定店募集！！特約指定店募集！！

☎0863-33-5000

SCイベント報告

会報 6ページの応募用紙でお申し込みください。
( 電話またはメールでのお申し込みも可能です。）申込方法

今後の新型コロナウイルスの感染状況によって
は、延期または中止となる可能性もございますの
で、あらかじめご容赦ください。

定員

50名
入場
無料

「心身ともに健康的に働き続けるには
　   ～職場のコミュニケーション術 実践編～」

２月６日（土）
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応　募　用　紙
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

応募希望No.

※希望プレゼント商品番号をご記入ください。おひとり様１口限り。
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募にあたり記載いただく氏名などの情報は、当選のご連絡・ご案内以外の目的には使用いたしません。

商品名抽
選

キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
セ
　
ン

応募締切

応募のきまり

令和３年４月１６日（金）

今回のセミナーは事業所として参加いただけます。会員以外の方のみでもOKです。

事業所で参加 人事業所名：

個人で参加 人会員氏名：
  心のセミナー
（先着50名　参加費無料）

今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、延期または中止となる可能性もございますので、あらかじめご容赦ください。

↑　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）

※商品をお届けする場合に必要です。必ずご記入ください。

送付希望先
（希望に　）

事業所
自宅

選んで
応募
選んで
応募
選んで
応募


