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秋号

（公財）ミモカ美術振興財団からの
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香川県丸亀市を代表する「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（愛称MIMOCA/
ミモカ）は、1991年11月に開館しました。猪熊画伯と世界的な建築家の谷口吉生
氏の対話による美しい建築の駅前美術館です。今回、初めての公募展の開催にあ
たり、会員各位にご来場いただければ幸いです。
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ペア前売券

（一般760円×2枚）

令和４年11月20日（日）
〜令和5年2月26日（日）
月曜日（ただし令和5年1月2日・９日は開館）
、
令和4年12月25日
（日）
〜12月31日
（土）
、
令和5年1月4日
（水）
、
1月10日
（火）
開館時間 10：00〜18：00
（入館は17：30まで）
会

3組
３組

※応募者多数の場合は抽選

期

休館日
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「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」の生みの親、原田治（1946-2016）。
シンプルな描線と爽やかな色彩で描かれたキャラクターたちは、1970年代後半か
ら90年代にかけて、女子中高生を中心に爆発的な人気を博しました。本展では
広告・出版・各種グッズなど多分野にわたる作品を展示し、時代を超えて愛され
るイラストレーター、原田治の全貌に迫ります。
令和４年11月19日（土）
〜12月25日（日）
岡山シティミュージアム４階企画展示室（岡山市北区駅元町15番号）
休館日 月曜日
（11月21日、28日、12月５日、12日、19日）
開館時間 10：00〜18：00
（最終入場は17：30まで）
会

期

会

場

ዷⷩળ

photo by Yoshiro Masuda

ペア前売券 20 組

（一般800円×2枚）

※応募者多数の場合は抽選

© OSAMU HARADA/KOJI HONPO
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岡山の新春を飾る、日本画の展覧会。再興第107回日本美術院展覧会「院
展」に出品された作品のうち、田渕俊夫、那波多目功一、下田義寛ら日本画壇の
巨匠と実力作家の作品約60点を展示します。
会

期

令和5年1月2日（月）
〜15日（日）

場

所

天満屋岡山店6階葦川会館

ペア前売券

（一般800円×2枚）

20組

※応募者多数の場合は抽選

開館時間 10：00〜18：00
（会期中無休）

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。
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新規特約指定店紹介

4'ࠄߞߊߔ
玉野市宇野１-38-1
ショッピングモールメルカ３F
☎0863-31-2328

疲れたカラダと心を
笑顔にします！

ણ

特典開始日 2022年8月1日〜

通常料金より

10％割引

営業時間：10:00〜20:00
0:00〜20:00（最終受付19:30）
定休日：不定休
メール予約 rx@tmtm.jp
①空メールを送信
②自動返信で予約用URL付
メールが返信される
③メールに記載されている
URLリンクよりサイトアク
セスし予約完了

【対象者】会員家族まで

※キャンペーンコース、タイムセールには
利用不可
※ご来店または会計時に会員証提示
※ネット予約での事前精算の場合、割引
対象外
※他の割引との併用不可
※指名予約の場合、別途指名料必要
※ご予約優先（予約なし当日利用可）
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BAKERYSHOP SPICA
ベーカリーショップ
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スピカ

特典開始日 2022年10月1日〜

玉野市宇野１-37-9
☎0863-33-3325

パン1,000円
以上ご購入で

営業時間：11:00〜19:00（売り切れ次第終了）
定休日：日曜日、月曜日（他不定休）

100円割引
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新規提携店募集!

業種問わず掲載可能 !! 登録・掲載料

玉野勤労者福祉サービスセンターの会員とその
ご家族の皆さんに、
割引・サービス等を提供して
くださる提携店を募集しています。
提携店になる
と、
より多くの人に店舗・施設をＰＲできます。

無 料!!

サービスセンターホームページで お申込み
お知らせをします。
（随時） はコチラ!
会報でお知らせをします。
会員全員に配布する「ガイドブック」
に掲載します。
（2年に一度発行）

【対象者】会員本人
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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
TEL:0863-33-5000
〒706-0002 玉野市築港１−１−３
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プレゼント
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2,000ಽຠᒁ឵ 10 ฬ᭽

※プレゼント応募締切日
令和4年10月21日（金）

BAKERYSHOP

1,000ಽຠᒁ឵ 20 ฬ᭽

有効期限：2023年1月末

有効期限：2023年1月末

●1,000円券×2枚
●おつりは出ません
●年末年始の営業日は事前
にご確認ください
玉野市宇野１-38-1 ショッピングモールメルカ３F
☎0863-31-2328

定休日：不定休 営業時間：10:00〜20:00（最終受付19:30）

C ₹㊁ࠟ࠺ࡦ
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5,000配達希望の場合は配送料込
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5ฬ᭽

SPICA

●500円券×2枚
●おつりは出ません
●年末年始の営業日は
Instagram等でご確認
ください
玉野市宇野１-37-9

☎0863-33-3325

定休日：日曜日、月曜日（他不定休）
営業時間：11:00〜19:00（売り切れ次第終了）

D ࿑ᦠࠞ࠼0':6
1,000ಽ࿑ᦠࠞ࠼ 20 ฬ᭽

受取期間：11月20日
（日）
〜12月27日
（火）
（12月は火・木も受取可能）
【受取方法】
店舗受取または配達のいずれか

（上記期間外の受取はできません！）

花材は季節に応じて異なります

玉野市長尾380

☎0863-33-2525

定休日：火曜日、木曜日
営業時間：9：30〜18：00

F ㆬߴࠆࠞ

E ᣣᧄࡂࡓ
ࠡࡈ࠻3,000
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書店で本や雑誌が購入できる図書カードNEXTは、
QRコード読み取り方式の新い図書カードです。
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。

10 ฬ᭽

当選者への発送：
11月20日以降
〈内容〉
熟成ベーコン 51ｇ
熟成ビアシンケン72ｇ
肩ロース生ハム 40ｇ
熟成あらびきウインナー・
白い熟成あらびきウインナー各 70ｇ
熟成ロースハム 60ｇ

ࠡࡈ࠻ࠞ࠼

1,100ಽࠡࡈ࠻ࠞ࠼ 20 ฬ᭽
有効期限：2022年10月28日
〜2023年4月27日

新宿中村屋や自由軒のカレー
などレストランのカレーがお取
り寄せできます。
カード裏面に記載されている番号を、専用交換サイトで
入力し、あとはお好きな商品を選ぶだけです。
https://www.giftcardmallexchange.com/user/
giftcard/285

※プレゼントはいずれも応募者多数の場合は抽選となります。当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

PRESENT お店・商品などのPRにプレゼントコーナーを活用しませんか？
募集中!! 掲載料無料！詳細については事務局へお気軽にお問い合わせください。 問合せ ☎0863-33-5000
※当企画は福利厚生サービスや地域産業・経済の発展を目的としています。

4

ࠄ

ߖ

事務局からのお知らせ
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こころのセミナー

先着

25名

定員：25名

参加料

無料

実践！自分でできるリラクゼーション技法
ー心と体のリラックスー

公認心理師による精神的健康についての学習と医療現場や企業等で
使用されているリラクゼーション法の概要説明と体験を行うセミナーです。

日時 ： 2022年11月13日（日） 13：30〜15：30

講師：青井

うつ病特化型職場復帰
支援施設 Little Plus
施設長

場所 ： 産業振興ビル３階 展示会議室

申込方法：会報6ページの応募用紙でお申込み

公認心理師
臨床心理士
精神保健福祉士

（電話・FAX・メール・郵便でのお申込みも可能です）

申込締切：2022年11月7日（月）
申込・問合せ

玉野勤労者福祉サービスセンター
TEL：33-5000

FAX：33-5001

Mail：info@tamanosc.jp

洸 先生

※定員になり次第申し込みを締め切ります。
※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。

「自治体提携慶弔共済保険」保険金請求について
.1

保険金請求書の会員氏名のフリガナを省略することはできませんか？

.1

保険金請求書の会員氏名フリガナは、保険金のお支払い手続きにおいて大切な情報と
なるため省略することなくご記入ください。
例えば、会員氏名「河野 幸子」さんの場合、
「カワノ ユキコ」
「コウノ サチコ」と同
じ漢字でも読み方が異なる場合があります。ご提出前に必ずご確認ください。

.2

台風や雹など自然災害による被害で、対象にならないのはどんな場合ですか？

.2

自然災害により日常的に居住している「建物」
（＝母屋）に被害があった場合に対象となりますので、別棟、離れ、
建物（外壁）に固定されていない物置、カーポートなどの被害は対象外です。

.3

同じ傷病が原因で、休業と出勤を繰り返している場合はどう判断したらよいのですか？

.3

傷病休業保険金では、傷病により土日祝日を含め連続して14日以上休業し、その後10日以内の出勤ののち再度休
業となった場合は、10日以内の出勤日数も休業期間に含めます。一方、出勤が11日以上あったのちに再度休業となっ
μᅦἕἚঅࡼσฎ̬ᨖẐͻ၏˞ಅ̬ᨖẑểૼἅἿἜỸỶἽἋज़௨ၐỆếẟềᴾ
た場合は、休業した日数のみ休業期間としてカウントします。
※遅刻や早退した出勤日は、休業日に含めません。
㻌 㻌 䛣䛾㛫䚸ྛᅋయ䛛䜙ၥ䛔ྜ䜟䛫䛜ᛴቑ䛧䛶䛔䜎䛩᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛜ཎᅉ䛾യఇᴗ㻌

㻌 㻌 ಖ㝤㔠䛾ㄳồ䛻䛴䛔䛶䚸ྲྀ䜚ᢅ䛔䜢௨ୗ䛾䛸䛚䜚䜎䛸䜑䜎䛧䛯䛾䛷䚸യఇᴗಖ㝤ዎ⣙୰䛾ᅋయ㻌
䛿䛤☜ㄆ䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹㻌

.4
.4
.5
.5

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、保険金請求できますか？
14日以上連続して休業した場合には保険金請求ができます。
ただし、本人が濃厚接触者であると保健所からの指定があり、
休業している場合は対象外です。

給付金の請求期限はいつまでですか？

≧ἣ㻌
ဨᮏே㻌 㝧ᛶ㻌 䛾デ᩿⤖ᯝ
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ಖ㞀ྍྰ㻌

ಖ㞀ᑐ㇟
ᅵ᪥⚃᪥䜒ྵ䜑㐃⥆䛧䛶䠍䠐᪥௨ୖ䛾ఇᴗ䛸㻌
䛺䛳䛯ሙྜ䛻ᑐ㇟䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌
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㻌 㻌 ᐙ᪘䛜㝧ᛶ䛷ဨ䛿⃰ཌ᥋ゐ⪅䛾䛯䜑⮬Ꮿᚅ 㻌 㻌 ⮬Ꮿᚅᶵ䛻䜘䜚㐃⥆䛧䛶䠍䠐᪥௨ୖ䛾ఇᴗ䛸㻌
ᶵ䚸䜎䛯䛿⫋ሙ䛾䜽䝷䝇䝍䞊Ⓨ⏕䛻䜘䜚⮬Ꮿᚅ

䛺䛳䛶䛔䛶䜒ಖ㞀䛾ᑐ㇟䛻䛿䛺䜚䜎䛫䜣䚹㻌

ᶵ䛾ሙྜ䛺䛹䚹㻌
䖃 ဨ䛜䚸⃰ཌ᥋ゐ⪅䛾䛯䜑⮬Ꮿᚅᶵ䛧䛯䛾䛱䛂㝧ᛶ䛃䛸䛺䛳䛯ሙྜ䛿䚸⃰ཌ᥋ゐ⪅䛸䛧䛶ఇᴗ䛜㻌

給付事由が発生した日の翌日から起算して３年以内です。

㛤ጞ䛧䛯᪥䛛䜙ఇᴗ᪥ᩘ䜢䜹䜴䞁䝖䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
䠘ྛᅋయົᒁ䛷䛾ᑐᛂ䛾䝫䜲䞁䝖䠚㻌
㻝㻚㻌 ᴗᡤ䜔ဨ䛛䜙᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛻㛵䛧䛶ၥ䛔ྜ䜟䛫䛜䛿䛔䛳䛯ሙྜ䚸ဨᮏே䛜㻌

お知らせ

㻌 㻌 㻌 㝧ᛶ䛺䛾䛛䜢☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄㝜ᛶ䛾ሙྜ䛿ㄳồᑐ㇟እ䠅㻌
㻞㻚㻌 㝧ᛶ䛾ሙྜ䚸ᅵ᪥䞉⚃᪥䜢ྵ䜑䛯⮬Ꮿᚅᶵᮇ㛫䠙ఇᴗᮇ㛫䛜㐃⥆䛧䛶 㻝㻠 ᪥௨ୖ䛸䛺䜛䛛䜢㻌

㻌 㻌 㻌 ☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄㐃⥆䛧䛶 㻝㻠 ᪥ᮍ‶䛿ㄳồᑐ㇟እ䠅㻌
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、例年実施しているフラワーアレンジメント等のイベントを中止することといたしました。
㻟㻚㻌 ㄳồᡭ⥆䛝䛿䚸䛾യఇᴗ䛾ㄳồ䛸ྠᵝ䛻䚸ఇᴗ᪥ᩘ䜢☜ㄆ䛷䛝䜛᭩㢮䜢ῧ䛘䛶ົᒁ䛻㻌
㻌 㻌 㻌 ᥦฟ䛧䛶䜒䜙䛖䚹䠄ᮏேಖ㞀᮲㡯䛺䛾䛷ဨᮏே䛾ㄳồ᭩䜈䛾ᢲ༳䛿ᚲ㡲䠅㻌
楽しみにされていた皆様にとって残念なお知らせとなりますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
௨㻌 ୖ㻌
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事務局からのお知らせ
会費のお引落日について

●会費は毎月25日に当月分をご指定の預金口座からお引落となります。
（土日祝の場合は翌営業日に振替）引落日前日までに預金残高をご確認ください。

入会・退会の
お取り扱いについて

●入会や退会の異動届はすみやかにご提出ください。●月を遡っての入会・退会はできません。
●既に納入された入会金及び会費は返還いたしかねます。
●月末等で届出が間に合わないときは、電話での事前連絡をお願いします。

各種助成金について

●申請には「利用日」
「支払金額」が明記された領収書の写しが必要になります。
●領収書が未記名・他人名義の場合、会員様が参加されたことがわかるものを添付してください。
（介護サービスを除く）
●申請は会員本人が利用し、料金の負担を伴う場合に会員本人分を助成します。
●また、当サービスセンター主催若しくは斡旋のものは申請できません。

玉野勤労者福祉サービスセンターは、一般社団法人全国中小企業勤労者
福祉サービスセンター（略称：全福センター）に加盟しています。
全福センターが提供する全国各地の宿泊施設やレジャー施設等のサービ
スをご利用いただけます。
詳しくは、全福センターのホームページでご紹介しています。
施設によっては同伴者OKの特典もあります。
全福センターHP ➡
ぜひご利用ください。

ో࿖ฦߩᣉ⸳ߢ
ഀᒁ╬ߩ․ౖ߇
（一社）全国中小企業
勤労者福祉
ฃߌࠄࠇ߹ߔ
サービスセンター加盟

※全福センターへのログインID、パスワードは当センターのガイドブック15ページに掲載しています。
※全福ネットのサービス内容をわかりやすくまとめた冊子『全福ネットガイドブック』
もあります。
ご希望の方は事務局へご連絡ください。
（数量限定のため、
なくなり次第終了。）
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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
0863-33-5001

info@tamanosc.jp

FAX

E-mail

＠

センター受付印
〒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
⬆郵送時、切り取って宛名に使ってください。
所定金額の切手を貼り、ご応募
ください。※切手不足の場合は、
返送される可能性がございます。

応募者氏名・ご連絡先

会員番号

事業所名

ー

会員氏名

送付先住所

連絡先TEL

職場 ・ 自宅

〒

（いずれかに○）
職場 ・ 自宅

携帯

（いずれかに○）

⬆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。※商品をお届けする場合に必要です。必ずご記入ください。

令和4 年10月21日（金） 必着

希望されるプレゼント、イベントに
ミモカ展覧会 ペア招待券

（複数選択可能）

原田治 展 ペア前売券

第3希望

第2希望

P3 プレゼント （Ⓐ〜Ⓕの中から第３希望まで選んでご記入ください）
第1希望

抽 選

P1 プレゼント

または記入をしてください。
院展 ペア前売券

©を選択された方は、下の希望内容欄もご記入ください

受取時間
受取希望日
（11月20日㊐〜12月27日㊋） □午前
※11月は火・木を除く
□午後
（市外は宅急便発送）
（複数選択可能）
月
日
受取方法
□店舗受取
□配達

先着順

P4 こころのセミナー
事業所で参加 事業所名
個人で参加

人

参加者名

（会員・会員以外）

人

今後の新型コロナイルスの
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。

その他、サービスセンターにご意見ご希望をお書きください。

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。

事務局

年末年始休業日のお知らせ

2022年 12月28日（水）17：15終了 年末年始
休業日 の
12月29日（木）
休業
2023年 1月 3日（火）
1月 4日（水）通常通り（8：30〜17：15）
本年のご愛顧に心より感謝を申し上げますとともに、
新年も変わらぬお引き立てのほど、
宜しくお願い申し上げます。

インフルエンザ予防接種のご案内
期間中1回

2022年10月1日（土）〜
2023年2月28日（火）
※年末の休診日をご確認ください。

［インフルエンザ予防接種料助成金申請書］
にご記入の上、領収書（写し）
を添
えてご申請ください。申請書はガイドブックP30にあります。
コピーしてご利
用ください。
サービスセンターホームページからダウンロードもできます。

会員本人※ご家族の方は対象になりません。
会員お１人につき1,000円

※自己負担がない方は対象になりません。

キリトリ線

応募締切

