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〒438-0077　磐田市国府台7番地9　TEL（0538）37-4566　FAX（0538）37-4602　E-mail ： triangle@iwata-fsc.jp

URL　https://www.iwata-fsc.jp/株式会社 大進堂

zenpukutk（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全国ネット）加盟
全福センターのWEBサイト　URL：https://www.zenpuku.or.jp パスワードログインID

とらいあんぐる磐田
（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟団体

事務局からのお知らせ

とらいあんぐる磐田では、会報または募集チラシにて広告の掲載、商品の斡旋を行っています
事業所支援として、無料で会報誌等に掲載します。掲載につきまして、一定の条件が
ありますので、まずはとらいあんぐる磐田までお気軽にご連絡ください
TEL：０５３８－３７－４５６６　mail:triangle@iwata-fsc.jp ○ C磐田市  

磐田市イメージ
キャラクター

事業所の広告掲載、または商品を斡旋してみませんか？
いわたを
応援しよう！

全国の書店等で使用可能な図書カードです

画像はイメージです

３,０００円 図書カードＮＥＸＴ物資斡旋

ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及びサンストリート浜北他
全国のTOHOシネマズ 
４ヶ月以上６ヶ月以内
１，０００枚（１会員４枚まで）
５月１３日金　１７：００
インターネット・自動券売機が利用できます（一部窓口のみの劇場もありますが、上記近隣の３施設では対応できます）

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケットチケット
斡旋

利用施設

使用期限

枚 数

締切日

その他

２０３４年１２月３１日
４００枚（１会員２枚まで）　
５月１２日木　１７：００　
引渡しは６月上旬予定です

※クーポン券の有効期間は2022年5月9日（月）～
2022年7月3日（日）となり、イベント開催期間と
異なりますので、ご注意下さい

埼玉県飯能市にあるムーミンバレーパークでは今年で
3回目となる「ムーミン谷とアンブレラ」が開催されます
（開催期間:4月27日～7月3日）
日本最大級約1,200本の傘（2022年1月現在の主催者
調べ）が広がる約200mに渡り彩ら
れた圧巻の景色を是非お楽しみく
ださい 

使用期限

枚 数

締切日

その他

無期限
４００枚（１会員①・②の計２枚まで）
５月１２日木　１７：００　
引渡しは６月上旬予定です

使用期限

枚 数

締切日

その他

ＱＵＯカード ①5,０００円 ②3,０００円

全国のコメダ珈琲店・おかげ庵で使えるKOMECA（コメカ）
（一部使用できない店舗があります）

コメダ珈琲店 ポイントが貯まるチャージ式プリペイドカード
KOMECA ３,０００円

２０２４年５月２４日（未使用の場合） 
ポイント及び残高は、最終利用日（支払、チャージ、ポイント合算）から2年間有効です
４００枚（１会員３枚まで）
５月１２日木　１７：００　
引渡しは６月上旬予定です
利用金額の１％がポイント還元されます

有効期限

枚 数

締切日

その他

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております
　　掲載の内容は4月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります

＊デザインは
　見本です

＊デザインは
　見本です

　© Moomin Characters™

点線で切り取ってお使いください　↓

事業数 334
会員数 5,070名

（2022年4月1日現在）

第155号
2022年5月

新規入会事業所のお知らせ

会費口座振替のお知らせ 振込スケジュール
 ５月～７月の「祝金・見舞金・弔慰金・補助金」

一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター

引き落とし日 対象年月 振替会員数 6月の退会による
振替対象外

  6月15日（水） 令和4年
7・8・9月 6月8日現在 6月7日（火）

までに要連絡

申請期間 振込予定日

4/1～4/30   5/20（金）

5/1～5/31   6/20（月）

6/1～6/30   7/20（水）

【1デーパス】 入園のみのチケットはありません
●おとな（中学生以上）  3,200円 ⇒ 2,700円
●こども（4歳以上小学生以下） 2,000円 ⇒ 1,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※すべて税込

2021年イベントイメージ
「ムーミンバレーパーク」特別キャンペーン

価格：1枚
会　　員 利用可能額

2,700円 3,000円

価格：各券1枚
申込
番号 会　　員 利用可能額

① 4,600円 5,000円

② 2,700円 3,000円

価格：1枚
会　　員 利用可能額

2,500円 3,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

事業所番号 事業所名 郵便番号 住　　所 電　　話 FAX
10315 ＮＮＰ電子株式会社 438-0004 磐田市匂坂中1400 0538-38-1133 0538-38-1128
10316 NPO法人スポーツコミュニティ磐田･ポーラスター 438-0086 磐田市見付2934-1 0538-84-7484 0538-84-7400
10317 イワタ工販株式会社 438-0016 磐田市岩井1907-1761 0538-34-7784 0538-37-0634
10318 磐南ファーム株式会社 438-0071 磐田市今之浦5-1-1 0538-86-5030 0538-32-3178
20052 寺田外装 437-1203 磐田市福田1877-1 0538-55-3426 0538-55-3426
20053 株式会社渡辺金属工業所 437-1212 磐田市南田123-1 0538-59-1122 0538-59-1123
40150 有限会社シティホール豊田 438-0817 磐田市上万能286 0538-21-0044 0538-21-0041
40151 森下の辻鍼灸整骨院 438-0834 磐田市森下85-2 0538-86-3751 0538-86-3751
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とらいあんぐる磐田とらいあんぐる磐田とらいあんぐる磐田とらいあんぐる磐田

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

アクトシティ浜松　大ホール
各２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
５月１２日木　１７：００　
公演時間は約140分です（休憩あり）
未就学児入場不可

７月１９日火　①１４：００　②１８：００

天童よしみ＆コロッケ  二人だけの爆笑！エンターテインメントショー

つま恋リゾート・彩の郷  ウォーターパーク入場券

2022年に歌手生活50周年を迎える天童よしみとものまね界のレジェンド、コロッケが夢の競演！歌あり、コント
あり、トークあり。抱腹絶倒のオンステージ爆笑エンターテインメントショーをお楽しみ下さい

恐竜たちがどんな時代を生きて、どんな暮らしをしていたのか。「恐竜
パーク」を見ればその答えがきっと見つかります。恐竜たちのいる世界
をリアルに体験しながら、恐竜にまつわる歴史を楽しく勉強しよう！

今年はナイターチケットも斡旋します♪

リアル恐竜ショー  恐竜パーク

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

新型コロナ感染症諸対策の一環として、チケット購入者の名前・連絡先等を
主催者と共有させていただく場合もありますので予めご了承ください

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

浜松市天竜壬生ホール
２０枚（１会員２枚まで）

５月１０日火

７月6日水 １８：３０

森山直太朗  20thアニバーサリーツアー
チケット
斡旋

日 時

会 場

枚 数

締切日 その他

焼津文化会館　大ホール
２０枚（１会員２枚まで）
５月１０日火 １７：００

６月１８日土 １４：００

荒牧陽子×松浦航大  最強！！歌まねジョイントライブ
歌まね女王「荒牧陽子」と、歌手・YouTuber変幻自在の七色ボイスを武器に“もの
まね番組”だけでなく、“カラオケ番組”でも数々の優勝を飾る令和の歌まね
新スター「松浦航大」最強歌まねジョイントライブ！！満を持して焼津に登場！！

日 時

会 場

枚 数

締切日

アクトシティ浜松　大ホール
２０枚（１会員２枚まで）
５月１０日火 １７：００
Ｇｏ’ｓクラブ会員はファンクラブへ申込み下さい
３歳以上有料、３歳未満入場不可

６月１９日日 １７：３０

郷ひろみ  50ｔｈ Anniversary Celebration Tour 2022
50周年の郷ひろみ、いつまでも輝き続けるパフォーマンスは必見！

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

チケット
斡旋

焼津文化会館　大ホール
６月１９日日 １４：００

外村理紗  ヴァイオリンリサイタル
世界で躍進する期待の超新星！！ヴァイオリン部門で最難関と言われる「インディアナポリス
国際ヴァイオリンコンクール」前回のコンクールで第２位を受賞し、日本人として２４年ぶり
の入賞に輝いた“外村理紗”驚異的な左手の正確さと高速技巧、瑞々しい感性は才能豊かな
若手の中でも特別な輝きを放つ。聴衆の心を揺らす彼女の演奏をお楽しみください

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

２０枚（１会員２枚まで）
５月１０日火 １７：００
未就学児入場不可

チケット
斡旋 夏川いつき  句会ライブ

人気テレビ番組で俳句の先生として大活躍の「夏井いつき先生」が焼津にやってきます！
俳句をはじめたばかりでコツがわからない、俳句はわからないけど興味がある！など、
経験を問わずどなたでも気軽に参加いただける句会です。大人はもちろん！小学生まで、
どなたでも楽しめる客席参加型のプログラムです

焼津文化会館　大ホール
２０枚（１会員計２枚まで）
５月１０日火 １７：００
未就学児入場不可

６月２６日日 １３：００日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

静岡市民文化会館　大ホール
各２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
５月１０日火 １７：００
３歳以上有料、２歳以下膝上鑑賞無料
但し、座席が必要な場合有料

８月１４日日　①１２：３０　②１５：３０日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

３００枚（１会員①～④の計４枚まで）
５月１８日水　１７：００
子ども＝３歳以上　２歳以下無料
駐車料金は別途（１日１台500円）
プールに入らない付き添い者も入場料が必要です
再入場スタンプにて再入場が可能です

７月２３日土～９月４日日
利用可能な時間　※8/6～8/28は21：00迄営業
◇デイチケット　　　　9：00～17：00
◇ナイターチケット　17：00～営業終了迄（通常20：00終了）

入場条件

枚 数

締切日

その他

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております
　　掲載の内容は4月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります

※公演中止の場合を除いて如何なる理由においても払戻しはお受けできません。ご理解の上、申込みください

その他 未就学児入場不可

営業期間

3歳未満入場不可、4歳以上有料価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,900円 3,800円

価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

9,200円 10,000円

価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

1,500円 2,500円

価　格：指定席1枚
券　　種 会　　員 一　　般

一　般 2,000円 3,000円

高校生以下     500円 1,000円

価格：指定席１枚
会　　員 一　　般

6,300円 7,000円

価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

4,400円 7,700円

価　格：各1枚
申込番号 券　　種 会　　員 一　　　般

① デイ　大人 1,400円 2,300～2,500円
② デイ　子ども    600円 1,300～1,500円
③ ナイター 大人    800円 1,300～1,500円
④ ナイター 子ども    300円     800～1,000円

価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,500円 3,300円
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担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

アクトシティ浜松　大ホール
各２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
５月１２日木　１７：００　
公演時間は約140分です（休憩あり）
未就学児入場不可

７月１９日火　①１４：００　②１８：００

天童よしみ＆コロッケ  二人だけの爆笑！エンターテインメントショー

つま恋リゾート・彩の郷  ウォーターパーク入場券

2022年に歌手生活50周年を迎える天童よしみとものまね界のレジェンド、コロッケが夢の競演！歌あり、コント
あり、トークあり。抱腹絶倒のオンステージ爆笑エンターテインメントショーをお楽しみ下さい

恐竜たちがどんな時代を生きて、どんな暮らしをしていたのか。「恐竜
パーク」を見ればその答えがきっと見つかります。恐竜たちのいる世界
をリアルに体験しながら、恐竜にまつわる歴史を楽しく勉強しよう！

今年はナイターチケットも斡旋します♪

リアル恐竜ショー  恐竜パーク

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

新型コロナ感染症諸対策の一環として、チケット購入者の名前・連絡先等を
主催者と共有させていただく場合もありますので予めご了承ください

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

浜松市天竜壬生ホール
２０枚（１会員２枚まで）

５月１０日火

７月6日水 １８：３０

森山直太朗  20thアニバーサリーツアー
チケット
斡旋

日 時

会 場

枚 数

締切日 その他

焼津文化会館　大ホール
２０枚（１会員２枚まで）
５月１０日火 １７：００

６月１８日土 １４：００

荒牧陽子×松浦航大  最強！！歌まねジョイントライブ
歌まね女王「荒牧陽子」と、歌手・YouTuber変幻自在の七色ボイスを武器に“もの
まね番組”だけでなく、“カラオケ番組”でも数々の優勝を飾る令和の歌まね
新スター「松浦航大」最強歌まねジョイントライブ！！満を持して焼津に登場！！

日 時

会 場

枚 数

締切日

アクトシティ浜松　大ホール
２０枚（１会員２枚まで）
５月１０日火 １７：００
Ｇｏ’ｓクラブ会員はファンクラブへ申込み下さい
３歳以上有料、３歳未満入場不可

６月１９日日 １７：３０

郷ひろみ  50ｔｈ Anniversary Celebration Tour 2022
50周年の郷ひろみ、いつまでも輝き続けるパフォーマンスは必見！

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

チケット
斡旋

焼津文化会館　大ホール
６月１９日日 １４：００

外村理紗  ヴァイオリンリサイタル
世界で躍進する期待の超新星！！ヴァイオリン部門で最難関と言われる「インディアナポリス
国際ヴァイオリンコンクール」前回のコンクールで第２位を受賞し、日本人として２４年ぶり
の入賞に輝いた“外村理紗”驚異的な左手の正確さと高速技巧、瑞々しい感性は才能豊かな
若手の中でも特別な輝きを放つ。聴衆の心を揺らす彼女の演奏をお楽しみください

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

２０枚（１会員２枚まで）
５月１０日火 １７：００
未就学児入場不可

チケット
斡旋 夏川いつき  句会ライブ

人気テレビ番組で俳句の先生として大活躍の「夏井いつき先生」が焼津にやってきます！
俳句をはじめたばかりでコツがわからない、俳句はわからないけど興味がある！など、
経験を問わずどなたでも気軽に参加いただける句会です。大人はもちろん！小学生まで、
どなたでも楽しめる客席参加型のプログラムです

焼津文化会館　大ホール
２０枚（１会員計２枚まで）
５月１０日火 １７：００
未就学児入場不可

６月２６日日 １３：００日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

静岡市民文化会館　大ホール
各２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
５月１０日火 １７：００
３歳以上有料、２歳以下膝上鑑賞無料
但し、座席が必要な場合有料

８月１４日日　①１２：３０　②１５：３０日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

３００枚（１会員①～④の計４枚まで）
５月１８日水　１７：００
子ども＝３歳以上　２歳以下無料
駐車料金は別途（１日１台500円）
プールに入らない付き添い者も入場料が必要です
再入場スタンプにて再入場が可能です

７月２３日土～９月４日日
利用可能な時間　※8/6～8/28は21：00迄営業
◇デイチケット　　　　9：00～17：00
◇ナイターチケット　17：00～営業終了迄（通常20：00終了）

入場条件

枚 数

締切日

その他

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております
　　掲載の内容は4月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります

※公演中止の場合を除いて如何なる理由においても払戻しはお受けできません。ご理解の上、申込みください

その他 未就学児入場不可

営業期間

3歳未満入場不可、4歳以上有料価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,900円 3,800円

価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

9,200円 10,000円

価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

1,500円 2,500円

価　格：指定席1枚
券　　種 会　　員 一　　般

一　般 2,000円 3,000円

高校生以下     500円 1,000円

価格：指定席１枚
会　　員 一　　般

6,300円 7,000円

価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

4,400円 7,700円

価　格：各1枚
申込番号 券　　種 会　　員 一　　　般

① デイ　大人 1,400円 2,300～2,500円
② デイ　子ども    600円 1,300～1,500円
③ ナイター 大人    800円 1,300～1,500円
④ ナイター 子ども    300円     800～1,000円

価　格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,500円 3,300円
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ほ

っと
たいむ 令和４年度予算　収支予算が決定しました

事務局からのお知らせ

割引は予告なく変更・終了となる場合があります

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

会員の皆さま、こんにちは。今年度ほっとたいむを担当させていただきます相場肇美と申します。どうぞよろ
しくお願いいたします。
とらいあんぐる磐田様との出会いは、娘の通っていた書道教室の先生からのお誘いでした。加入してから、
サービスの利用があまりできなくて、退会しようかと思っていたとき、今回のお話をいただきました。何日か考
えた末、覚悟してお引き受けしたところ、不思議なことにサービスを利用する機会が増え始めました。劇団四
季「リトルマーメイド」の公演がそのひとつで、今一番楽しみにしています。いつか観たいと思っていたものが
このような形で叶うのも、何かご縁があるように感じています。
私は今、三足の草鞋を履いて仕事をしています。学研竜洋中島教室を自宅で９年、ヨガとノルディックウォー

クを組み合わせた健康教室（せらぴー広場おりおん）を10年、そして家事や子育てなどの主婦業は26年になり
ます。
少し前までは、仕事を聞かれ説明してもあまり理解されませんでした。しかし最近では、社会の仕組みや働

き方が大きく変わり、若い方を中心に、好きなことを仕事にして起業する人が増えてきて、少しずつ理解される
ようになってきました。でも、私の場合は、起業しようと意気込んで個人事業主になったわけではありませんで
した。好きなことや得意なことを閃きのままに集めてみたら、このような働き方になっていたというのが本当のと
ころです。
でも、果たしてこのような働き方でもいいのだろうかと迷っていた時に、本田
健さんの「大好きなことをやって生きよう！」という本に偶然出会いました。書店
の平台に置かれたその本の白い表紙が光って見えて、題字が目に飛び込んで
きたときの衝撃を今でも覚えています。
経営などに興味もなかったので、当然本田健さんのことも知らなかったわけで

すが、読んでみると難しいことはひとつもなく、多くは心の持ち方について語られ
ていました。読み終えたころには、大好きなことをやって生きていく気満 と々なり、
迷いは吹っ切れて、今に至ります。
私はこのような、人やものや場所との素敵な出会いを体験するたび、考察し

て、それがどうして起きたのか、だんだんと分かるようになってきました。そして、
そのような気づきを、教室の生徒さんや親御さんなど、身近な方々にも折に触れて話すようになりました。
この寄稿のご依頼を受けて、何を話そうかと考えた時に、私は経営者としてではなく経験者として、日常の
中で大切にしてきたことやそこから生まれた気づきなど、自分を癒し心豊かに生きるためのヒントを、等身大で
お伝えしていこうと思いました。また、そこには本田健さんの本のような良書との出会いもありました。決して読
書家ではありませんが、人生の転機に私の心を動かし、背中を押してくれた本たちも一緒にご紹介できたらと
思います。
多くの人が今、人間と自然との戦い、人間と人間との戦いに傷つき、心が痛む毎日を生き、癒しを必要として

います。このほっとたいむを読んでくださった方が、少しでもほっとしたり、ワクワクしたり、前向きになったりした
らいいなと思います。
それでは１年間どうぞよろしくお願いいたします。

あいば   はつみ

ナガシマスパーランド・湯あみの島
指定厚生施設補助券

ラグーナテンボス
「ラグナシア」補助券

東京ディズニーリゾート®・
コーポレートプログラム利用券

名古屋アンパンマン

指定厚生施設クーポンコード
こどもミュージアム＆パーク

はじめまして

学研竜洋中島教室
せらぴー広場おりおん　相場肇美

収入
125,515
千円

支出
125,515
千円

１回につき２歳以上の同居家族数まで
年間の回数制限はありません
割引料金で入園できます

●大人 パスポート
　　5,500円 が 4,700円
●大人 湯あみの島入場
　　2,100円 が 1,700円

例

１回につき３歳以上の同居家族数まで
年間の回数制限はありません
割引料金で入園できます

●大人 パスポート
　　4,500円 が 3,950円
●大人 プール付入園券
　　3,400円 が 2,760円

例

ひとり１年度５枚まで
入園が500円引きとなります

●大人 １デーパスポート
　7,900～9,400円（変動料金制）が7,400円～8,900円例

１回につき１歳以上の同居家族数まで
ひとり１年度５つまで
割引料金で入園できます

●１歳以上の入園
　　 2,000円 が 1,700円例

事業費支出
85,280千円

管理費支出　27,239千円

次期繰越収支差額
12,486千円

投資活動支出
10千円

入会金収入
275千円

前期繰越収支差額
12,805千円

投資活動収入
（資産取崩）
8,000千円

会費収入
48,000千円

事業収入
7,000千円

補助金収入
8,000千円

物資斡旋購入者負担金
10,000千円
利用券購入者負担金
30,000千円
事業参加者負担金
400千円

負担金収入
40,400千円

雑収入
1,006千円

基本財産等運用収入
29千円

健康維持増進事業費
4,600千円

余暇活動支援事業費
35,200千円

自己啓発支援事業費
2,470千円

財産形成支援事業費
10千円

老後生活安定事業費
10千円

生活安定支援事業費
30,190千円

その他の事業費
12,000千円

返還金支出
800千円

人件費 18,453千円
総務費 8,786千円

予備費
500千円

割引券・クーポンコードをとらいあんぐる磐田でお渡ししています
「名古屋アンパンマンこどもミュージアム」のみ4月から利用方法が変更となります
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利用方法

料金表

使用できる施設

利用方法

使用できる店舗

令和４年４月９日土～６月２６日日展示期間

●しおさい竜洋
●つま恋リゾート 彩の郷
　森林の湯
●磐田市豊岡体育館
　トレーニング室
●磐田市アミューズ豊田
　トレーニング室　　
●浜北森林アスレチック
●つづさき観光
●磐田市新造形創造館
●シルクロードミュージアム
●はままつフラワーパーク

●川根温泉ふれあいの泉
●磐田市総合体育館
●竜洋昆虫自然観察公園
●竜洋海洋センタープール　　
●竜洋海洋公園
　オートキャンプ場　
●磐田市香りの博物館
●豊岡梅園
●花咲乃庄
●アクティ森
　　　※下記参照
●いちご空中農園いわた

「いちご空中農園いわた」は、国内最大級の大型温室につり下げ式の栽培棚を設け
土を使わないクリーンな環境でいちごを育てる次世代型いちご農園です

子ども・
70歳以上

大人・
13歳以上

 ４５分の食べ放題料金   ※２歳以下は無料です

※６月は生育状況により開園を判断します
１１月以降の料金については時期になりましたら改めてご案内します

徹底した衛生管理

●グルッペちぐさ ●天宏　
●コーヒーと食事の店 潤 ●醍醐荘
●天ぷらの樹 ●幸の字
●漁師のどんぶり屋 ●しおさい竜洋レストラン
●割烹 藤美 ●お食事処　壽 
●サテンドール ●らーめん宗谷
●花咲乃庄

［ 2022年度版 ］

21-T03202　2021年11月作成

正式名称：団体総合生活保険
　　　　　（医療補償基本特約、がん補償基本特約、介護補償基本特約）

掛金（保険料）が割安

〈医療補償〉加入年齢：満5歳～満89歳（2022年6月1日時点の満年齢）
保険料例 3,000円型（H3タイプ）入院保険金  日額

月換算で 519 ！　　　　　　　　　円約40歳

（H3タイプ）
補償内容

病気・ケガで1日以上入院されたとき
病気・ケガにより手術を受けられたとき
（手術の種類に応じてお支払い）

退院後通院されたとき
所定の先進医療を受けられたとき（実額払）

日額 3,000円
1.5、3、12万円
日額 2,000円

最高 200万円まで

2022年6月1日午後4時～2023年6月1日午後4時まで団体保険契約期間

年間保険料 6,230“　　　　 ”円

日額 5,000円タイプ、10,000円タイプもあります

お問い合わせ先
募集期間 新規募集期間 2022年3月1日～4月30日　募集期間が終了した後も、中途で毎月加入することができます。

《　　　　　 》団体契約ならでは
のメリット!

例
GN1
タイプ 補償内容

（一部抜粋） がんと診断確定されたとき 一時金 50万円

〈がん補償〉加入年齢：満5歳～満89歳（2022年6月1日時点の満年齢）
月換算で
425 ！円約保険料例 40歳

•このご案内は団体総合生活保険（医療補償・がん補償・介護補償）の概要について説明したものです。ご加入に
あたっては、 必ず「お手続きサイト」掲載の[重要事項説明書]をよくお読みください。
 詳細についてご不明な点は右記募集代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
この保険契約は全福センターを保険契約者とし、全福センターの会員等を被保険者とする団体総合生活保険（医
療補償基本特約、がん補償基本特約、介護補償基本特約）団体契約です。

〈介護補償〉加入年齢：満5歳～満84歳（2022年6月1日時点の満年齢）
保険料例 100万円型（DG1タイプ）介護補償保険金額 一時金

60歳 年間保険料 1,650“　　　　 ”円

2022年3月1日より全福センターホームページ内からアクセスできます！！ 
（https://www.zenpuku.or.jp/service/detail?id=26231）全福センターHP

▲

WEB募集システム

一時金100万円タイプ、
抗がん剤治療補償特約
付きタイプもあります

e-CHOICE
〈イーチョイス〉

お申込み・詳細に
 ついてはこちらから！

★健康状態告知事項が緩和され、ご加入しやすくなりました。

新規加入時の待機期間なし！
約28％の
割引(※)が適用
されます！

※団体割引20％
　損害率による
　割引10％

年間保険料 5,100“　　　　 ”円

フリーダイヤル : 
＜募集代理店・幹事代理店＞「全福ネット入院あんしん保険相談デスク」株式会社全福サポートサービス

0120-055-512（土日祝日を除く10:00～16:00）

（21 08）TMZENFAX-3　W180×H87mm DIC 162

「全国中小企業勤労者福祉サービスセンター」のホームページでは、
おとくな割引情報が掲載されています。活用ください。

施設利用券　　　　 ランチ補助券　　
昼食時５００円引きで
食事ができます

料金等は個人用ガイドブック
P53～58に掲載してあります

事業所名・会員氏名・利用日・大人・小人の区分を記入し、
施設に提出

表面に事業所名・会員氏名・利用日を記入、
裏面の利用店欄にチェックをし、店舗に提出

「いちご空中農園いわた」のいちご狩りで
施設利用券が利用できるようになりました！！

磐田市駒場6866-46　TEL：0538-86-5030

磐田市香りの博物館（施設利用券の使える施設）にて
開館25周年記念
永田萠の世界展－花の香りにつつまれて－ を開催中です

https://www.zenpuku.or.jp/

全福センター

上記URLをご入力するか
「全福センター」で検索ください。

全福センターの
ホームページが
さらに使いやすく
なりました！

２０２１年１１月　竜洋駒場にNE
W OPEN！！

● 小中学生は
　　変更ありません 施設利用券利用で５０円

● 一　般  500円　⇒　施設利用券利用で２９０円

特別展につき、期間中の入館料が変わっています

国内最大級の
広さ

上下に動く
釣り下げ式の
栽培棚

NEW

開園期間 一般料金 利用券使用金額

4～5月 1,500円 1,100円
6月 1,000円     700円

開園期間 一般料金 利用券使用金額

4～5月 700円 500円
6月 500円 300円

４／１～4／３の間に、施設利用券が使えないトラブルが発生しました。該当日に利用された会員さんについては、領収
書、または利用の確認できるメール等と、利用人数分の令和4年度の施設利用券をとらいあんぐる磐田に提出くださ
い。利用料金の差額をお支払させていただきます。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした

お詫び

令和４年度 個人用ガイドブックに
「施設利用券」「ランチ補助券」が添付されています
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利用方法

料金表

使用できる施設

利用方法

使用できる店舗
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●磐田市豊岡体育館
　トレーニング室
●磐田市アミューズ豊田
　トレーニング室　　
●浜北森林アスレチック
●つづさき観光
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●シルクロードミュージアム
●はままつフラワーパーク
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とらいあんぐる磐田

一般財団法人 磐田市勤労者福祉サービスセンター
〒438-0077　磐田市国府台7番地9　TEL（0538）37-4566　FAX（0538）37-4602　E-mail ： triangle@iwata-fsc.jp

URL　https://www.iwata-fsc.jp/株式会社 大進堂

zenpukutk（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全国ネット）加盟
全福センターのWEBサイト　URL：https://www.zenpuku.or.jp パスワードログインID

とらいあんぐる磐田
（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟団体

事務局からのお知らせ

とらいあんぐる磐田では、会報または募集チラシにて広告の掲載、商品の斡旋を行っています
事業所支援として、無料で会報誌等に掲載します。掲載につきまして、一定の条件が
ありますので、まずはとらいあんぐる磐田までお気軽にご連絡ください
TEL：０５３８－３７－４５６６　mail:triangle@iwata-fsc.jp ○ C磐田市  

磐田市イメージ
キャラクター

事業所の広告掲載、または商品を斡旋してみませんか？
いわたを
応援しよう！

全国の書店等で使用可能な図書カードです

画像はイメージです

３,０００円 図書カードＮＥＸＴ物資斡旋

ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及びサンストリート浜北他
全国のTOHOシネマズ 
４ヶ月以上６ヶ月以内
１，０００枚（１会員４枚まで）
５月１３日金　１７：００
インターネット・自動券売機が利用できます（一部窓口のみの劇場もありますが、上記近隣の３施設では対応できます）

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケットチケット
斡旋

利用施設

使用期限

枚 数

締切日

その他

２０３４年１２月３１日
４００枚（１会員２枚まで）　
５月１２日木　１７：００　
引渡しは６月上旬予定です

※クーポン券の有効期間は2022年5月9日（月）～
2022年7月3日（日）となり、イベント開催期間と
異なりますので、ご注意下さい

埼玉県飯能市にあるムーミンバレーパークでは今年で
3回目となる「ムーミン谷とアンブレラ」が開催されます
（開催期間:4月27日～7月3日）
日本最大級約1,200本の傘（2022年1月現在の主催者
調べ）が広がる約200mに渡り彩ら
れた圧巻の景色を是非お楽しみく
ださい 

使用期限

枚 数

締切日

その他

無期限
４００枚（１会員①・②の計２枚まで）
５月１２日木　１７：００　
引渡しは６月上旬予定です

使用期限

枚 数

締切日

その他

ＱＵＯカード ①5,０００円 ②3,０００円

全国のコメダ珈琲店・おかげ庵で使えるKOMECA（コメカ）
（一部使用できない店舗があります）

コメダ珈琲店 ポイントが貯まるチャージ式プリペイドカード
KOMECA ３,０００円

２０２４年５月２４日（未使用の場合） 
ポイント及び残高は、最終利用日（支払、チャージ、ポイント合算）から2年間有効です
４００枚（１会員３枚まで）
５月１２日木　１７：００　
引渡しは６月上旬予定です
利用金額の１％がポイント還元されます

有効期限

枚 数

締切日

その他

担当者を通じ「チケット等申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております
　　掲載の内容は4月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります

＊デザインは
　見本です

＊デザインは
　見本です

　© Moomin Characters™

点線で切り取ってお使いください　↓

事業数 334
会員数 5,070名

（2022年4月1日現在）

第155号
2022年5月

新規入会事業所のお知らせ

会費口座振替のお知らせ 振込スケジュール
 ５月～７月の「祝金・見舞金・弔慰金・補助金」

一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター

引き落とし日 対象年月 振替会員数 6月の退会による
振替対象外

  6月15日（水） 令和4年
7・8・9月 6月8日現在 6月7日（火）

までに要連絡

申請期間 振込予定日

4/1～4/30   5/20（金）

5/1～5/31   6/20（月）

6/1～6/30   7/20（水）

【1デーパス】 入園のみのチケットはありません
●おとな（中学生以上）  3,200円 ⇒ 2,700円
●こども（4歳以上小学生以下） 2,000円 ⇒ 1,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※すべて税込

2021年イベントイメージ
「ムーミンバレーパーク」特別キャンペーン

価格：1枚
会　　員 利用可能額

2,700円 3,000円

価格：各券1枚
申込
番号 会　　員 利用可能額

① 4,600円 5,000円

② 2,700円 3,000円

価格：1枚
会　　員 利用可能額

2,500円 3,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

事業所番号 事業所名 郵便番号 住　　所 電　　話 FAX
10315 ＮＮＰ電子株式会社 438-0004 磐田市匂坂中1400 0538-38-1133 0538-38-1128
10316 NPO法人スポーツコミュニティ磐田･ポーラスター 438-0086 磐田市見付2934-1 0538-84-7484 0538-84-7400
10317 イワタ工販株式会社 438-0016 磐田市岩井1907-1761 0538-34-7784 0538-37-0634
10318 磐南ファーム株式会社 438-0071 磐田市今之浦5-1-1 0538-86-5030 0538-32-3178
20052 寺田外装 437-1203 磐田市福田1877-1 0538-55-3426 0538-55-3426
20053 株式会社渡辺金属工業所 437-1212 磐田市南田123-1 0538-59-1122 0538-59-1123
40150 有限会社シティホール豊田 438-0817 磐田市上万能286 0538-21-0044 0538-21-0041
40151 森下の辻鍼灸整骨院 438-0834 磐田市森下85-2 0538-86-3751 0538-86-3751

8


