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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

新規事業所がキャンペーン期間中の７月１日～７月３１日の間に、入会手続きいただきますと入会
金１人につき５００円が無料となります
また、紹介いただきました事業所が入会されますと、入会１人につき５００円相当のお礼をいたし
ます。会員の皆さんは、ぜひこの機会に新規事業所の紹介をお手伝いください！！
ガイドブックＰ４１にフォームがあります。紹介いただける「事業所名」「住所」｢電話番号｣「担当
者名」「おおよその人数」及び「業種」をご記入いただきファックス、またはお電話ください
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

８月の新規入会事業所は入会金が無料となります

お知らせ

チケット
斡旋

新型コロナへの経済対策事業とし、とらいあんぐる磐田オリジナル金券『おトク券１,０００円』を会員向けに配布
することとなりました。つきましては、券の利用に協力いただける事業所・店舗を大募集します

●会員が協力店で1,000円以上のお買い物またはサービスを利用（飲
食含む）した場合の支払いに利用できます

●支払い代金が1,000円以下の場合は利用できません
（おつりはでません）
●既存の「ランチ補助券」との併用も可能です
（ランチ補助券登録店さんも参加いただけます）
●協力店にはとらいあんぐる磐田が『おトク券』利用枚数×1,000円
（券と引き換え）を振込にてお支払します

『おトク券１,０００円』 利用イメージ 令和４年９月１日時点での会員
８月下旬予定　
令和４年９月１日(木)～令和５年３月３１日(金)
※詳細は改めてお知らせします

協力店に関するお問合せは下記までお願いします

劇団四季のミュージカルが、オープンしたばかりの磐田市民文化会館にやってきます！！
オープン記念としてとらいあんぐる磐田では特別価格で斡旋します
この機会に新しい会館へ、劇団四季のミュージカルの世界へ、行ってみませんか？

写真は
イメージです

写真はイメージです

利用協力店を大募集します！！
とらいあんぐる磐田 『おトク券１,０００円』の

物資斡旋

令和６年７月２８日 
※店頭で利用またはチャージでさらに２年間へ更新

５００枚（１会員２枚まで）
７月８日金 １７：００

ＫＦＣカード３,０００

劇団四季ミュージカル 『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

使用期限

枚 数
締切日

「ＫＦＣカード」は全国のケンタッキーフライドチキンの店頭（特殊店舗
除く）で３,０００円分ご利用いただけるプリペイドカードです　

 炭焼きレストランさわやかプリペイドカード
SAWAYAKA　だんらんカード
最後の入金日または利用日から５年
詳しくはＨＰにてご確認ください
https://www.genkotsu-hb.com/

各４００枚（１会員どちらか１枚）
７月８日金 １７：００

９月２３日金㊗ 18：30　 
磐田市民文化会館
かたりあ
5０枚（１会員２枚まで）　　　　
７月１３日水 １７：００

公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）
2歳以下入場不可

使用期限

枚 数
締切日

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
　　掲載内容は６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中止・変更になる場合があります

事業数 334
会員数 5,138名

（2022年6月1日現在）

第156号
2022年7月

日 時

会 場

枚 数
締切日

配布対象者
配 布 時 期
利 用 期 間

9/26アクトシティ浜松、9/30・10/1清水文化会館マリナートでも同公演があります【本誌P.6に掲載】

急募

とらいあんぐる
磐田

TEL.３７-４５６６　FAX.３７-４６０２
メール ： triangle@iwata-fsc.jp

撮影：阿部章仁

引渡しは７月下旬予定ですその他

KFCネットオーダーのお支払いには利用できません
引渡しは8月上旬予定です

その他

繰り返し入金できてポイントも
たまるお得なプリカです

その他

新型コロナウイルスの感染症対策の一環として、間隔が空いたお席となる場合があります
またチケット購入者（または来場者）の氏名、連絡先等を主催者と共有させていただく場合がありますので予めご了承ください

一般財団法人 静岡県年金福祉協会主催 年金セミナー

ワークピア磐田 ２階 視聴覚室
無　料
８月１５日月 １７：００

一財）静岡県年金福祉協会へ
直接申し込みください
ＴＥＬ：０５４－２５１―２７６７
ＦＡＸ：０５４―２５１－２８６６

８月２１日日 １０：００～１２：００

６０歳以降の生活設計にお役立てください。老齢年金・健康保険・失業保険について
お話をします。多くの方のご参加を、おまちしています

日 時

ところ

参加費

締切日

申込方法 

イベント

申請期間 振込予定日

7/1～7/31   8/19（金）

8/1～8/31   9/20（火）

9/1～9/30 10/20（木）

事業所番号 事業所名 郵便番号 住　　所 電　　話 FAX

40152 (株)鈴高工務店 438-0803 磐田市富丘787-1 0538-35-1831 0538-35-8679

引き落とし日 対象年月 振替会員数 9月の退会による振替対象外

9月15日（木） 令和4年10・11・12月 9月8日現在 9月7日（水）までに要連絡

とらいあんぐる磐田 夏季休暇のお知らせ

会費口座振替のお知らせ

振込スケジュール

 ７月～９月の
 「祝金・見舞金・弔慰金・補助金」 

下記チケットをご利用の方は余裕をもってお越しください
●TOHOシネマズパスポート ●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
●ナガシマスパーランド補助券 ●名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーククーポンコード
●ラグナシア補助券

価格：各券1枚
申込番号 会　　員 利用可能額
① 4,500円 5,050円
② 2,700円 3,030円

サンプルサンプル

価格：1枚
会　　員 一　　般
2,400円 3,000円

価格：S券1枚
会　　員 一　　般
8,000円 9,900円

磐田市民文化会館
“かたりあ”オープン記念

とらいあんぐる磐田特別価格です!!

新規入会事業所のお知らせ

8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15

土 日 通常 通常 通常 祝・休 通常 土 日 夏季
休暇
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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

令和４年５月19日開催の「令和４年度定時評議員会」において
承認されましたので報告いたします

令和３年度 決算・事業報告
令和３年度決算・事業報告が承認されました

収入合計 96,082,367円
支出合計 81,249,715円
収支差額 14,832,652円

　　科　　目　　　　　　　　　　　 　　 金　　額

Ⅰ．資産の部
　１．流動資産 
　　現金 50,000
　　普通預金 28,767,947
　　貯蔵品 503,728
 　　　　流動資産合計 29,321,675
　２．固定資産 
 （１）基本財産 100,000,000
 　　　　基本財産 合計 100,000,000
 （２）特定資産 
 　　運営費積立預金 1,317,088
 　　運営積立預金 30,068,761
 　　　　特定資産 合計 31,385,849
 （３）その他の固定資産 
 　　電話加入権 149,968
 　　敷金 600,000
 　　会員権 4,250,000
 　　出資金 182,000
 　　　　その他の固定資産 合計 5,181,968
 　　　　固定資産 合計 136,567,817
 　　　　資産合計 165,889,492

Ⅱ．負債の部 
　１．流動負債 
　　未払金 5,000
　　前受金 12,033,637
　　仮受金 1,739,700
　　預り金 206,958
 　　　　流動負債 合計 13,985,295
 　　　　負債合計 13,985,295
  
Ⅲ．正味財産の部 
　１．指定正味財産 100,000,000
　２．一般正味財産 51,904,197
 　　　　正味財産 合計 151,904,197
 　　　　負債及び正味財産 合計 165,889,492

■貸借対照表　令和4年3月31日現在　（単位：円）

■収入内訳

■支出内訳

■収入

■支出

会議開催について

持ち運びしやすい軽量・コンパクトタイプ。
新設計によるハウリング低減効果を実現し、幅広いシーンでスマート拡声

物資斡旋 マイク形拡声器 MDS-１００

誘導、災害緊急時対応、案内、会議、セミナー、商品説明会、
現地説明、接種会場案内、講演、演説、選挙活動など
２０台（１事業所３台まで）
7月20日水 １７：００
商品資料希望の方は
とらいあんぐる磐田まで連絡ください
引渡しは８月下旬予定です

使用例

台 数
締切日

その他

日本製

事業所、自治会に
１台いかがですか？
Amazonで売れてる
令和時代の拡声器です！

担当者を通じ「事業参加等申込書」にて、申込ください
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

非常時に 
シーンに合わせて
選べる使い方

3WAY

マイク形 メガホン形 ハンズフリー形

事業費
56,798,285円
（59.84%）

管理費
23,755,972円
（24.72%）

返還金支出
692,800円
（0.72%）

特定資産取得支出
2,658円
（0.00%） 次期繰越

収支差額
14,832,652円
（15.44%）

基本財産利息収入
21,172円
（0.02%）
特定資産利息収入
2,658円
（0.00%）
入会金収入
184,500円
（0.19%）会費収入

48,255,200円
（50.22%）

補助金収入
8,000,000円
（8.33%）

事業収入
6,587,051円
（6.86%）

負担金収入
18,843,730円
（19.61%）

雑収入
491,945円
（0.51%）

前期繰越収支差額
13,696,111円
（14.25%）

認 第１号　 令和３年度事業報告について
認 第２号　 令和３年度決算報告について
認 第３号 　令和３年度公益目的支出計画実施報告書について
議案第１号 　令和４年度定時評議員会の招集について
報 第１号 　第３期経営改善計画の進捗状況と実施結果について

各議案いずれも承認される

議　事
報 第１号　令和３年度事業報告について
議案第１号　令和３年度決算報告について
議案第２号　令和３年度公益目的支出計画実施報告書について
報 第２号　第３期経営改善計画の進捗状況と実施結果について
議案第３号　理事の選任について
議案第４号　役員等の報酬並びに費用に関する規程の改正について
議案第５号　役員報酬額の総額の決定について

各議案いずれも承認される

理 事 長 水 谷 眞 啓
副理事長 青 島 邦 信
専務理事 春 日 芳 典
理　　事 増 田 寛 之
　　々  小野寺 真奈美

理　　事 河 合 千 保
　　々  平 谷 　 均
　　々  杉 本 達 男
監　　事 牧 野 ひろみ
　　々  齋 藤 時 男

評 議 員 小野田 信 彦
　　々  戸 田 郁 夫
　　々  立 石 錦 男
　　々  桑 原 典 美
　　々  寺 田 敏 雄

評 議 員 中 根 好 美
　　々  内 山 喜 禄
　　々  粟 倉 美 保
　　々  三 井 理恵子
　　々  永 井 新 次

●理事の改選について
●理事会開催予定について
　「令和４年度第２回理事会」
各報告事項説明し報告

●令和４年度事業計画・収支予算について
●給与規程の改正について
●嘱託職員就業規程の改正について
●共済金給付事業実施要綱の改正について
●その他（経営委員会資産運用）
各報告事項説明し報告

令和４年５月１９日（木）　第２回理事会を書面にて実施し、理事長以下の選任がされました
令和４年度の役員です。よろしくお願いします

令和４年４月２５日（月）　磐田市勤労者総合福祉センター（ワークピア磐田）にて
令和４年度第１回理事会が開催されました

令和４年５月１９日（木）　磐田市勤労者総合福祉センター（ワークピア磐田）にて
令和４年度定時評議員会が開催されました

その他報告事項

その他報告事項

価格：1台
会　　員 一　　般

28,000円 37,000円
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議案第１号 　令和４年度定時評議員会の招集について
報 第１号 　第３期経営改善計画の進捗状況と実施結果について

各議案いずれも承認される

議　事
報 第１号　令和３年度事業報告について
議案第１号　令和３年度決算報告について
議案第２号　令和３年度公益目的支出計画実施報告書について
報 第２号　第３期経営改善計画の進捗状況と実施結果について
議案第３号　理事の選任について
議案第４号　役員等の報酬並びに費用に関する規程の改正について
議案第５号　役員報酬額の総額の決定について

各議案いずれも承認される

理 事 長 水 谷 眞 啓
副理事長 青 島 邦 信
専務理事 春 日 芳 典
理　　事 増 田 寛 之
　　々  小野寺 真奈美

理　　事 河 合 千 保
　　々  平 谷 　 均
　　々  杉 本 達 男
監　　事 牧 野 ひろみ
　　々  齋 藤 時 男

評 議 員 小野田 信 彦
　　々  戸 田 郁 夫
　　々  立 石 錦 男
　　々  桑 原 典 美
　　々  寺 田 敏 雄

評 議 員 中 根 好 美
　　々  内 山 喜 禄
　　々  粟 倉 美 保
　　々  三 井 理恵子
　　々  永 井 新 次

●理事の改選について
●理事会開催予定について
　「令和４年度第２回理事会」
各報告事項説明し報告

●令和４年度事業計画・収支予算について
●給与規程の改正について
●嘱託職員就業規程の改正について
●共済金給付事業実施要綱の改正について
●その他（経営委員会資産運用）
各報告事項説明し報告

令和４年５月１９日（木）　第２回理事会を書面にて実施し、理事長以下の選任がされました
令和４年度の役員です。よろしくお願いします

令和４年４月２５日（月）　磐田市勤労者総合福祉センター（ワークピア磐田）にて
令和４年度第１回理事会が開催されました

令和４年５月１９日（木）　磐田市勤労者総合福祉センター（ワークピア磐田）にて
令和４年度定時評議員会が開催されました

その他報告事項

その他報告事項

価格：1台
会　　員 一　　般

28,000円 37,000円

事業費 管理費 返還金支出 特定資産取得支出 次期繰越収支差額
決算額 56,798,285円 23,755,972円 692,800円 2,658円 14,832,652円
構成比 59.84% 24.72% 0.72% 0.00% 15.44%

基本財産利息収入 特定資産利息収入 入会金収入 会費収入 補助金収入 事業収入 負担金収入 雑収入 前期繰越収支差額
決算額 21,172円 2,658円 184,500円 48,255,200円 8,000,000円 6,587,051円 18,843,730円 491,945円 13,696,111円
構成比 0.02% 0.00% 0.19% 50.22% 8.33% 6.86% 19.61% 0.51% 14.25%

3



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

菊川文化会館アエル  大ホール
２０枚（1会員２枚）
７月７日木 １７：００

８月２１日日 １５：３０

松原健之コンサートツアー2022チケット
斡旋

日 時

会 場

枚 数

締切日 その他 未就学児入場不可

夏休み親子ふれあいコンサート
in アミューズ豊田

チケット
斡旋

アミューズ豊田 ゆやホール
各2０枚（１会員計４枚まで）　
７月８日金 １７：０0 ひざ上鑑賞に限り無料

８月２０日土 １０：３０（開場 10：00）日 時

会 場

枚 数

締切日 その他

担当者を通じ「事業参加等申込書」・「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

写真は
イメージです

イベント

９月１４日水
受付 ７：３０～　開会式 ８：１０～　スタート ８：３０～
東名カントリークラブ
裾野市桃園３００（東名裾野ＩＣから約１５分）　
電話 ： ０５５－９９３－２１４１
２組８人（全体で１５組６０人）

７月１５日金 １７：００

第２６回 静岡県勤労者共済団体
合同ゴルフ大会

日 時

ところ

募集人数

締切日

７月９日土～９月１１日日
９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は
　　　　翌日休館。但し８月中は無休）
浜松市美術館

チケット
斡旋

ハイジ展
― あの子の足音がきこえる ー

文学とアニメーション、ハイジの魅力を伝える「実物資料」が浜松に！
出展数５００を超える、まさに「本気のハイジ展」です

日 時

会 場

枚 数

締切日
各２００枚（１会員計４枚まで）
７月７日木 １７：００

チケット
斡旋

菊川文化会館アエル 大ホール　
各２０枚（１会員計４枚まで）

７月７日木 １７：００

７月２４日日 １４：００

劇団たんぽぽ 「ルドルフとイッパイアッテナ」
「ルドルフと兄貴分イッパイアッテナの、とびきりゆかいなのらねこ生活」
人気の絵本作品を、歌とおどりがいっぱいのとびきり楽しい舞台でお楽しみください

日 時

会 場

枚 数

締切日 その他 ２歳以下ひざ上鑑賞無料

小中学生は無料。70歳以上の方は一般料金の
半額の為、窓口にて当日券をお買い求めください
大学・専門学生・高校生は当日証明書提示が必要
引渡しは７月下旬予定です

その他

東名カントリークラブメンバーの方はお申し出ください
メンバー料金は￥１２,０００です
締切日以降はキャンセル料がかかります

その他
★定員に到達次第
　締め切りとなります

価格：指定席１枚
会　　員 一　　般

7,200円 7,700円

価格：各券1枚

券　　種 会　　員 当　　日

大　　   人 600円 1,400円
高大専門生 400円 1,000円

参加費：１名
会　　員 家族・一般 通常料金

13,000円 15,000円 17,500円

価格：自由席各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日
大　　   人 900円 1,500円
中学生以下 500円    900円

価格：指定券各券1枚

券　　種 会　　員 一　　般

大　　　人 300円 500円

中学生以下    50円 100円

共　済　事　由 件　数 給付額（千円）
会員の結婚 55 1,650
会員の子の出生 91 1,820
会員の子の小・中学校入学 330 3,300
会員の20歳祝 40 800
会員の60歳祝 103 1,030
会員の70歳祝 48 480
永年勤続祝 285 4,020
休業 74 1,500
住宅災害の保険金 2 30
後遺障害の保険金 1 600
会員の死亡保険金 4 1,200
配偶者・子・親の死亡弔慰金 217 2,710

合　　　計 1,250 19,140

チケット名 斡旋枚数
ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット 1,678
ウィンターイルミネーションはままつフルーツパーク時之栖　入場券 243
名古屋港水族館入館パスポート（2回） 91
磐田グランドホテル「スペシャルスイーツ＆ドリンクセット」チケット 202
磐田グランドホテル「平日限定たまごプリン＆ドリンクセット」チケット 58
葛城北の丸「四季彩昼膳」（2回） 172
ホテルアンビア松風閣　お食事券 72
つま恋リゾート彩の郷ウォーターパーク入場券 31
エヴァンゲリオン展 「VISUAL WORKS 静岡」（2回） 69
漫才のDENDO　全国ツアーin磐田 18
岩合光昭写真展「こねこ」 19
　　　他、38種類 311

合　　　計 2,964

チケット名 斡旋枚数
磐田温水プール・福田屋内スポーツセンター回数券 34
古代エジプト展　―天地創造の神話― 84
静岡県立美術館超名品展　風景と人間 37
高嶋ちさ子～ゆかいな音楽会～ 20
中村勘九郎　中村七之助　春暁特別公演2022 32
　　　他、38種類 144

合　　　計 351

種　類 イベント名 人　数

自己啓発支援事業
苔テラリウム制作講座 16
クラフトバンドdeカゴバック作り  6

健康支援事業
足技（あしぎ）整体1回体験（東洋整体磐田院） 7
フットサル大会 0
女性専用ボディメイクマシン２回体験 1

余暇活動支援事業
シミ改善エステ1回体験 31
第25回合同ゴルフ大会 0

その他事業 年金セミナー（年金福祉協会主催事業） 11
合　　　計 72

補　助　種　類 件　数
宿泊補助 423
人間ドッグ受診料補助 410
旅行補助 0
インフルエンザ予防接種補助 1,475
文化教養講座受講料補助 14
生活資金信用保証料補助 0
退職金掛金補助 1

合　　　計 2,323

施　　設　　名 利用数
しおさい竜洋 1,130
川根温泉　ふれあいの泉 290
つま恋リゾート彩の郷　森林の湯 107
磐田市総合体育館・陸上競技場・アミューズ豊田 442
竜洋B&G海洋センタープール 238
浜北森林アスレチック 149
竜洋海洋公園オートキャンプ場 32
浜名湖パルパル 97
つづさき観光（ぶどう・みかん狩り） 0
豊岡梅園 47
はままつフラワーパーク 307
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム 12
「ラグナシア」特別利用券 13
長島スパーランド・名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク 22
竜洋昆虫自然観察公園 147
磐田市香りの博物館 124
磐田市新造形創造館 24
シルクロード・ミュージアム 18
花咲乃庄 18
アクティ森 52
ランチ補助券 1,677
リゾートトラスト 31

合　　　計 4,977

斡　旋　物　資 会員（品）数
家庭用常備薬（３回） 427
森永乳業商品斡旋（２回） 574
QUOカード・QUOカードPay 475
図書カードNEXT（２回） 587
サーティーワンアイスクリームギフト券 1,458
炭焼きレストランさわやか商品券 317
ＫＦＣ3,000円プリペイドカード 315
防災用品・避難用品 61
こども商品券3,500円 466
年賀はがき 21,400
カレンダー（ジュビロ・しっぺい） 144
ジェフグルメカード5,000円/3,000円 239
　　　　　　他、22種類　　 1,754

合　　　計 28,217

★チケット状況  自己啓発支援・健康維持増進チケット

★イベント状況

★補助金利用状況

★施設利用券利用状況

★物資斡旋

★共済給付状況

★チケット状況  余暇活動支援チケット

令和3年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となったイベント・公演がありました
共済給付金、また感染症に対応した物資斡旋は多くの方にご利用いただきました
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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

菊川文化会館アエル  大ホール
２０枚（1会員２枚）
７月７日木 １７：００

８月２１日日 １５：３０

松原健之コンサートツアー2022チケット
斡旋

日 時

会 場

枚 数

締切日 その他 未就学児入場不可

夏休み親子ふれあいコンサート
in アミューズ豊田

チケット
斡旋

アミューズ豊田 ゆやホール
各2０枚（１会員計４枚まで）　
７月８日金 １７：０0 ひざ上鑑賞に限り無料

８月２０日土 １０：３０（開場 10：00）日 時

会 場

枚 数

締切日 その他

担当者を通じ「事業参加等申込書」・「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

写真は
イメージです

イベント

９月１４日水
受付 ７：３０～　開会式 ８：１０～　スタート ８：３０～
東名カントリークラブ
裾野市桃園３００（東名裾野ＩＣから約１５分）　
電話 ： ０５５－９９３－２１４１
２組８人（全体で１５組６０人）

７月１５日金 １７：００

第２６回 静岡県勤労者共済団体
合同ゴルフ大会

日 時

ところ

募集人数

締切日

７月９日土～９月１１日日
９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は
　　　　翌日休館。但し８月中は無休）
浜松市美術館

チケット
斡旋

ハイジ展
― あの子の足音がきこえる ー

文学とアニメーション、ハイジの魅力を伝える「実物資料」が浜松に！
出展数５００を超える、まさに「本気のハイジ展」です

日 時

会 場

枚 数

締切日
各２００枚（１会員計４枚まで）
７月７日木 １７：００

チケット
斡旋

菊川文化会館アエル 大ホール　
各２０枚（１会員計４枚まで）

７月７日木 １７：００

７月２４日日 １４：００

劇団たんぽぽ 「ルドルフとイッパイアッテナ」
「ルドルフと兄貴分イッパイアッテナの、とびきりゆかいなのらねこ生活」
人気の絵本作品を、歌とおどりがいっぱいのとびきり楽しい舞台でお楽しみください

日 時

会 場

枚 数

締切日 その他 ２歳以下ひざ上鑑賞無料

小中学生は無料。70歳以上の方は一般料金の
半額の為、窓口にて当日券をお買い求めください
大学・専門学生・高校生は当日証明書提示が必要
引渡しは７月下旬予定です

その他

東名カントリークラブメンバーの方はお申し出ください
メンバー料金は￥１２,０００です
締切日以降はキャンセル料がかかります

その他
★定員に到達次第
　締め切りとなります

価格：指定席１枚
会　　員 一　　般

7,200円 7,700円

価格：各券1枚

券　　種 会　　員 当　　日

大　　   人 600円 1,400円
高大専門生 400円 1,000円

参加費：１名
会　　員 家族・一般 通常料金

13,000円 15,000円 17,500円

価格：自由席各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日
大　　   人 900円 1,500円
中学生以下 500円    900円

価格：指定券各券1枚

券　　種 会　　員 一　　般

大　　　人 300円 500円

中学生以下    50円 100円

5



ほ

っと
たいむ

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

私は、小学生の頃、自分の可能性を引き出してくれた担任の先生に憧れて、教師を志しました。しかし、教員
採用試験になかなか合格せず、講師として数年働いていましたが、結婚出産を機に講師を辞め、子育てに専念
することにしました。
子どもが生まれると、誰もがいきなり母親となり戸惑います。わが家の場合、長女は音や味に敏感だったり、
遊びに対してこだわりの強さ（好きなことを何度も繰り返すなど）があったりして、私は育てにくさを感じていま
した。小学生になると、できることとできないことの差が、他の子と比べて大きいようにも感じられました。分かっ
てはいても、毎日のこととなると、思うようにならず、心穏やかでない自分がいました。
そんな時、偶然２冊の本に出会いました。１冊は「子どもの心のコーチング」で

した。本の中には、いくつも胸に刺さる言葉がありました。そのひとつ、「私たち
人間は、その環境が整えば、またその場が与えられれば、本来もっているものを
発揮することができるのです。」という一節に、私は心を動かされました。「子ど
もを私の思い通りに変えるより、私が子どもに合った環境をつくってあげよう」と
思い、できそうなことから試してみることにしました。
もう１冊は「ずーっとずっとだいすきだよ」という絵本でした。本屋で立ち読み

している時、前夜私に叱られ、泣きながら寝てしまった幼い娘の姿が浮かび、涙が
止まらなかったのを思い出します。話の中で、年老いて死んでしまった愛
犬を前に、家族みんなが悲しむ中、主人公の「ぼく」はこう思うのです。
「ぼくだって、かなしくてたまらなかったけど、いくらか、きもちがらくだっ
た。だってまいばんエルフィー（犬）に、『ずーっとだいすきだよ』っていっ
てやっていたからね。」この言葉に、私はまた心が動かされました。いつ
か必ず来る別れの時まで、主人公の「ぼく」のように、娘に対して「だい
すきだよ」という気持ちを伝えていこうと決めました。
この２冊の本に出会ったことで、娘ができないことには片目をつぶり、

できることに目を向けて子育てができるようになったり、本人の良いところや愛ある言葉を伝え続けることがで
きるようになったりしました。そのおかげで、お互いが心穏やかで幸せな関係になれたと思います。
私は娘の子育てを通して、「親は子どもの可能性を信じて、子どもの『好き』を応援することの大切さ」を学んだ

ように思います。
このような経験をした私の「学研竜洋中島教室」は、他の学習塾とは少し違うかもしれません。困り感のあ
る子どもに寄り添い、学習の基本を教え、学ぶ楽しさを体感させる教室であるのはもちろん、子育て中のお母
さんやお父さんの不安な心にも寄り添いながら、お子さんのできることをともに見つけ、日々の小さな成長を
喜び合える教室でもあります。
小学生の頃、私が思い描いていた形とは少し違いましたが、子どもの可能性を引き出す教師として、私は夢

を叶えたのだと思っています。長い子では９年間、ここに通ってくる子どもの成長を、我が子のように見ることが
できるこの仕事が、私は大好きで、とても満足しています。

子育てのこと
学研教室のこと
学研竜洋中島教室
せらぴー広場おりおん　相場肇美

静岡市民文化会館  大ホール
各２０枚（1会員①～⑨の計４枚まで）
７月７日木 １７：００

３歳以下無料。膝上鑑賞厳守願います
入場時に体温37.5℃以上の場合は入場不可
状況により座席配置を変更・調整する場合があり
ます

逃走中　ＴＨＥ ＳＴＡＧＥ

劇団四季ミュージカル 
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

９月１７日土 ①１１：００  ②１４：００  ③１７：００
９月１８日日 ④１１：００  ⑤１４：００  ⑥１７：００
９月１９日月㊗ ⑦１１：００  ⑧１４：００  ⑨１７：００

※出演キャストは「逃走中公式HP」にて
　ご確認ください　

【出演】古澤　巖（ヴァイオリン）／山本耕史（語り・歌）／塩谷　哲（ピアノ・音楽監督）／
　　　小沼ようすけ（ギター）／大儀見元（パーカッション）／井上陽介（ベース）

心に傷を抱えた男と壊れかけのロボットによる、トラブルだらけの
旅。イギリスを飛び出し、アメリカ、日本……やがてふたりは心を通
わせていく……。大切なものに気づき、成長していく物語を、オリジ
ナルの楽曲と華やかな演出で彩ります
さあ、あなたもロボットと、心温まる旅にでかけてみませんか？

古澤 巖×山本耕史 コンサート 「Ｄandyism Banquet」

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

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）　

９月２日金 １８：００

さだまさし コンサートツアー2022 ～孤悲～
チケット
斡旋

日 時

会 場

枚 数

その他

アクトシティ浜松  大ホール
２０枚（１会員２枚）
7月7日木 １７：００

10月3日月 １9：0０日 時

会 場
枚 数

締切日

その他

各２０枚（１会員①～③の計２枚まで）
７月13日水 １７：００
公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）
2歳以下入場不可
上演時間 ： 約3時間（途中休憩含む）

枚 数

締切日

その他

未就学児入場不可　
７月７日木 １７：００

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）
７月８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

※公演中止の場合を除いて如何なる理由においても払い戻しはいたしません　
　ご理解の上、申込みください

9/23 18：30～磐田市民文化会館かたりあでも同公演があります【本誌P.1に掲載】

未就学児入場不可
プレミアムS席特典としてメンバーの新CDアルバム【1,800円】を予定。当日会場にて引換します

撮影：阿部章仁

その他

価格：S券1枚
申込番号 日時・会場 会　　員 四季一般価格

① 9月26日（月）18:30
アクトシティ浜松大ホール 9,400円 9,900円

② 9月30日（金）18:30
清水文化会館マリナート大ホール 9,400円 9,900円

③ 10月1日（土）13:00
清水文化会館マリナート大ホール 9,400円 9,900円

締切日

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,800円 3,500円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

8,100円 8,800円

価格：各席1枚
券　　種 会　　員 当　　日

プレミアムS席 7,800円 8,500円
S席 6,300円 7,000円
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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

私は、小学生の頃、自分の可能性を引き出してくれた担任の先生に憧れて、教師を志しました。しかし、教員
採用試験になかなか合格せず、講師として数年働いていましたが、結婚出産を機に講師を辞め、子育てに専念
することにしました。
子どもが生まれると、誰もがいきなり母親となり戸惑います。わが家の場合、長女は音や味に敏感だったり、
遊びに対してこだわりの強さ（好きなことを何度も繰り返すなど）があったりして、私は育てにくさを感じていま
した。小学生になると、できることとできないことの差が、他の子と比べて大きいようにも感じられました。分かっ
てはいても、毎日のこととなると、思うようにならず、心穏やかでない自分がいました。
そんな時、偶然２冊の本に出会いました。１冊は「子どもの心のコーチング」で

した。本の中には、いくつも胸に刺さる言葉がありました。そのひとつ、「私たち
人間は、その環境が整えば、またその場が与えられれば、本来もっているものを
発揮することができるのです。」という一節に、私は心を動かされました。「子ど
もを私の思い通りに変えるより、私が子どもに合った環境をつくってあげよう」と
思い、できそうなことから試してみることにしました。
もう１冊は「ずーっとずっとだいすきだよ」という絵本でした。本屋で立ち読み

している時、前夜私に叱られ、泣きながら寝てしまった幼い娘の姿が浮かび、涙が
止まらなかったのを思い出します。話の中で、年老いて死んでしまった愛
犬を前に、家族みんなが悲しむ中、主人公の「ぼく」はこう思うのです。
「ぼくだって、かなしくてたまらなかったけど、いくらか、きもちがらくだっ
た。だってまいばんエルフィー（犬）に、『ずーっとだいすきだよ』っていっ
てやっていたからね。」この言葉に、私はまた心が動かされました。いつ
か必ず来る別れの時まで、主人公の「ぼく」のように、娘に対して「だい
すきだよ」という気持ちを伝えていこうと決めました。
この２冊の本に出会ったことで、娘ができないことには片目をつぶり、

できることに目を向けて子育てができるようになったり、本人の良いところや愛ある言葉を伝え続けることがで
きるようになったりしました。そのおかげで、お互いが心穏やかで幸せな関係になれたと思います。
私は娘の子育てを通して、「親は子どもの可能性を信じて、子どもの『好き』を応援することの大切さ」を学んだ

ように思います。
このような経験をした私の「学研竜洋中島教室」は、他の学習塾とは少し違うかもしれません。困り感のあ
る子どもに寄り添い、学習の基本を教え、学ぶ楽しさを体感させる教室であるのはもちろん、子育て中のお母
さんやお父さんの不安な心にも寄り添いながら、お子さんのできることをともに見つけ、日々の小さな成長を
喜び合える教室でもあります。
小学生の頃、私が思い描いていた形とは少し違いましたが、子どもの可能性を引き出す教師として、私は夢

を叶えたのだと思っています。長い子では９年間、ここに通ってくる子どもの成長を、我が子のように見ることが
できるこの仕事が、私は大好きで、とても満足しています。

子育てのこと
学研教室のこと
学研竜洋中島教室
せらぴー広場おりおん　相場肇美

静岡市民文化会館  大ホール
各２０枚（1会員①～⑨の計４枚まで）
７月７日木 １７：００

３歳以下無料。膝上鑑賞厳守願います
入場時に体温37.5℃以上の場合は入場不可
状況により座席配置を変更・調整する場合があり
ます

逃走中　ＴＨＥ ＳＴＡＧＥ

劇団四季ミュージカル 
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

９月１７日土 ①１１：００  ②１４：００  ③１７：００
９月１８日日 ④１１：００  ⑤１４：００  ⑥１７：００
９月１９日月㊗ ⑦１１：００  ⑧１４：００  ⑨１７：００

※出演キャストは「逃走中公式HP」にて
　ご確認ください　

【出演】古澤　巖（ヴァイオリン）／山本耕史（語り・歌）／塩谷　哲（ピアノ・音楽監督）／
　　　小沼ようすけ（ギター）／大儀見元（パーカッション）／井上陽介（ベース）

心に傷を抱えた男と壊れかけのロボットによる、トラブルだらけの
旅。イギリスを飛び出し、アメリカ、日本……やがてふたりは心を通
わせていく……。大切なものに気づき、成長していく物語を、オリジ
ナルの楽曲と華やかな演出で彩ります
さあ、あなたもロボットと、心温まる旅にでかけてみませんか？

古澤 巖×山本耕史 コンサート 「Ｄandyism Banquet」

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

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）　

９月２日金 １８：００

さだまさし コンサートツアー2022 ～孤悲～
チケット
斡旋

日 時

会 場

枚 数

その他

アクトシティ浜松  大ホール
２０枚（１会員２枚）
7月7日木 １７：００

10月3日月 １9：0０日 時

会 場
枚 数

締切日

その他

各２０枚（１会員①～③の計２枚まで）
７月13日水 １７：００
公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）
2歳以下入場不可
上演時間 ： 約3時間（途中休憩含む）

枚 数

締切日

その他

未就学児入場不可　
７月７日木 １７：００

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）
７月８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

※公演中止の場合を除いて如何なる理由においても払い戻しはいたしません　
　ご理解の上、申込みください

9/23 18：30～磐田市民文化会館かたりあでも同公演があります【本誌P.1に掲載】

未就学児入場不可
プレミアムS席特典としてメンバーの新CDアルバム【1,800円】を予定。当日会場にて引換します

撮影：阿部章仁

その他

価格：S券1枚
申込番号 日時・会場 会　　員 四季一般価格

① 9月26日（月）18:30
アクトシティ浜松大ホール 9,400円 9,900円

② 9月30日（金）18:30
清水文化会館マリナート大ホール 9,400円 9,900円

③ 10月1日（土）13:00
清水文化会館マリナート大ホール 9,400円 9,900円

締切日

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,800円 3,500円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

8,100円 8,800円

価格：各席1枚
券　　種 会　　員 当　　日

プレミアムS席 7,800円 8,500円
S席 6,300円 7,000円
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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

新規事業所がキャンペーン期間中の７月１日～７月３１日の間に、入会手続きいただきますと入会
金１人につき５００円が無料となります
また、紹介いただきました事業所が入会されますと、入会１人につき５００円相当のお礼をいたし
ます。会員の皆さんは、ぜひこの機会に新規事業所の紹介をお手伝いください！！
ガイドブックＰ４１にフォームがあります。紹介いただける「事業所名」「住所」｢電話番号｣「担当
者名」「おおよその人数」及び「業種」をご記入いただきファックス、またはお電話ください
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

８月の新規入会事業所は入会金が無料となります

お知らせ

チケット
斡旋

新型コロナへの経済対策事業とし、とらいあんぐる磐田オリジナル金券『おトク券１,０００円』を会員向けに配布
することとなりました。つきましては、券の利用に協力いただける事業所・店舗を大募集します

●会員が協力店で1,000円以上のお買い物またはサービスを利用（飲
食含む）した場合の支払いに利用できます

●支払い代金が1,000円以下の場合は利用できません
（おつりはでません）
●既存の「ランチ補助券」との併用も可能です
（ランチ補助券登録店さんも参加いただけます）
●協力店にはとらいあんぐる磐田が『おトク券』利用枚数×1,000円
（券と引き換え）を振込にてお支払します

『おトク券１,０００円』 利用イメージ 令和４年９月１日時点での会員
８月下旬予定　
令和４年９月１日(木)～令和５年３月３１日(金)
※詳細は改めてお知らせします

協力店に関するお問合せは下記までお願いします

劇団四季のミュージカルが、オープンしたばかりの磐田市民文化会館にやってきます！！
オープン記念としてとらいあんぐる磐田では特別価格で斡旋します
この機会に新しい会館へ、劇団四季のミュージカルの世界へ、行ってみませんか？

写真は
イメージです

写真はイメージです

利用協力店を大募集します！！
とらいあんぐる磐田 『おトク券１,０００円』の

物資斡旋

令和６年７月２８日 
※店頭で利用またはチャージでさらに２年間へ更新

５００枚（１会員２枚まで）
７月８日金 １７：００

ＫＦＣカード３,０００

劇団四季ミュージカル 『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

使用期限

枚 数
締切日

「ＫＦＣカード」は全国のケンタッキーフライドチキンの店頭（特殊店舗
除く）で３,０００円分ご利用いただけるプリペイドカードです　

 炭焼きレストランさわやかプリペイドカード
SAWAYAKA　だんらんカード
最後の入金日または利用日から５年
詳しくはＨＰにてご確認ください
https://www.genkotsu-hb.com/

各４００枚（１会員どちらか１枚）
７月８日金 １７：００

９月２３日金㊗ 18：30　 
磐田市民文化会館
かたりあ
5０枚（１会員２枚まで）　　　　
７月１３日水 １７：００

公演当日3歳以上有料（ひざ上観劇不可）
2歳以下入場不可

使用期限

枚 数
締切日

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
　　掲載内容は６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中止・変更になる場合があります

事業数 334
会員数 5,138名

（2022年6月1日現在）

第156号
2022年7月

日 時

会 場

枚 数
締切日

配布対象者
配 布 時 期
利 用 期 間

9/26アクトシティ浜松、9/30・10/1清水文化会館マリナートでも同公演があります【本誌P.6に掲載】

急募

とらいあんぐる
磐田

TEL.３７-４５６６　FAX.３７-４６０２
メール ： triangle@iwata-fsc.jp

撮影：阿部章仁

引渡しは７月下旬予定ですその他

KFCネットオーダーのお支払いには利用できません
引渡しは8月上旬予定です

その他

繰り返し入金できてポイントも
たまるお得なプリカです

その他

新型コロナウイルスの感染症対策の一環として、間隔が空いたお席となる場合があります
またチケット購入者（または来場者）の氏名、連絡先等を主催者と共有させていただく場合がありますので予めご了承ください

一般財団法人 静岡県年金福祉協会主催 年金セミナー

ワークピア磐田 ２階 視聴覚室
無　料
８月１５日月 １７：００

一財）静岡県年金福祉協会へ
直接申し込みください
ＴＥＬ：０５４－２５１―２７６７
ＦＡＸ：０５４―２５１－２８６６

８月２１日日 １０：００～１２：００

６０歳以降の生活設計にお役立てください。老齢年金・健康保険・失業保険について
お話をします。多くの方のご参加を、おまちしています

日 時

ところ

参加費

締切日

申込方法 

イベント

申請期間 振込予定日

7/1～7/31   8/19（金）

8/1～8/31   9/20（火）

9/1～9/30 10/20（木）

事業所番号 事業所名 郵便番号 住　　所 電　　話 FAX

40152 (株)鈴高工務店 438-0803 磐田市富丘787-1 0538-35-1831 0538-35-8679

引き落とし日 対象年月 振替会員数 9月の退会による振替対象外

9月15日（木） 令和4年10・11・12月 9月8日現在 9月7日（水）までに要連絡

とらいあんぐる磐田 夏季休暇のお知らせ

会費口座振替のお知らせ

振込スケジュール

 ７月～９月の
 「祝金・見舞金・弔慰金・補助金」 

下記チケットをご利用の方は余裕をもってお越しください
●TOHOシネマズパスポート ●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
●ナガシマスパーランド補助券 ●名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーククーポンコード
●ラグナシア補助券

価格：各券1枚
申込番号 会　　員 利用可能額
① 4,500円 5,050円
② 2,700円 3,030円

サンプルサンプル

価格：1枚
会　　員 一　　般
2,400円 3,000円

価格：S券1枚
会　　員 一　　般
8,000円 9,900円

磐田市民文化会館
“かたりあ”オープン記念

とらいあんぐる磐田特別価格です!!

新規入会事業所のお知らせ

8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15

土 日 通常 通常 通常 祝・休 通常 土 日 夏季
休暇
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