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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

新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、消費者の移動・外出自粛、イベント等の延期・
中止による個人消費の機会の減少、また、飲食店の休業、時短営業など、皆さんの事業所でも
さまざまな影響を受け、ご苦労が続いていることと存じます。「うちの会社・お店を掲載して宣
伝してほしい！」「うちの商品を販売してほしい！」等ご希望がありましたら、事業所支援として、
無料で会報誌等に掲載します。掲載にあたり、一定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

とらいあんぐる磐田の会報誌等にて
事業所の広告掲載、または商品を販売してみませんか？

遠鉄バンビツアーがバスツアーを再開しています。ツアー代金 6,０００円以上の日帰り
旅行に参加した場合、とらいあんぐる磐田の「日帰り旅行補助」が利用いただけます。
会報誌等にて「推奨ツアー」のお知らせを再開する予定ですが、当面の間「遠鉄バンビ
ツアーホームページ」にてご確認ください

「日帰り旅行補助」を利用ください！

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント、コンサートの中止、延期等が決定した場合や、
施設の休業等が発生した場合、情報が入り次第「とらいあんぐる磐田」のホームページにてお知らせ
をしています。ぜひ定期的にご覧ください　　　　　　

とらいあんぐる磐田のホームページをご覧ください！
ご覧
ください！

お知らせ

チケット
斡旋

とよおか採れたて元気むら・豊文堂・南洋社MIC・花福・藤美・壽・
第一商事 磐田中央町SS・鳥之瀬SS・グリーンスポーツ・ひょうきんや・
HASEBER・天宏・魚万・ダスキンイワタ・井口製菓・喜多八・LIFE 
STYLE SHOP ichirin・元町珈琲磐田見付の離れ・茶間亭・潤・磐田市
観光協会・鳥善・新角寿し・らーめん宗谷・磐田グランドホテルアピタ店 他

ランチ補助券の使えるお店では、おトク券の併用も可能です
夜の食事、テイクアウトでも利用できます

①とらいあんぐる磐田が募集したチケット、
物資の購入代金の支払いに利用できます
②協力店にて商品購入、サービス利用、
食事利用などの支払い代金として利用で
きます

注意事項 ： 支払い代金の合計が1,000円以上
の場合に利用可能です。1,000円以下の場合
は利用できません。（おつりはでません）

「おトク券」は…

画像はすべてイメージです

コロナ禍緊急経済対策事業
地元いわたを元気にしよう！

９月１日時点での会員全員に 無料配布します

とらいあんぐる磐田 
オリジナル金券 『おトク券１,０００円』を

大井川鐡道 「門出駅」直結   KADODE OOIGAWA
SLが真横を走るビュッフェレストラン！ 

●利用日の前日までに予約してから
　お出かけください

●４～１２歳はこのランチチケット１枚につき２名まで利用可能、
３歳以下無料です
●中学生以上は大人料金です
●チケットの払い戻しはできません。またおつりはでません

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

事業数 336
会員数 5,150名

（2022年8月1日現在）

第157号
2022年9月

５００枚（１会員３枚まで） 　　　　
９月７日水 １７：００

枚 数
締切日

その他

お知らせ

ＬＵＮＣＨ ＭＥＮＵ 地元野菜を中心としたビュッフェ ＋ デザート ＋ フリードリンク(９０分制)

令和４年１０月１日土～令和５年９月３０日土の１年間有効  ※期間の延長はありません
■２部制   ①１１：００～（９０分）　②１３：００～（９０分）

利用期間

農家レストラン Ｄａ Ｍｏｎｄｅ（ダ モンデ）
【住　所】 島田市竹下６２番地
【 T E L 】 ０５４７－３９－４０７３
【営業時間】 月～日・祝日 ランチ１１：００～１５：３０
     （最終受付１４：００）
【定 休 日】 第二火曜日

会 場

農家レストラン  Da Mondeランチチケット
ダ モンデ

0120－920－473
（前日17：00迄）

「ぐるなび」
から予約電話

予約
ネット
予約

申請期間 振込予定日

  9月1日～  9月30日 10月20日（木）

10月1日～10月31日 11月18日（金）

11月1日～11月30日 12月20日（火）

会費口座振替のお知らせ

振込スケジュール

 10月～12月の
「祝金・見舞金・弔慰金・補助金」 

新規入会事業所のお知らせ

利用期間

©磐田市  

磐田市イメージキャラクター

TEL ： ０５３８－３７－４５６６

　　掲載の内容は８月１５日時点の情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容が変更・中止になる場合があります

事業所番号 事業所名 郵便番号 住　　所 電　　話 FAX

10319 新角寿し 438-0078 磐田市中泉2403-2 0538-32-2991 0538-34-2991

30098 HASEBAR 438-0234 磐田市掛塚1412 090-7435-7796 －

40153 ケーキのグリム 438-0834 磐田市森下95 0538-34-5551 0538-34-5551

引落日 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日現在数 9月7日（水）までに要連絡

2022年7月末現在の 協力店

令和４年９月1日木～令和５年３月３１日金まで

価格：1枚（中学生以上）
会　　員 一　　般
1,800円 2,200～2,530円
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イベント

物資斡旋
イザメシ・７年保存水

この商品は事業所またはご自宅等、ご希望の
お届け先に直接お届けします（宅配便）
※配達日時の指定は出来ません

３００セット（１会員A～Cの計３セットまで）
９月８日木 １７：００
価格は送料込みです
イザメシ・７年保存水専用申込書に届け先住所、名前、
連絡先電話番号等を必ず記入してください
商品のお届けは9月下旬～１０月上旬予定です

数　量
締切日

その他

担当者を通じ「この申込書」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

担当者を通じ「イザメシ・７年保存水 申込書」・「チケット等申込書」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

フットサルコート「DANNY（ダニー）」有玉コート
浜松市東区有玉南町１９９８－１

10月30日日 ９：４０集合 １０：００開始 

フットサル大会 
日 時

会 場

その他 新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、出場メンバー以外の来場はお
断りします
参加に関する注意事項等は別途申込
チームにお知らせします

チームの半数以上を会員で構成、常時３人の会員の出場が参加
の条件です
＊チーム参加料、参加賞、審判費用、会場代、保険代
　会員数５０人以上の事業所は、２チームまでの参加が可能
　他の事業所との合同チームでも参加できます

申込方法

参加条件

とらいあんぐる磐田までTELください
受付後「参加申込書」をお送りします

２チーム（わーくん浜松と合同で１０チーム）　

定員に達すると締切日前でも受付終了となります。締切日
以降のキャンセルにつきましては、キャンセル料が必要です

９月15日木 １７：００締切日

チケット
斡旋

①１２枚  ②１０枚  計２２枚（１会員①②の計２枚まで）
９月７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2時間55分（途中休憩含む）

枚 数
締切日
その他

劇団四季ミュージカル 
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

再募集

定 員

締切日

お渡し

申込方法 この申込書をＦＡＸください。事業所単位では何度でも受付しますが、１会員は１回のＦＡＸでお願いします　
９月８日木 １７：００
個人別に梱包し、１０月上旬に事業所単位でお渡し予定です。一部納品の遅れる商品が出る場合があります

防災用品 案内兼申込書
物資斡旋 物資斡旋９月１日は防災の日です

この機会に備蓄物の賞味期限確認、電池の点検等々、
行いましょう

もしもの「備え」は十分ですか？ 

サニタクリーン
簡単トイレセット【3枚入】

サニタクリーン
簡単トイレ【20枚入】

アテント
長時間
さらさらパンツ
男女兼用

アルファ米 100g（1食分）
⑦白飯
⑧アレルギー対応 五目ごはん
⑨きのこごはん

安全キャンドル
●燃焼時間／約8時間
●高さ／180mm
補給用ろうペレット100g
ピンセット1本　替芯付

非常用給水袋4リットル
（注ぎ口付き）1枚
③

新・食・缶ベーカリー
缶入りソフトパン
（1缶100g）
⑩黒糖
⑪プレーンEggフリー
　（卵不使用）
●賞味期限／5年

撮影：阿部章仁

① ②

④

⑥

⑫

●材　質／
　ポリプロピレン　ガラス繊維
●サイズ／
　約96×100×厚0.17mm

不動王
キャビネット・ロッカー連結用

⑤さすだけ充電ラジオライト2
スマートフォン・携帯電話 充電機能付き
●サイズ／160×77×高70mm
●重　量／約292g
●付属品／充電用USBケーブル1本、
　　　　　吊り下げひも1本

●賞味期限／
　5年（スプーン付き）
●湯または水の必要量／
　160㎖（100gあたり）

●M～Lサイズ
●20枚入り

⑩ ⑪

⑨⑧⑦

【アレルゲン・28品目中】不使用

申込記号

C

【アレルゲン・28品目中】
卵、小麦、牛肉、さけ、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、ごま

A
イザメシ12缶セット
●ごはん ： 3種 × 2個
●おかず ： 6種 × 1個

イザメシ24缶セット
●12缶セット × 2セット

申込記号

B申込記号

参加費 1チーム
（5～10人）

会　　員 一　　般

5,000円 12,500円
申込番号 商　　品　　名 一般価格（税込） 会　　員 1会員上限数 申込数 金　額
① サニタクリーン・簡単トイレセット【3枚入】 913円 450円 5 円
② サニタクリーン・簡単トイレ【20枚入】 3,300円 2,100円 5 円
③ 非常用給水袋4リットル（注ぎ口付き）1枚 1,078円 500円 5 円
④ 不動王　キャビネット・ロッカー連結用 2,420円 1,250円 3 円
⑤ さすだけ充電ラジオライト2 4,928円 3,000円 2 円
⑥ アテント長時間さらさらパンツ男女兼用（M～L）20枚入り 2,513円 1,800円 3 円
⑦ アルファ米【白飯】100g（1食分） 302円 170円 制限なし 円
⑧ アルファ米【アレルギー対応五目ごはん】100g（1食分） 367円 220円 制限なし 円
⑨ アルファ米【きのこごはん】100g（1食分） 367円 220円 制限なし 円
○10 新・食・缶ベーカリー  缶入りソフトパン【黒糖】　 572円 250円 制限なし 円
○11 新・食・缶ベーカリー  缶入りソフトパン【プレーン（卵不使用）】 572円 250円 制限なし 円
○12 安全キャンドル　 3,300円 1,700円 3 円
○13 防水シート 3,300円 1,900円 3 円

事業所名 合計金額 円

会員番号 申込者名

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

送料込み価格：１箱
申込記号 商　品　名 会　　員 一　　般

A イザメシ 12缶セット 4,600円   5,400円
B イザメシ 24缶セット 9,500円 10,010円
C ７年保存水 500ml×24本 3,000円   3,888円

防水シート
●材　質／ポリエチレン
●サイズ／3,600×5,400mm

⑬
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浜コン入賞者が贈る 
2台ピアノの世界

チケット
斡旋

アクトシティ浜松 中ホール
２０枚（１会員２枚まで）
９月７日水 １７：００

12月18日日　１４：００開演日 時

会 場

枚 数

締切日

浜名湖舘山寺ベイガーデン横 特設会場
各２０枚（１会員計２枚まで）
９月７日水 １７：００
上演中の入退場不可

１０月２９日土～１１月３日木㊗
各日１７：４５／１９：００／２０：１５

日 時

会 場

枚 数

締切日

新型コロナウイルス感染諸対策の一環として、チケット購入時のお客様のお名前・ご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。予めご了承ください

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

12月14日水　①１２：００ ②１６：００
焼津文化会館　大ホール

チケット
斡旋 梅沢富美男＆研ナオコ  「アッ」とおどろく夢芝居

日 時

会 場

枚 数

締切日
２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
９月７日水 １７：００

チケット
斡旋

静岡エコパアリーナ
２０枚（１会員２枚まで）　

９月７日水 １７：００

12月18日日　１7：００開演

Yakuｌt  presents
25th Anniversary MISIA THE GREAT HOPE

日 時

会 場

枚 数

締切日 その他 ３歳以上チケット必要

チケット
斡旋

アクトシティ浜松  中ホール
２０枚（１会員２枚まで）　
９月７日水 １７：００

11月23日水㊗　１4：００開演

横坂　源
チェロ・リサイタル 2022

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他 未就学児入場不可

チケット
斡旋

浜松市浜北文化センター 大ホール
各日２０枚（１会員計２枚まで）
９月７日水 １７：００

三部作 日替わり連続上演
「世襲戦隊カゾクマンⅠ～Ⅲ」シリーズ

日 時

会 場
枚 数
締切日

その他 未就学児入場不可

未就学児入場不可
シニア券は６５歳以上の方です。シニア券は
入場時に身分証明書の確認があります

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

静岡市民文化会館  大ホール
２０枚（1会員2枚まで）

９月７日水 １７：００

松山千春　コンサートツアー2022

 「ペール・ギュント」 宮城聰演出、 イプセン作
SPAC ー 静岡県舞台芸術センター 磐田特別公演 

11月25日金 １９：００(第一話)
11月26日土 １４：００(第二話)
11月27日日 １４：００(第三話)

一万石の殿様が長屋の娘に片思い！？生きるか死ぬかで大騒ぎ！
劇場を笑いの渦に巻き込む、「山田洋次×前進座」による舞台最新作！

片田舎を飛び出したペール・ギュントは世界中を駆け巡る
「すごろく」をモチーフにした舞台美術にも注目です

山田洋次監修・前進座 『 一万石の恋 』

チケット
斡旋

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

日 時

会 場

枚 数

締切日

10月２1日金 １８：3０開演

10月14日金 １８：3０開演

菊川文化会館アエル 大ホール
20枚（１会員２枚まで）
９月７日水 １７：００

10月23日日 １4：0０開演日 時

会 場
枚 数

締切日

Grandscape浜名湖@舘山寺

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）

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

９月７日水 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、左記近隣の３施設では対応できます）

締切日
その他

(c)Photo Marco Borggreve
(c)Takashi Okamoto

未就学児入場不可その他

※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

お渡しするチケットに印刷
されたQRコードからネット
に接続して、希望の公演日
時と座席をご自分で選んで
いただきます
入場券がメールで発券され
るシステムです

未就学児入場不可
　

その他

未就学児入場不可その他

磐田市民文化会館 かたりあ
20枚（１会員２枚まで）
９月７日水 １７：００

その他

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

11,700円 12,500円

価格：指定席1枚
券　　種 会　　員 一　　般

1日券    5,400円   6,000円
3日間通し券 12,000円 13,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般
3,400円 4,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

価格：指定席1枚
券　　種 会　　員 一　　般

大　　   人 3,000円 3,800円
高校生以下    500円 1,000円

価格：自由席1枚
券　　種 会　　員 当　　日

大　　   人 4,000円 5,500円
高校生以下 1,300円 2,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

3,700円 4,500円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

2,500円 3,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

8,100円 8,800円

価格：指定券1枚
申込番号 券種 会　　員 通　常

①
12:00

一　般 5,400円 6,500円
シニア 4,900円 5,500円

②
16:00

一般 4,900円 6,500円
シニア 4,400円 5,500円
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私はヨガを始めて、約２０年になります。出会ったのは、小学生の頃で、当時の連載漫画にヨガが扱われ、昼
休みの教室の片隅で、ポーズをまねて、こっそり友人に教えていました。
若い頃の私は、運動と言えば、バスケットやエアロビ、ジャズダンスと激しい動きが好きでした。しかし、出産
後にぎっくり腰をしてしまい、運動するたびに痛みがありました。そんな時に市民講座のヨガ体験に参加したの
がきっかけでした。
先生は70代でしたが、生き生きとされていて、ポーズはもちろん、お話が毎回魅力的でした。一番驚いたの

は、40代で大病をした時にヨガと出会い、それから30年医者いらずということ、まだなお現役で仕事をされて
いるということでした。私は数回参加しただけで、体も心もすっきりするのが分かりました。自分の体に自信が
持てなくなっていた私は、このヨガが今の自分に合うこと、そしてこれこそが生涯体育だと直感しました。
ヨガの効能は、それだけではありませんでした。先生はポーズよりも呼吸の大切さを説いていたので、知らず
知らずのうちに自分の呼吸法が変わり、気がつくと、あんなにひどかった腰痛や花粉症、咳喘息まで治ってい
ました。そして、イライラしていた子育てもすっかり楽しめるようになってきたことには驚きました。「ヨガは哲学を
持った健康法である」と先生がおっしゃっていた言葉の意味を、私は体験を通して実感していったのです。
ちょうど呼吸の素晴らしさに気づき始めた頃、手にした本が齋藤孝
さんの「呼吸入門」でした。古本なのに背表紙が光って見えました。
「息」は自分の心と書きます。齋藤さんも本の中で「呼吸という精妙な
生命の働きの不思議さに心打たれ、自分の息を見つめ直すこと」が、
呼吸入門であると締めくくっています。今では、この本は私のバイブル
となっています。
そして何と言っても、ヨガによって命拾いをした、この経験に勝るも
のはないと思います。7年前、私はヨガの最中に、胸に異物を感じ、心
がざわつき始めました。もちろん、検診の所見があったからこそ、その
部位に意識が向いていたと思います。ですが、「ほぼ良性のため心配
はありませんが、年に一度検診を受けましょう」という言葉を鵜吞みに
していたら、手遅れか治療に時間がかかったかもしれません。また、久
しぶりに会った友人から、乳がんの手術を受けたばかりだと告白をさ
れ、話を聞く機会もありました。後から考えると、あのタイミングで聞いたのは、友人を介して大事なメッセージ
を聞かされた、という気がしています。そして何より、ヨガで自分の体と向き合うことをしていたからこそ、ちょっ
とした体の異変に気付きやすくなっていたと思います。また、誰にでも備わっている第六感が働き、必要なメッ
セージを受け取りやすくなっていたのかもしれません。
先生が言っていた「ヨガはやさしい整体であり、主治医は自分」今その言葉は、自分の病気を通して、ますます
確かなものになっています。

ヨガのこと
病気のこと  ～前編～
学研竜洋中島教室
せらぴー広場おりおん　相場肇美

●FUJIYAMA netクラブは、ご登録いただいた団体様限定で特別優待内容をご利用いただけます。
●そのため、貴団体に所属する個人・組織以外（第三者）に、FUJIYAMA netクラブの【URL・ID・パスワード】は開示しないでください。
また、転売目的の購入は禁止です。

●上記に該当するご利用を発覚した場合には、即時に利用停止・休止等の対応を図らせていただきます。

Webサイトにアクセスするためには
ID・パスワードが必要です
ID・パスワードは各事業所の担当者さんに
ご確認ください

❶貴団体専用Webサイトにアクセス
アクセス時には、I D・パスワードが必要です。
❷会員登録後、Webサイトで予約・決済
クレジットまたはコンビニ決済が可能です。ご利用日指定の
商品については、利用日前日の18：00までは変更できます。
（当日キャンセルは不可）

❸利用券（QRチケット等）を準備
会員マイページに、利用日の13日前から表示されます。
※会員ページには通常のWeb環境でアクセスできます。
　（貴団体イントラからアクセスする必要無し）
❹ 【利用当日】 施設窓口で利用券をご提示ください
チケット売り場に並ばず直接入園口又はチケット窓口へお越しください

入園！ ご利用！

とらいあんぐる磐田 の皆さまは

をご利用いただけます！！

注意事項

ご利用の
流れ

こちらから
専用Webサイトへ
アクセスして
ください

パスポート購入に必要な団体契約番号、
パスワードは、各事業所の担当者さんに
ご確認ください
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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

新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、消費者の移動・外出自粛、イベント等の延期・
中止による個人消費の機会の減少、また、飲食店の休業、時短営業など、皆さんの事業所でも
さまざまな影響を受け、ご苦労が続いていることと存じます。「うちの会社・お店を掲載して宣
伝してほしい！」「うちの商品を販売してほしい！」等ご希望がありましたら、事業所支援として、
無料で会報誌等に掲載します。掲載にあたり、一定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

とらいあんぐる磐田の会報誌等にて
事業所の広告掲載、または商品を販売してみませんか？

遠鉄バンビツアーがバスツアーを再開しています。ツアー代金 6,０００円以上の日帰り
旅行に参加した場合、とらいあんぐる磐田の「日帰り旅行補助」が利用いただけます。
会報誌等にて「推奨ツアー」のお知らせを再開する予定ですが、当面の間「遠鉄バンビ
ツアーホームページ」にてご確認ください

「日帰り旅行補助」を利用ください！

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント、コンサートの中止、延期等が決定した場合や、
施設の休業等が発生した場合、情報が入り次第「とらいあんぐる磐田」のホームページにてお知らせ
をしています。ぜひ定期的にご覧ください　　　　　　

とらいあんぐる磐田のホームページをご覧ください！
ご覧
ください！

お知らせ

チケット
斡旋

とよおか採れたて元気むら・豊文堂・南洋社MIC・花福・藤美・壽・
第一商事 磐田中央町SS・鳥之瀬SS・グリーンスポーツ・ひょうきんや・
HASEBER・天宏・魚万・ダスキンイワタ・井口製菓・喜多八・LIFE 
STYLE SHOP ichirin・元町珈琲磐田見付の離れ・茶間亭・潤・磐田市
観光協会・鳥善・新角寿し・らーめん宗谷・磐田グランドホテルアピタ店 他

ランチ補助券の使えるお店では、おトク券の併用も可能です
夜の食事、テイクアウトでも利用できます

①とらいあんぐる磐田が募集したチケット、
物資の購入代金の支払いに利用できます
②協力店にて商品購入、サービス利用、
食事利用などの支払い代金として利用で
きます

注意事項 ： 支払い代金の合計が1,000円以上
の場合に利用可能です。1,000円以下の場合
は利用できません。（おつりはでません）

「おトク券」は…

画像はすべてイメージです

コロナ禍緊急経済対策事業
地元いわたを元気にしよう！

９月１日時点での会員全員に 無料配布します

とらいあんぐる磐田 
オリジナル金券 『おトク券１,０００円』を

大井川鐡道 「門出駅」直結   KADODE OOIGAWA
SLが真横を走るビュッフェレストラン！ 

●利用日の前日までに予約してから
　お出かけください

●４～１２歳はこのランチチケット１枚につき２名まで利用可能、
３歳以下無料です
●中学生以上は大人料金です
●チケットの払い戻しはできません。またおつりはでません

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

事業数 336
会員数 5,150名

（2022年8月1日現在）

第157号
2022年9月

５００枚（１会員３枚まで） 　　　　
９月７日水 １７：００

枚 数
締切日

その他

お知らせ

ＬＵＮＣＨ ＭＥＮＵ 地元野菜を中心としたビュッフェ ＋ デザート ＋ フリードリンク(９０分制)

令和４年１０月１日土～令和５年９月３０日土の１年間有効  ※期間の延長はありません
■２部制   ①１１：００～（９０分）　②１３：００～（９０分）

利用期間

農家レストラン Ｄａ Ｍｏｎｄｅ（ダ モンデ）
【住　所】 島田市竹下６２番地
【 T E L 】 ０５４７－３９－４０７３
【営業時間】 月～日・祝日 ランチ１１：００～１５：３０
     （最終受付１４：００）
【定 休 日】 第二火曜日

会 場

農家レストラン  Da Mondeランチチケット
ダ モンデ

0120－920－473
（前日17：00迄）

「ぐるなび」
から予約電話

予約
ネット
予約

申請期間 振込予定日

  9月1日～  9月30日 10月20日（木）

10月1日～10月31日 11月18日（金）

11月1日～11月30日 12月20日（火）

会費口座振替のお知らせ

振込スケジュール

 10月～12月の
「祝金・見舞金・弔慰金・補助金」 

新規入会事業所のお知らせ

利用期間

©磐田市  

磐田市イメージキャラクター

TEL ： ０５３８－３７－４５６６

　　掲載の内容は８月１５日時点の情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容が変更・中止になる場合があります

事業所番号 事業所名 郵便番号 住　　所 電　　話 FAX

10319 新角寿し 438-0078 磐田市中泉2403-2 0538-32-2991 0538-34-2991

30098 HASEBAR 438-0234 磐田市掛塚1412 090-7435-7796 －

40153 ケーキのグリム 438-0834 磐田市森下95 0538-34-5551 0538-34-5551

引落日 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日現在数 9月7日（水）までに要連絡

2022年7月末現在の 協力店

令和４年９月1日木～令和５年３月３１日金まで

価格：1枚（中学生以上）
会　　員 一　　般
1,800円 2,200～2,530円
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