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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

○ C磐田市  

磐田市イメージキャラクター

事業数 335
会員数 5,121名

（2023年2月1日現在）

第160号
2023年3月

振込スケジュール
 3月～5月の「祝金・見舞金・弔慰金・補助金」

令和5年度のお祝い金対象者リスト（小・中学校入学、成人、２０歳、６０歳、７０歳、永年勤続）は
４月中旬頃、各事業所に1年分をまとめて発送します。今しばらくお待ちください

令和５年度の「祝金対象者リスト」の発送について

毎週火曜日　➡　第１・第３火曜日（祝日の場合は翌平日）に変更になりました
また併設のプールは令和３年８月２５日より休業しておりましたが廃止、解体が決定しました
会員の皆様にはご迷惑、ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程お願いいたします

「川根町温泉ふれあいの泉」の休館日が変更になりました

令和４年度も残り約１か月となりました。みなさんのお手元に配布している
個人用ガイドブック巻末の「施設利用券」・「ランチ補助券」の利用期限は
３月３１日までとなります。お早めにご利用ください。なお、令和５年４月から
利用いただける券(個人用ガイドブック)は３月末頃に配布予定です

令和４年度分 「施設利用券」・「ランチ補助券」の利用期限について

新規事業所がキャンペーン期間中の３月１日～３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

４月の入会者は入会金が無料となります

お茶のかねまつ
（とらいあんぐる磐田会員）

担当者を通じ「チケット等申込書①」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

２０２５年１２月３１日
１００セット（１会員①②のどちらか１セット）
3月7日火 １７：００
利用可能な店舗につきましてはWEBにて
確認ください。おつりはでません

数 量
有効期限

締切日

その他

締切日

斡旋数 ５００袋
（１会員A・Bの
計５袋まで）　　
3月7日火 １７：００
引渡しは５月中旬
予定です

その他

物資斡旋 ガソリンのギフト券
①１０,０００円分／②５,０００円分 

物資斡旋 パンパン♪新茶詰め放題とお手軽抹茶

ガソリンの他、軽油、灯油、洗車、オイル交換等にも
使用可能（店舗による）なガソリンスタンド専用の
商品券です
利用できる店舗は全国約７,０００店（2022年11月
現在）、ブランドを問わず利用することができます

お茶のかねまつは明治より100年以上に渡りお茶を作り続けて
います。畑管理・製造・販売を一貫して行い、特色のある品種茶・
紅茶・抹茶の栽培、製造に積極的に取り組んでいます

菊川文化会館アエル　大ホール
3０枚（１会員５枚まで）

3月19日日 １3：3０日 時
会 場

枚 数

チケット
斡旋 第７回　アエル高校生吹奏楽フェスティバル

引渡しは3/14～15頃ですその他締切日 3月6日月 １７：００

種　　類 会　員 一般価格 特　　　　　徴

新茶詰め放題
（約300g） 500円 1,000円

出来立ての新茶を重さは量らず、とに
かくパンパンに袋にお詰めしてお届
けします
【賞味期限】３ケ月（冷蔵庫保存）
※画像はイメージです
　袋は口を閉じた状態でお渡しします

抹　茶
（30ｇ） 200円 500円

磐田で作られた「いわた抹茶」です。
色も良く、抹茶初心者の方にも飲みや
すい、味わいのお抹茶です。市内複数
の菓子店様に使っていただいています
【賞味期限】10ケ月（冷蔵庫保存）

補助金の申請期限について

「施設利用券」の使用できる施設に関するおしらせ

新規入会事業所の
お知らせ

会費口座振替の
お知らせ

引き落とし日 対象年月 振替会員数 3月の退会による振替対象外

3月15日（水） 令和5年4・5・6月 3月8日現在 3月7日（火）までに要連絡

申請期間 振込予定日

2月1日～2月28日   3月20日（月）

3月1日～3月31日   4月20日（木）

4月1日～4月30日   5月19日（金）

補助金の種類 申請受付 その他

生活資金信用保証料補助 融資実行日より 令和5年3月31日(金)受領分
までが令和4年度分のカウン
トとなります。3月受付分の
給付は4月となります
郵送の場合も3月31日(金)
着分までが令和4年度分とな
ります

人間ドック等受診料補助 受診日より
宿泊補助 宿泊日より
文化教養講座受講料補助 講座終了日より
インフルエンザ予防接種補助 接種日より
旅行補助 旅行日より

価格：自由席1枚
会　　員 当　　日

400円 800円

事業所番号 事業所名 住　　所 電　　話 FAX

40155 株式会社アイエル 〒438-0805
 磐田市池田176-16

（0538）
　33-1020

（0538）
　33-1020

価格：1セット
券　　種 会　　員

①10,000円分 9,500円
②  5,000円分 4,700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

再募集

担当者を通じ「チケット等申込書②」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「チケット等申込書①」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

・チケット等の購入者（又は来場者）の氏名・電話番号を主催者に提出する場合があります
・開催されるコンサート・展覧会・イベント等を自主的に辞退した場合、チケット代金の返金はできません
・感染症予防対策として、座席の間隔が空いたり、前後での並びの席となる場合があります。予めご了承ください

生誕５０周年記念  ＴＨＥ 仮面ライダー展チケット
斡旋

『どうする家康』浜松大河ドラマ館入館券 ＆ ホテルコンルド浜松１８階
「浜名湖うなぎ元城亭」うな重お食事券

チケット
斡旋

枚 数

締切日

4月3日月～9月３０日土
【期間中の除外日】3/25～4/2（春休み期間） ・ 4/29～5/7(GW期間)

お食事の事前予約はできません
ドラマ館入館の有無による返金はありません
お食事券で昼食利用の場合はホテル駐車場が3時間無料となります

その他

３００枚（１会員4枚まで）
3月7日火 １７：００

三層構造  快適マスク【個包装 １箱５０枚入り】

計２００本／箱　（１会員組合せ自由計５まで） 3月8日水 １７：００数　量 締切日

１,０００箱（１会員５箱まで）
3月8日水 １７：００

使い捨てマスク
縦95mm×横175mm
(大人用普通サイズ)

数　量
締切日

商品内容
サイズ

従来の三層構造の機能は保持しながらも薄型で、呼吸がしやすいマスクです

掲載内容は2月10日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大状況により記載内容が変更、中止、延期となる場合があります

「仮面ライダー」史上最大級の展覧会！！

うな重お食事券はランチ、ディナーとも利用可能です
（事前予約はできません）

画像はイメージです

物資斡旋

安定型次亜塩素酸ナトリウム製剤 「ＮＥＷＬ（ニュウル）」
有効塩素濃度５００ｐｐｍ / 2００ｐｐｍ  

物資斡旋 新型コロナウイルス感染症対策商品 
新ラインナップ
200ppmも
追加しました!!

新ラインナップ
200ppmも
追加しました!!

締切日 3月7日火 １７：００

ハッピードリームサーカス 浜松公演チケット
斡旋

イオンモール浜松市野 南側大テント特設会場
浜松市東区中田町754-1 　053－469－0300
５００枚（１会員計５枚まで）
3月7日火 １７：００

3月18日土～5月29日月
【 定休日 】 水曜日
【公演時間】 月・火・木／１１：００～、１４：００　
　　　　　 土・日・祝／１０：００～、１３：００～、１５：３０

開催期間

会 場

枚 数

締切日
その他 お出かけ前にネットまたは電話で日時、座席の

指定が必要です　https://dreamcircus.jp/
大人＝高校生以上　こども＝３歳～中学生まで

静岡市清水文化会館マリナート
１階ギャラリー
２００枚（１会員計５枚まで）

3月25日土～5月7日日  ※４／１０（月)、１７（月)、２４（月）は休館
１０：００～１７：００
（入場は閉場の３０分前まで）

会 場

開催期間

時 間

枚 数

年齢制限 子ども券は3歳～小学生まで。２歳以下無料

画像はイメージです

画像はイメージです

B C

10L バロンボックス5L ポリタンク500ml
スプレーボトル

18mlカード型
【 家康 】

A

●ホテルコンコルド浜松 １８階「元城亭」
浜松市中区元城町１０９-１８　０５３-４８７-０９９０
【営業時間】 平　日　昼11：30～15：00（L.O14：30）／夜17：30～21：00（L.O20：30）
 　　　　　土日祝　昼11：00～15：00（L.O14：30）／夜17：00～20：00（L.O19：30）
●大河ドラマ館
浜松市中区元城町１０２-１ ０５３-４５７-２０２１(浜松市役所広報課)
【営業時間】 10：00～18：00（最終入場17：30）

会 場

利用期間

株式会社 ハイミクス （とらいあんぐる磐田会員）
〒４３８-０８３６ 磐田市長森１０５　TEL（０５３８）３１-８１１７／FAX（０５３８）３８-９３３７

「ＮＥＷＬ」「快適マスク」に
関するお問い合わせは

（厚生労働省・経済産業省・消費者庁のガイドラインに準拠）

18mlカード型
【 鷹匠 】

D E

価格：1箱（50枚入）
会　　員 一　　般

200円 440円

  価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日

大　人  BOX 2,400円 4,000円
こども  BOX 1,600円 3,000円
大　人  SS 2,100円 3,500円
こども  SS 1,300円 2,500円
SSファミリー（4名まで） 6,100円 なし

価格：１セット
会　　員 一　　般

4,000円 4,640円

価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日

大　人 1,000円 1,800円
子ども 　500円 1,000円

1.即除菌（次亜塩素酸ナトリウム）
2.除菌能力が長期間維持（未開封で約2年保存可能・
開封後は６ヶ月で消費してください）
3.引火性がないため安全に備蓄が可能
4.金属腐食が少ない
5.漂白性が少ない(※一般的な同濃度の次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液に比べて少ないことを確認しておりますが、全く
漂白性がないわけではありません)

6.洗浄能力があり、汚れを落とし、消臭効果もある　　
7.継続使用による抗菌作用
8.発がん性物質「トリハロメタン」「塩素ガス」を出さない
9.アルコールより手荒れしにくい
10.ノロウイルス・インフルエンザ・バルボウイルス・サルモネラ
菌・腸炎ビブリオ菌・黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌・緑膿菌
にも有効との研究成果あり

11.スプレーボトルは、すべて品質が長持ちする遮光タイプ
（※プッシュボトルタイプもあります※別売）

【注意】噴霧後、必ず拭き取りは行ってください

商品の特徴

申込記号 商　　品　　名 濃　度 会　　員 一般価格 そ　の　他
NEWL 18ml 
カード型スプレー【 鷹匠 】 500ppm 250円 350円 携帯に便利な名刺サイズ

贈り物にも!
イラストをお選びくださいNEWL 18ml 

カード型スプレー【 家康 】 500ppm 250円 350円

NEWL　500ml スプレーボトル
500ppm

700円 1,100円 ご家庭のあらゆる場所に
シュッシュッとらくらく200ppm

NEWL　5L ポリタンク
500ppm

3,700円 4,600円 詰替用500ml
スプレーボトル2本付き200ppm

NEWL　10L バロンボックス
500ppm

5,400円 6,430円 詰替用500ml
スプレーボトル3本付き200ppm

詰替用空スプレーボトル（500ml用） ̶ 250円 385円

昨年大好評！　
800箱

売れちゃいました
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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

再募集

担当者を通じ「チケット等申込書②」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「チケット等申込書①」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

・チケット等の購入者（又は来場者）の氏名・電話番号を主催者に提出する場合があります
・開催されるコンサート・展覧会・イベント等を自主的に辞退した場合、チケット代金の返金はできません
・感染症予防対策として、座席の間隔が空いたり、前後での並びの席となる場合があります。予めご了承ください

生誕５０周年記念  ＴＨＥ 仮面ライダー展チケット
斡旋

『どうする家康』浜松大河ドラマ館入館券 ＆ ホテルコンルド浜松１８階
「浜名湖うなぎ元城亭」うな重お食事券

チケット
斡旋

枚 数

締切日

4月3日月～9月３０日土
【期間中の除外日】3/25～4/2（春休み期間） ・ 4/29～5/7(GW期間)

お食事の事前予約はできません
ドラマ館入館の有無による返金はありません
お食事券で昼食利用の場合はホテル駐車場が3時間無料となります

その他

３００枚（１会員4枚まで）
3月7日火 １７：００

三層構造  快適マスク【個包装 １箱５０枚入り】

計２００本／箱　（１会員組合せ自由計５まで） 3月8日水 １７：００数　量 締切日

１,０００箱（１会員５箱まで）
3月8日水 １７：００

使い捨てマスク
縦95mm×横175mm
(大人用普通サイズ)

数　量
締切日

商品内容
サイズ

従来の三層構造の機能は保持しながらも薄型で、呼吸がしやすいマスクです

掲載内容は2月10日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大状況により記載内容が変更、中止、延期となる場合があります

「仮面ライダー」史上最大級の展覧会！！

うな重お食事券はランチ、ディナーとも利用可能です
（事前予約はできません）

画像はイメージです

物資斡旋

安定型次亜塩素酸ナトリウム製剤 「ＮＥＷＬ（ニュウル）」
有効塩素濃度５００ｐｐｍ / 2００ｐｐｍ  

物資斡旋 新型コロナウイルス感染症対策商品 
新ラインナップ
200ppmも
追加しました!!

新ラインナップ
200ppmも
追加しました!!

締切日 3月7日火 １７：００

ハッピードリームサーカス 浜松公演チケット
斡旋

イオンモール浜松市野 南側大テント特設会場
浜松市東区中田町754-1 　053－469－0300
５００枚（１会員計５枚まで）
3月7日火 １７：００

3月18日土～5月29日月
【 定休日 】 水曜日
【公演時間】 月・火・木／１１：００～、１４：００　
　　　　　 土・日・祝／１０：００～、１３：００～、１５：３０

開催期間

会 場

枚 数

締切日
その他 お出かけ前にネットまたは電話で日時、座席の

指定が必要です　https://dreamcircus.jp/
大人＝高校生以上　こども＝３歳～中学生まで

静岡市清水文化会館マリナート
１階ギャラリー
２００枚（１会員計５枚まで）

3月25日土～5月7日日  ※４／１０（月)、１７（月)、２４（月）は休館
１０：００～１７：００
（入場は閉場の３０分前まで）

会 場

開催期間

時 間

枚 数

年齢制限 子ども券は3歳～小学生まで。２歳以下無料

画像はイメージです

画像はイメージです

B C

10L バロンボックス5L ポリタンク500ml
スプレーボトル

18mlカード型
【 家康 】

A

●ホテルコンコルド浜松 １８階「元城亭」
浜松市中区元城町１０９-１８　０５３-４８７-０９９０
【営業時間】 平　日　昼11：30～15：00（L.O14：30）／夜17：30～21：00（L.O20：30）
 　　　　　土日祝　昼11：00～15：00（L.O14：30）／夜17：00～20：00（L.O19：30）
●大河ドラマ館
浜松市中区元城町１０２-１ ０５３-４５７-２０２１(浜松市役所広報課)
【営業時間】 10：00～18：00（最終入場17：30）

会 場

利用期間

株式会社 ハイミクス （とらいあんぐる磐田会員）
〒４３８-０８３６ 磐田市長森１０５　TEL（０５３８）３１-８１１７／FAX（０５３８）３８-９３３７

「ＮＥＷＬ」「快適マスク」に
関するお問い合わせは

（厚生労働省・経済産業省・消費者庁のガイドラインに準拠）

18mlカード型
【 鷹匠 】

D E

価格：1箱（50枚入）
会　　員 一　　般

200円 440円

  価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日

大　人  BOX 2,400円 4,000円
こども  BOX 1,600円 3,000円
大　人  SS 2,100円 3,500円
こども  SS 1,300円 2,500円
SSファミリー（4名まで） 6,100円 なし

価格：１セット
会　　員 一　　般

4,000円 4,640円

価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日

大　人 1,000円 1,800円
子ども 　500円 1,000円

1.即除菌（次亜塩素酸ナトリウム）
2.除菌能力が長期間維持（未開封で約2年保存可能・
開封後は６ヶ月で消費してください）
3.引火性がないため安全に備蓄が可能
4.金属腐食が少ない
5.漂白性が少ない(※一般的な同濃度の次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液に比べて少ないことを確認しておりますが、全く
漂白性がないわけではありません)

6.洗浄能力があり、汚れを落とし、消臭効果もある　　
7.継続使用による抗菌作用
8.発がん性物質「トリハロメタン」「塩素ガス」を出さない
9.アルコールより手荒れしにくい
10.ノロウイルス・インフルエンザ・バルボウイルス・サルモネラ
菌・腸炎ビブリオ菌・黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌・緑膿菌
にも有効との研究成果あり

11.スプレーボトルは、すべて品質が長持ちする遮光タイプ
（※プッシュボトルタイプもあります※別売）

【注意】噴霧後、必ず拭き取りは行ってください

商品の特徴

申込記号 商　　品　　名 濃　度 会　　員 一般価格 そ　の　他
NEWL 18ml 
カード型スプレー【 鷹匠 】 500ppm 250円 350円 携帯に便利な名刺サイズ

贈り物にも!
イラストをお選びくださいNEWL 18ml 

カード型スプレー【 家康 】 500ppm 250円 350円

NEWL　500ml スプレーボトル
500ppm

700円 1,100円 ご家庭のあらゆる場所に
シュッシュッとらくらく200ppm

NEWL　5L ポリタンク
500ppm

3,700円 4,600円 詰替用500ml
スプレーボトル2本付き200ppm

NEWL　10L バロンボックス
500ppm
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スプレーボトル3本付き200ppm
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昨年大好評！　
800箱

売れちゃいました
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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

(c)Hiromichi Nozawa

担当者を通じ「チケット等申込書①」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

アクトシティ浜松  中ホール
２０枚（１会員２枚まで）
3月7日火 １７：００

5月13日土 １4：0０日 時
会 場

枚 数
締切日

担当者を通じ「チケット等申込書①」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

チケット
斡旋 暴太郎戦隊ドンブラザーズ

ファイナルライブツアー２０２３ 

静岡市民文化会館  大ホール
各２０枚（１会員①・②・③の計４枚まで）
3月7日火 １７：００

5月14日日 
①１０：００　②１３：１５　③１６：３０

日 時

会 場
枚 数
締切日

その他

３歳以上有料
３歳未満膝上鑑賞無料
ただしお席が必要な場合は有料
子ども券は３歳～小学生まで

「ショパン VS リスト」 ピアノの巨人たちの肖像
金子三勇士　ピアノリサイタル

ネマニャ・ラドゥロヴィチ presents ドゥーブル・サンス
アクト・プレミアム・シリーズ 2023

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

4月9日日 １4：0０

アクトシティ浜松  中ホール
２０枚（１会員２枚まで）　
3月7日火 １７：００

4月25日火 １９：００日 時

会 場
枚 数

締切日

仲道郁代 ピアノ・リサイタルVol.7「劇場の世界」
The Road to 2027 プロジェクト in 浜松

※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

未就学児入場不可年齢制限

菊川文化会館アエル  大ホール
3０枚（１会員計５枚まで）　　

3月6日月 １７：００

純烈コンサート2023
なんてったってスーパー銭湯アイドル！

ディズニー・オン・クラシック 
夢とまほうの贈りもの202３

チケット
斡旋

チケット
斡旋

日 時

会 場

枚 数

5月24日水 ①１４：００　②１８：００　

未就学児入場不可年齢制限

アクトシティ浜松　大ホール
20枚（１会員２枚まで）
3月7日火 １７：００

6月11日日 １7：0０日 時

会 場
枚 数

締切日

未就学児入場不可年齢制限

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）

未就学児入場不可年齢制限

焼津文化会館　大ホール
２０枚（１会員２枚まで）

5月21日日 １5：0０日 時
会 場

枚 数

チケット
斡旋

最強！！ 歌まねジョイントライブ in 焼津 第２弾
ビューティーこくぶ × Mｒ.シャチホコ

未就学児入場不可年齢制限

年齢制限 未就学児入場不可

ミッキーマウスのデビュー作『蒸気船ウィリー』から、『白雪姫』、
『アラジン』、『塔の上のラプンツェル』、『アナと雪の女王』、最新作
『ミラベルと魔法だらけの家』まで、 選りすぐりのディズニー作品を
ぜいたくな“ガラコンサート”でお届けします

1部／ドンブラザーズ主役俳優による完全オリジナルストーリーのヒーローショー
2部／キャスト陣によるマル秘トークと豪華ミュージックライブ 
1公演2部構成　約90分（休憩時間１0分含む）

2022年「ものまね王座決定戦」優勝に見事返り咲いた「ビューティこくぶ」と、
しゃべりまねだけでなく歌まねも絶好調な「Mr.シャチホコ」
多彩なレパートリーをもつ２大巨頭がお届けする奇跡のジョイントライブ！！

2023年新メンバーでお届けする「スーパー銭湯アイドル」純烈
唯一無二のグループで今年も話題満載！
【予定曲】「君を奪い去りたい」、「君がそばにいるから」、
　　　　「プロポーズ」他

会 場

枚 数

締切日

日 時

いわたを
応援しよう！

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

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

●TEL ： ０５３８－３７－４５６６　●mail : triangle@iwat-fsc.jp

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケットチケット
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）
3月10日金 １７：００

利用施設

使用期限
枚 数 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）

その他

締切日

締切日 3月7日火 １７：００

締切日 3月7日火 １７：００

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,400円 1,900円

価格：指定席1枚
券　　種 会　　員 一　　般
大　人 2,800円 3,500円
高校生以下 1,000円 1,500円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

5,300円 6,000円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

3,500円 4,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

3,000円 3,900円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

8,000円 8,900円

価格：指定席１枚
会　　員 一　　般

3,500円 7,000円

©磐田市  

磐田市イメージキャラクター

価格：指定席1枚
券　　種 会　　員 一　　般

大　人 6,000円 6,500円
子ども 4,000円 4,500円

斡旋価格が
変更しました
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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

(c)Hiromichi Nozawa

担当者を通じ「チケット等申込書①」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
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ネマニャ・ラドゥロヴィチ presents ドゥーブル・サンス
アクト・プレミアム・シリーズ 2023

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

4月9日日 １4：0０

アクトシティ浜松  中ホール
２０枚（１会員２枚まで）　
3月7日火 １７：００

4月25日火 １９：００日 時

会 場
枚 数

締切日

仲道郁代 ピアノ・リサイタルVol.7「劇場の世界」
The Road to 2027 プロジェクト in 浜松
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ぜいたくな“ガラコンサート”でお届けします
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2部／キャスト陣によるマル秘トークと豪華ミュージックライブ 
1公演2部構成　約90分（休憩時間１0分含む）

2022年「ものまね王座決定戦」優勝に見事返り咲いた「ビューティこくぶ」と、
しゃべりまねだけでなく歌まねも絶好調な「Mr.シャチホコ」
多彩なレパートリーをもつ２大巨頭がお届けする奇跡のジョイントライブ！！

2023年新メンバーでお届けする「スーパー銭湯アイドル」純烈
唯一無二のグループで今年も話題満載！
【予定曲】「君を奪い去りたい」、「君がそばにいるから」、
　　　　「プロポーズ」他
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枚 数

締切日

日 時

いわたを
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©磐田市  

磐田市イメージキャラクター

価格：指定席1枚
券　　種 会　　員 一　　般

大　人 6,000円 6,500円
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斡旋価格が
変更しました
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っと
たいむ 推奨日帰りツアー

ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級ウォーキング初級 WEB割
500
WEB割
500

WEB割
500
WEB割
500

ウォーキング共通注意事項　■小人旅行料金は500円引き　■こまめな水分補給等をお願いしま
す　■雨天決行（雨具〈カッパ〉をご持参ください）　■天候等によりコース変更の場合があります　■グ
ループでお申し込みの際には、代表者のお名前でまとめてご予約・ご入金いただけますよう、お願いいたしま
す（別々のお名前での「同グループ」受け付けはできません）　■散策図による自由散策となります　■当日
の気象条件等により、滞在時間を変更し、帰着時刻が大幅に遅れる場合があります。予めご了承ください　
■歩きやすい履物でご参加ください　■各施設の入場料等は旅行代金に含まれません　■表示の歩数と
消費カロリーは当社スタッフが現地下見時に計測したものであり、個人差があります

私はこの約10年間、ノルディック・ウォーク（NW）愛好会を作り、公園内を歩くことを楽しんできました。しか
し、コロナ禍において、仲間が集って楽しく運動することや、参加者の安全を保障することが、難しい状況になっ
てしまいました。そこで私は、好きなNWを安全に楽しむために、大勢での団体活動から、少人数での活動へと、
やり方を変えることにしました。その結果、地域の魅力を再発見することにつながりました。

この遠州には、秘境と呼べるような素敵な場所がたくさんあります。獅
子ヶ鼻の八畳岩の上に立つと、緑の海に浮かぶ島にいるように感じられ
ます。小笠山の屏風岩の間に立つと、夏でも吐く息が白く、地底に潜った
ような気持ちになります。そして、昨夏6回も訪れた龍王権現の滝は、こち
らに比べ10℃も気温が低く、岩肌にはイワタバコが咲き乱れる別世界。
水辺に座り、マイナスイオンを浴びながら、神秘的で美しい滝を見ている
と、心も体も癒され、本当に龍が現れそうな気がします。
北は佐久間、東は御前崎、西は湖西。遠くまで行かずとも、車で１時間走

れば、山や海や湖などの素晴らしい自然に出会えます。私はこの遠州を巡
れば巡るほど、自分が元気になっていくのが分かりました。ちょうど1年前、
宮木恭子さんの著書「風水de巡る遠州」というガイドブックが発売され、歩
いたことのある場所がたくさん載っていたので、興味深く読んでみました。

薄々感じてはいましたが、やはりこの遠州という地域は、「人が生きていくのに大変恵まれた理想的な環境」で
あると書かれていました。風水の地形的にも、この磐田が中心だと知り、納得
しました。私は知らぬ間に、この遠州の良い気を受けて、整えられていたことに
気づいたのです。巻末では、静岡県立大の高木名誉教授も、「『ここに住んで
良かった』と思うことこそが、幸せの根本」であり、「この地は『最高の場所』と
思えばそうなる」と言っています。
また、自然の中へ出かけると、自分の五感が開かれ、感性が磨かれていく
のも感じました。富士山をはじめ、巨木や巨岩などの、荘厳で神 し々い自然の
姿を目の当たりにした時、思わず手を合わせたくなるこの気持ちは何だろう、
と思いました。その答えをくれたのが、磐田市出身の日本画家、森谷明子さ
んの著書「ジャポニスムふたたび」でした。「山川草木あらゆるものに神聖さ
を見出し畏敬の念をもって接する」のは、「日本人特有の文化」であると改め
て気づかされ、それは自然を崇拝する日本人の持つ心なのだと、深く理解す
ることができました。
自然は、人間の傷ついた心を癒してくれた

り、驕る心を戒めてくれたりする、有難い存在
です。どうぞ気づいた人からぜひ、この素晴ら
しい遠州の自然の中へ身を置き、深呼吸をし
てみて下さい。生きづらい世の中にあっても、
自然の気を取り込み、巡らせることで、生命力
がみなぎり、きっと心身共に健やかに過ごせ
ることと思います。
会員の皆様、１年間ありがとうございました。

気づいたこと
学研竜洋中島教室
せらぴー広場おりおん　相場肇美

 とらいあんぐる磐田 オリジナル
『おトク券１,０００円』はもうお使いですか？

小池酒店／スズキ販売イワタ／竜洋海洋公園オートキャンプ場／しおさい竜洋／竜洋昆虫自然観察公
園／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Ｓ
Ｓ・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／(有)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／いちご空中農園いわた　

おトク券が
利用できる店舗

とらいあんぐる磐田の斡旋チケット等のお支払いにもお使い
いただけます。利用有効期限は令和５年３月３１日です

1会員１年度につき１回3,000円の補助があります
（個人用ガイドブックをご覧ください）

バンビツアーコース №2215

浜松（10：35）ー自然薯料理 茶茶（昼食）ー鈴鹿の森庭園（しだれ
梅まつり観賞）ーなばなの里（イルミネーション ・ ライトアップ梅苑
見物）ー浜松（21：35頃） ※写真は全てイメージです

バンビツアー
コース
№3776

全15回（予定）　　　　　　富士山一周ウォーク
第12回 西湖いやしの里根場～本栖湖

3月11日土出発日 大人お一人様6,40０円 旅行代金

添乗員同行・ガイドなし静岡/日帰り ウォーキング距離 約11km

目安歩数 ： 約16,000歩
消費カロリー ： 約550kcal
※個人差があります

世界遺産

12,00０円 13,00０円 A旅行代金
小人 大人 旅行代金（おひとり様）

2,40０円 2,60０円 
9,60０円 10,40０円 

B全国旅行支援額
A ー  Bお支払い実額

3月2日木・7日火・9日木・10日金・13日月・14日火出発日

HPに記載の約款、取引条件説明書等の詳しい旅行
条件を事前によくご確認の上、お申込みください
●旅程管理／添乗員マークがあるコースは、添乗員が同行します。
その他のコースは添乗員が同行しませんが、当社にて旅程管理を致し
ます　●最少催行人員／コース毎の表示がない場合、最少催行人員
30人に満たない場合は中止させていただきます。この場合、原則と
して出発日の14日前（日帰りコースは4日前)までにご連絡致します
●予約取消料／くバスコース＞日帰りコースは出発日の10日前より、
泊りコースは14日前より取消料がかかります。＜航空機・列車利用コー
ス＞出発日の20日前より取消料がかかります。詳細はホームページ、
または窓口にお問合せください　●小人旅行代金／コース毎の表示
がない場合、大人旅行代金より、日帰り・1,000円、1泊・4,000円、2泊・
6,000円、3泊・8,000円引きです　●幼児バス座席料／コース毎の
表示がない場合、日帰り・1,000円、1泊・2,000円（以降1泊毎1,000
円追加）がかかります。※幼児は3歳未満とし、お一人で着席ができ、か
つシートベルトの装着もできることがご参加条件となります　●その
他／継続発表コースは、満席および催行中止となっている場合があり
ます。また、すでに満席の出発日は掲載を省路しております

お申込みに際してのお願い・ご案内

※小人は「3歳～小学生」となります　・「18歳未満」もしくは「高校生以下」の
お客様だけでの旅行参加の場合、全員分の親権者同意書が必要です　・幼児
の方は施設利用料等、別途料金がかかる場合がございます（当日現金払い）

 ・昼食は13：30頃からとなります
添乗員同行・ガイドなし三重/日帰り

昼食付昼食付

浜松（7：40）ー西湖いやしの里根場（スタート）…精進湖…
本栖湖（ゴール）ー浜松（18：05頃） ー ： バス　… ： 徒歩
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500
WEB割
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500

ウォーキング共通注意事項　■小人旅行料金は500円引き　■こまめな水分補給等をお願いしま
す　■雨天決行（雨具〈カッパ〉をご持参ください）　■天候等によりコース変更の場合があります　■グ
ループでお申し込みの際には、代表者のお名前でまとめてご予約・ご入金いただけますよう、お願いいたしま
す（別々のお名前での「同グループ」受け付けはできません）　■散策図による自由散策となります　■当日
の気象条件等により、滞在時間を変更し、帰着時刻が大幅に遅れる場合があります。予めご了承ください　
■歩きやすい履物でご参加ください　■各施設の入場料等は旅行代金に含まれません　■表示の歩数と
消費カロリーは当社スタッフが現地下見時に計測したものであり、個人差があります

私はこの約10年間、ノルディック・ウォーク（NW）愛好会を作り、公園内を歩くことを楽しんできました。しか
し、コロナ禍において、仲間が集って楽しく運動することや、参加者の安全を保障することが、難しい状況になっ
てしまいました。そこで私は、好きなNWを安全に楽しむために、大勢での団体活動から、少人数での活動へと、
やり方を変えることにしました。その結果、地域の魅力を再発見することにつながりました。

この遠州には、秘境と呼べるような素敵な場所がたくさんあります。獅
子ヶ鼻の八畳岩の上に立つと、緑の海に浮かぶ島にいるように感じられ
ます。小笠山の屏風岩の間に立つと、夏でも吐く息が白く、地底に潜った
ような気持ちになります。そして、昨夏6回も訪れた龍王権現の滝は、こち
らに比べ10℃も気温が低く、岩肌にはイワタバコが咲き乱れる別世界。
水辺に座り、マイナスイオンを浴びながら、神秘的で美しい滝を見ている
と、心も体も癒され、本当に龍が現れそうな気がします。
北は佐久間、東は御前崎、西は湖西。遠くまで行かずとも、車で１時間走

れば、山や海や湖などの素晴らしい自然に出会えます。私はこの遠州を巡
れば巡るほど、自分が元気になっていくのが分かりました。ちょうど1年前、
宮木恭子さんの著書「風水de巡る遠州」というガイドブックが発売され、歩
いたことのある場所がたくさん載っていたので、興味深く読んでみました。

薄々感じてはいましたが、やはりこの遠州という地域は、「人が生きていくのに大変恵まれた理想的な環境」で
あると書かれていました。風水の地形的にも、この磐田が中心だと知り、納得
しました。私は知らぬ間に、この遠州の良い気を受けて、整えられていたことに
気づいたのです。巻末では、静岡県立大の高木名誉教授も、「『ここに住んで
良かった』と思うことこそが、幸せの根本」であり、「この地は『最高の場所』と
思えばそうなる」と言っています。
また、自然の中へ出かけると、自分の五感が開かれ、感性が磨かれていく
のも感じました。富士山をはじめ、巨木や巨岩などの、荘厳で神 し々い自然の
姿を目の当たりにした時、思わず手を合わせたくなるこの気持ちは何だろう、
と思いました。その答えをくれたのが、磐田市出身の日本画家、森谷明子さ
んの著書「ジャポニスムふたたび」でした。「山川草木あらゆるものに神聖さ
を見出し畏敬の念をもって接する」のは、「日本人特有の文化」であると改め
て気づかされ、それは自然を崇拝する日本人の持つ心なのだと、深く理解す
ることができました。
自然は、人間の傷ついた心を癒してくれた

り、驕る心を戒めてくれたりする、有難い存在
です。どうぞ気づいた人からぜひ、この素晴ら
しい遠州の自然の中へ身を置き、深呼吸をし
てみて下さい。生きづらい世の中にあっても、
自然の気を取り込み、巡らせることで、生命力
がみなぎり、きっと心身共に健やかに過ごせ
ることと思います。
会員の皆様、１年間ありがとうございました。

気づいたこと
学研竜洋中島教室
せらぴー広場おりおん　相場肇美

 とらいあんぐる磐田 オリジナル
『おトク券１,０００円』はもうお使いですか？

小池酒店／スズキ販売イワタ／竜洋海洋公園オートキャンプ場／しおさい竜洋／竜洋昆虫自然観察公
園／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Ｓ
Ｓ・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／(有)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／いちご空中農園いわた　

おトク券が
利用できる店舗

とらいあんぐる磐田の斡旋チケット等のお支払いにもお使い
いただけます。利用有効期限は令和５年３月３１日です

1会員１年度につき１回3,000円の補助があります
（個人用ガイドブックをご覧ください）

バンビツアーコース №2215

浜松（10：35）ー自然薯料理 茶茶（昼食）ー鈴鹿の森庭園（しだれ
梅まつり観賞）ーなばなの里（イルミネーション ・ ライトアップ梅苑
見物）ー浜松（21：35頃） ※写真は全てイメージです

バンビツアー
コース
№3776

全15回（予定）　　　　　　富士山一周ウォーク
第12回 西湖いやしの里根場～本栖湖

3月11日土出発日 大人お一人様6,40０円 旅行代金

添乗員同行・ガイドなし静岡/日帰り ウォーキング距離 約11km

目安歩数 ： 約16,000歩
消費カロリー ： 約550kcal
※個人差があります

世界遺産

12,00０円 13,00０円 A旅行代金
小人 大人 旅行代金（おひとり様）

2,40０円 2,60０円 
9,60０円 10,40０円 

B全国旅行支援額
A ー  Bお支払い実額

3月2日木・7日火・9日木・10日金・13日月・14日火出発日

HPに記載の約款、取引条件説明書等の詳しい旅行
条件を事前によくご確認の上、お申込みください
●旅程管理／添乗員マークがあるコースは、添乗員が同行します。
その他のコースは添乗員が同行しませんが、当社にて旅程管理を致し
ます　●最少催行人員／コース毎の表示がない場合、最少催行人員
30人に満たない場合は中止させていただきます。この場合、原則と
して出発日の14日前（日帰りコースは4日前)までにご連絡致します
●予約取消料／くバスコース＞日帰りコースは出発日の10日前より、
泊りコースは14日前より取消料がかかります。＜航空機・列車利用コー
ス＞出発日の20日前より取消料がかかります。詳細はホームページ、
または窓口にお問合せください　●小人旅行代金／コース毎の表示
がない場合、大人旅行代金より、日帰り・1,000円、1泊・4,000円、2泊・
6,000円、3泊・8,000円引きです　●幼児バス座席料／コース毎の
表示がない場合、日帰り・1,000円、1泊・2,000円（以降1泊毎1,000
円追加）がかかります。※幼児は3歳未満とし、お一人で着席ができ、か
つシートベルトの装着もできることがご参加条件となります　●その
他／継続発表コースは、満席および催行中止となっている場合があり
ます。また、すでに満席の出発日は掲載を省路しております

お申込みに際してのお願い・ご案内

※小人は「3歳～小学生」となります　・「18歳未満」もしくは「高校生以下」の
お客様だけでの旅行参加の場合、全員分の親権者同意書が必要です　・幼児
の方は施設利用料等、別途料金がかかる場合がございます（当日現金払い）

 ・昼食は13：30頃からとなります
添乗員同行・ガイドなし三重/日帰り

昼食付昼食付

浜松（7：40）ー西湖いやしの里根場（スタート）…精進湖…
本栖湖（ゴール）ー浜松（18：05頃） ー ： バス　… ： 徒歩
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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

○ C磐田市  

磐田市イメージキャラクター

事業数 335
会員数 5,121名

（2023年2月1日現在）
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振込スケジュール
 3月～5月の「祝金・見舞金・弔慰金・補助金」

令和5年度のお祝い金対象者リスト（小・中学校入学、成人、２０歳、６０歳、７０歳、永年勤続）は
４月中旬頃、各事業所に1年分をまとめて発送します。今しばらくお待ちください

令和５年度の「祝金対象者リスト」の発送について

毎週火曜日　➡　第１・第３火曜日（祝日の場合は翌平日）に変更になりました
また併設のプールは令和３年８月２５日より休業しておりましたが廃止、解体が決定しました
会員の皆様にはご迷惑、ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程お願いいたします

「川根町温泉ふれあいの泉」の休館日が変更になりました

令和４年度も残り約１か月となりました。みなさんのお手元に配布している
個人用ガイドブック巻末の「施設利用券」・「ランチ補助券」の利用期限は
３月３１日までとなります。お早めにご利用ください。なお、令和５年４月から
利用いただける券(個人用ガイドブック)は３月末頃に配布予定です

令和４年度分 「施設利用券」・「ランチ補助券」の利用期限について

新規事業所がキャンペーン期間中の３月１日～３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

４月の入会者は入会金が無料となります

お茶のかねまつ
（とらいあんぐる磐田会員）

担当者を通じ「チケット等申込書①」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

２０２５年１２月３１日
１００セット（１会員①②のどちらか１セット）
3月7日火 １７：００
利用可能な店舗につきましてはWEBにて
確認ください。おつりはでません

数 量
有効期限

締切日

その他

締切日

斡旋数 ５００袋
（１会員A・Bの
計５袋まで）　　
3月7日火 １７：００
引渡しは５月中旬
予定です

その他

物資斡旋 ガソリンのギフト券
①１０,０００円分／②５,０００円分 

物資斡旋 パンパン♪新茶詰め放題とお手軽抹茶

ガソリンの他、軽油、灯油、洗車、オイル交換等にも
使用可能（店舗による）なガソリンスタンド専用の
商品券です
利用できる店舗は全国約７,０００店（2022年11月
現在）、ブランドを問わず利用することができます

お茶のかねまつは明治より100年以上に渡りお茶を作り続けて
います。畑管理・製造・販売を一貫して行い、特色のある品種茶・
紅茶・抹茶の栽培、製造に積極的に取り組んでいます

菊川文化会館アエル　大ホール
3０枚（１会員５枚まで）

3月19日日 １3：3０日 時
会 場

枚 数

チケット
斡旋 第７回　アエル高校生吹奏楽フェスティバル

引渡しは3/14～15頃ですその他締切日 3月6日月 １７：００

種　　類 会　員 一般価格 特　　　　　徴

新茶詰め放題
（約300g） 500円 1,000円

出来立ての新茶を重さは量らず、とに
かくパンパンに袋にお詰めしてお届
けします
【賞味期限】３ケ月（冷蔵庫保存）
※画像はイメージです
　袋は口を閉じた状態でお渡しします

抹　茶
（30ｇ） 200円 500円

磐田で作られた「いわた抹茶」です。
色も良く、抹茶初心者の方にも飲みや
すい、味わいのお抹茶です。市内複数
の菓子店様に使っていただいています
【賞味期限】10ケ月（冷蔵庫保存）

補助金の申請期限について

「施設利用券」の使用できる施設に関するおしらせ

新規入会事業所の
お知らせ

会費口座振替の
お知らせ

引き落とし日 対象年月 振替会員数 3月の退会による振替対象外

3月15日（水） 令和5年4・5・6月 3月8日現在 3月7日（火）までに要連絡

申請期間 振込予定日

2月1日～2月28日   3月20日（月）

3月1日～3月31日   4月20日（木）

4月1日～4月30日   5月19日（金）

補助金の種類 申請受付 その他

生活資金信用保証料補助 融資実行日より 令和5年3月31日(金)受領分
までが令和4年度分のカウン
トとなります。3月受付分の
給付は4月となります
郵送の場合も3月31日(金)
着分までが令和4年度分とな
ります

人間ドック等受診料補助 受診日より
宿泊補助 宿泊日より
文化教養講座受講料補助 講座終了日より
インフルエンザ予防接種補助 接種日より
旅行補助 旅行日より

価格：自由席1枚
会　　員 当　　日

400円 800円

事業所番号 事業所名 住　　所 電　　話 FAX

40155 株式会社アイエル 〒438-0805
 磐田市池田176-16

（0538）
　33-1020

（0538）
　33-1020

価格：1セット
券　　種 会　　員

①10,000円分 9,500円
②  5,000円分 4,700円
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