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会報

“こども商品券”の加盟店で、おもちゃ屋さんや
写真スタジオ、遊園地や水族館などの入場券に
もご利用いただけます。 ※各商品の申込は会員一人につき、２セットまでです。

※申込多数の場合は抽選となります。
　当選者のみに連絡いたします。
※当選後のキャンセル、応募情報の変更はできません。
※こちらは購入企画です。当選の場合購入が必要です。
　購入・受け取りが可能な方のみご応募ください。
※ご購入後の払い戻しはできません。
※ご購入は、会員証持参のうえ、事務局で販売いたし
ます。

※斡旋販売は会員皆様からの会費により助成させて
いただいています。会員対象の助成販売であり、
　割引ではございません。

こども商品券こども商品券

加盟店マーク
このステッカーが
目印です

斡旋料金

2,000円
1セット

※500円×5枚
2,500円分

取扱い数

20セット
限定

１会員
２セットまで

有効期限

なし

※おつりが
　出ます

2,000円
1セット

取扱い数斡旋料金

20セット
限定

有効期限
2027年

12月31日まで
※おつりは
　出ません

使える
お店は

コチラ
から⬇

使える
お店は

コチラ
から⬇

※500円×5枚
2,500円分

１会員
２セットまで

使えるお店は「トイカード」で検索
https://toycard.co.jp/

～加盟店一例～

VOL.73

当選発表について当選発表について

プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
３月上旬～下旬予定

全国共通お食事券
ジェフグルメカード
全国共通お食事券
ジェフグルメカード

各種申請書はホームページにて
ダウンロードできます。

●斡●旋●販●売

●斡●旋●販●売

有効期限がなく全国35,000店舗、1,000
ブランド以上での加盟店でご利用頂ける
お食事券です。店内飲食だけでなく、テイク
アウトでも使えるので「おうち時間」を充実
させ「イエナカ外食」も楽しめます！

●すかいらーくグループ ●ジョイフル
●ココス ●ケンタッキーフライドチキン
●モスバーガー ●吉野家 ●CoCo壱番屋
●サーティワンアイスクリーム ●ピザハット等
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新規提携店ご紹介

〒706-0002　岡山県玉野市築港1-1-3
産業振興ビル１F（「うしべ亭」跡地）
営業時間　ランチ 11:00～14:00
　　　　　ディナー 17:00～22:00
定休日　　火曜日、水曜日（祝日の場合は営業）
※クレジット決済可能

☎090-8603-6606

2023年 2月OPENの焼肉屋『雲龍』
大人のリッチな焼肉
温かい記憶をより深く刻む、
特別な時間を

特別メニューご提供
対象者：会員本人

ランチ／2023年3月頃
スタート予定

特典

特典開始日／2023年3月1日～

◆◆◆◆◆

〒706-0001　岡山県玉野市田井4-21-14
（田井小学校より北へ約500m）

☎0863-33-1324
FAX：0863-33-1323　E-mail：h.n.d.drive@outlook.jp

葬儀プラン5,000円割引

セレモニー中務

対象者：同伴者まで

特典

特典開始日／2022年11月1日～

◆◆◆◆◆ 玉野市だからこそ実現できる御葬儀のかたちと御葬儀代をご提案！
大切な方とのお別れに際し、必要なものを必要なだけ用意し、必要
な経費分だけでお手伝いさせていただきます。
御葬儀の手順やご不明な事は誠心誠意、真心を込めてサポートさ
せていただきます。
※病院からの搬送だけでも承ります。

0120-25-7778フリー
ダイヤル 24時間／365日受付

ポポ丸ポポ丸



3

新規提携店ご紹介

☎070-8576-2229
LINEID：@903oivtn   
E-mail：reserve@mayutama.com

①エステ 10％割引
②3,000円以上商品
　お買い上げで5％割引

対象者： ①会員及びその家族
 ②会員及びその家族又は同伴者

特典

特典開始日／2023年1月1日～

◆◆◆◆◆

〒706-0001　岡山県玉野市宇野1-26-15　長尾ビル1F
（メルカの横。玉野市役所と玉野郵便局の間。）
※専用駐車場なし。お車でお越しの際は近くの有料駐車場をご利用ください。

営業時間 平日10:00～19:00 
 （土日祝　ご対応可、お問い合わせください）

印象の７割は眉毛で決まる！第一印象を変える！
しっかりカウンセリングして骨格に合わせた眉のデザインをご提案♪
健康を気遣うお疲れ気味のあなた・・・
日本での販売が珍しいニュージーランド産ハーブティー「Ti Ora（ティー・オラ）」、
免疫力アップに特化した「長沢オリゴ」や「東京大学薬学部開発　乳酸菌11-1」を
取り扱っています

2022年2月1日に 
眉毛スタイリング × 「腸活」商品販売店 がOPEN！

【HP】 【INSTAGRAM】 【LINE】
完全予約制

〒706-0151　岡山県玉野市長尾380

☎0863-33-2525 FAX：0863-33-2525
営業時間 9:30～18:00
定休日 火曜日、木曜日

㈱玉野ガーデン　
アトリエ花ごころ

特典
◆◆◆◆◆

花束、アレンジメント、プリザーブドフラワー、
シャボンフラワー、季節の鉢花など、
花に思いを込めてお作りします。
ご進物など、ぜひご利用ください。人気の胡蝶蘭もあります。
お花の教室は随時入会できます。
（コンテナガーデン、デザインコース、
ブライダルコースなど）

対象者： ①会員本人
 ②会員本人

特典開始日／2023年1月1日～

①3,000円以上花束お買い上げで
　15％割引
②3,000円以上アレンジメント
　お買い上げで
　15％割引

特典
◆◆◆◆◆

対象者： ①会員本人
 ②会員本人
対象者： ①会員本人
 ②会員本人

①3,000円以上花束お買い上げで以上花束お買い上げで
15％割引
②3,000円以上アレンジメント以上アレンジメント
お買い上げで
15％割引

①3,000円以上花束お買い上げで
　15％割引
②3,000円以上アレンジメント
　お買い上げで
　15％割引
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玉野市築港1-1-3　
☎090-8603-6606
営業時間　ランチ 11:00～14:00
　　　　　ディナー 17:00～22:00
定休日　　火曜日、水曜日
 （祝日の場合は営業）

●3,500円券×2枚　●おつりは出ません
●ランチにつきましては、「2023年3月頃スタート予定」
●事前にお問い合わせください。 有効期限：2024年3月末

1111111 5

「2023年3月頃スタート予定」
※写真はイメージです。
「2023年3月頃スタート予定」
※写真はイメージです。

MAYUTAMA
岡山県玉野市宇野1-26-15　長尾ビル1F　
☎070-8576-2229
営業時間　平日10:00～19:00 、（土日祝　ご対応可、お問い合わせください）　

●エステのほか、健康商品やハーブティーのお買物でも使えます
●主取扱品：Ti Ora（ティー・オラ）（ニュージーランド産ハーブ
ティー）、長沢オリゴ、東京大学薬学部開発　乳酸菌11-1

有効期限：2023年12月末

2222222 2,0002,000
●主取扱品：Ti Ora（ティー・オラ）（ニュージーランド産ハーブ
ティー）、長沢オリゴ、東京大学薬学部開発　乳酸菌11-1

有効期限：2023年12月末

10
【完全予約制】

お子様
連れでも
安心 !

チョコレート
ファウンテン
チョコレート
ファウンテン

お子様
メニューも
ご用意

岡山県玉野市渋川2-12-1　☎0863-81-2111
受付時間　9:00～20:00　FAX.0863-81-2110

●2,200円券×2枚　●おつりは出ません
●平日の場合やGWは追加料金で利用可能 有効期限：2023年8月末

土日祝限定33 533333333333333333333

瀬戸内温泉たまの湯
岡山県玉野市築港1-1-11　☎0863-31-1526
営業時間　10:00～22:00（最終受21:00）
定休日　　 毎月第3火曜日（祝日・特別期間の場合は翌週へ変更）

●1,000円券×3枚　●おつりは出ません
●たまの湯館内、全てのサービスにお使い頂けます。

有効期限：半年

4444444 3,0003,000 10

※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。

令和5年2月28日（火）
プ レ ゼ

合計80名様に当たる!!第３希望
まで

応募可能
第３希望

まで

応募可能

プレゼント応募締切日
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●おつりは出ません
伊藤忠食品㈱ギフトカードＨＰ  http://isc-giftcard.jp/

※伊藤忠食品㈱グルメギフトカードには利用方法詳細
を説明した左記のリーフレットが同封されます。

55 日常のちょっとした贅沢。たまには
遊び感覚で普段食べないものを！ 1055555555555555555555

有効期限：180日

6666666 20

 

●500券×2枚　●おつりは出ます 有効期限：なし

 
1,000

 
1,000

サーティワンの「500円ギフト券」は、全国のサーティワン アイスクリーム
の店舗で使用することができます。また、使用期限もございません。
※一部店舗除く。

●1,000円券×1枚　●おつりは出ません
＜利用可能店舗＞約2,500店
ガスト、バーミヤン、ジョナサン、しゃぶ葉、夢庵、ステーキガスト、グラッチェガーデンズ、
藍屋、魚屋路、chawan、むさしの森珈琲、ラ・オハナ、三〇三、ゆめあん食堂、とんから亭、
から好し、八郎そば、桃菜、包包點心、點心甜心、

有効期限：発行日より180日

7 1,0001,000
すかいらーく各店の店舗でご利用いただける
プリペイドカードです。

7777777 20

8888888
＜詰め合わせ内容＞
●真あじ約90ｇ×4●金目鯛約80～100g●かます約80ｇ×2  
●さんま約80ｇ×2●真ほっけ開き約180ｇ×1
●釜揚げしらす80ｇ×1Ｐ　計11点
＜配送状態＞ 冷凍

有効期限：180日

沼津の老舗干物四代目が受け継ぐ職人魂！
一枚一枚丁寧に手開きし、鳴門の天然塩と富士山の伏流水を
使用して作りました。脂がのってふっくらした身の厚さと、
深い旨味をもつ美味しさをぜひ一度ご堪能ください！
静岡産「釜揚げシラス」も詰め合わせました。

55,0005,000

※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。

新規お客様開拓や商品・事業所・お店
のPRにつながります。

問合せ
☎0863-33-5000

提携店登録・会員加入で事業所・
お店のPRをしませんか？

ゼ ン ト !!
※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。

■ ■ ■ ■ ■今回よりネット
からの応募も
可能に！！

プレゼント
募集中!!

掲載料無料
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事務局からの

老後補助の３月分領収書が４月にならない
ともらえません。
老後補助の３月分に限り、領収書の入手
が困難な場合は、請求書等の利用が証明さ
れる書類で受け付けます。

４月に出発の旅行を３月に支払をしました。
令和４年度で請求できますか？
宿泊旅行の対象は、出発日の属する年度と
なっております。この場合、令和５年度分とし
て申請してください。

４月14日に投函しました。当日消印有効
ですか？
４月14日到着分までです。４月15日以降
到着分は令和４年度分としてお取り扱い
できません。

・申請には「利用日」「支払金額」が明記された領収書
の写しが必要です。
・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。
・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。（介護サービスを除く）
・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。

令和4年度
分の

各種申請
は

お早めに

お願いし
ます

令和4年度
分の

各種申請
は

お早めに

お願いし
ます

令和5年
2月末日
令和5年

2月末日
インフルエンザ予防接種
助成金申請締切

インフルエンザ予防接種
助成金申請締切

Q1

A1

Q1

A1

Q1

A1

令和5年
4月14日（金）

【必着】【必着】
…最終締切…

４月15日以降到着分は、
令和４年度分の申請として
お取り扱いできません

各種助成金の申請について

・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。

会費のお引落日について

・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場合は、電話での事前
連絡のうえ、FAXにてご提出ください。（後日、原本
を提出してください。）
・退会時は会員証（メンバーズカード）とガイドブック
の返却をお願いします。

入会・退会のお取り扱いについて

利用券は「会員本人」と「同居
又は生計を共にしている家族」
のみがご利用できます。
親戚やお友達はご利用
できません。

注意

ガイドブックについてガイドブックについて

4月頃
発送予

定

4月か
ら

ガイド
ブック
が

新しく
なりま
す！

ガイドブックは２年間使用です。有効期限外の利用券
は使用できませんのでご注意ください。利用券の他人
への貸与又は譲渡は禁止しております。
退会後はご利用できません。会員証（メンバーズカード）
と併せて事務局に返却してください。退会後の利用が
認められた場合、差額を請求しお支払いいただく場合
がございます。ご理解ください。

・『2023-2024年度ガイドブック』は4月以降順次
発送予定です。あらためてご一読いただき、会員
特典をご確認ください。
まだ使われていない特典がありましたら、ぜひご活用
ください！
また、現在お持ちの2021-2022年度版の旧ガイド
ブックと差替えてご利用ください。
・只今、提携施設の契約内容について確認中です。
４月１日以降、契約内容の変更、解除の施設があり
ます。随時ホームページにて更新していきます。
・提携施設でサービスを利用される際は、必ず会員
証をご提示ください。注文時に会員証を提示され
ないと割引等受けられない場合があります。

注意

お得な情報が
　　　盛りだくさん！
御覧ください!!

お得な情報が
　　　盛りだくさん！
御覧ください!!

令和5年4月からは
会員証の提示で回数に
制限なく割引を受ける
ことができます。

令和5年3月末日までは
引き続きお手元の

ガイドブックの利用券で
ご利用ください。

2023-2024年度版
ガイドブックを配布します

4月からはご希望の方のみに
１年間分の利用券を発行いたします。
ご希望の方は事務局までご連絡ください。

１年間分が会員お一人の
利用限度枚数となります。

2023-2024年度
ガイドブックから

巻末の利用券の掲載は
なくなります。

４月から
たまの湯の
利用券が廃止と
なります！
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事務局からの お知らせ

※全福センターへのログインＩＤとパスワードは、当センターのガイドブックに掲載
しています。（ログインＩＤとパスワードは会員のみが利用できるものですので、
外部へは絶対に漏洩しないようご協力をお願いいたします。）
※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。）

・プール以外のフィットネス・大浴場は通常通り
ご利用可能です。
・工事期間中は、施設の通路・駐車場等が一部
制限される可能性があります。
・工事に伴う会員料金の割引等はございません。

玉野勤労者福祉サービスセンターでは、（一社）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・レジャー施設等
のサービスを手続きなしでご利用いただけます。施設によっては
2親等以内の方や同伴者OKのサービスもあります。家族旅行や
レジャー等にぜひご活用ください。

事務局では、会員証割引が受けることができる提携
施設の拡大に向けて取り組んでいます。追加となった
店舗・施設等の情報については、その都度ホームページ
でご案内していきますので、ご期待ください。

ア
ク
セ
ス
は

コ
チ
ラ
か
ら

ア
ク
セ
ス
は

コ
チ
ラ
か
ら

「こころのセミナー」を
開催しました
「こころのセミナー」を
開催しました

2022年11月13日（日）うつ病特化型職場復帰支援施設Little 
Plus施設長の青井 洸先生を講師に迎え、「実践！自分でできるリラク
ゼーション技法―心と体のリラックス―」と題したセミナーを行い
ました。当初7月に予定していましたが、延期となり今回ようやく開催
することができました。
　今回のセミナーは、着座のまま少しずつ身体の緊張をほぐす実践的
な自律訓練法も行いました。
　参加者からは、今回学んだことを
仕事や家庭内で取り入れてみたい、
とのお声をいただきました。

新型コロナウイルス感染症に伴い、
例年実施しているイベントを中止する
ことといたしました。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。

こころのセミナーこここここここここころろろのののののセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーここ セミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーここここここここここここここ セミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーここここここここ セミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーここここ セミナーセミナーここここここここここここここここここここここ セミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーここここここここここ セミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここ セミナーセミナーここここここここここ セミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーセミナーここここここここここここここここ

宿泊
レジャー

レンタカー

全福センター
ホームページ

使えばお得!!

使えばお得!!
＼全国各地の施設で割引等のサービスが受けられます／＼全国各地の施設で割引等のサービスが受けられます／＼全国各地の施設で割引等のサービスが受けられます／

お出かけ前に
確認してください!!
お出かけ前に

確認してください!!確認してください!!
お出かけ前に

確認してください!!

岡山市ウェルポートなださき

VIVAハイランドボウル

プール天井・床の改修工事に伴い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

ー 休業時間 ー
令和4年 10月1日～

令和5年7月
リニューアルオープン予定

令和5年6月頃

プールの営業を
休止しております

当面の間休業
とさせていただきます

お知らせ

おことわり

提携施設より
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全福センターホームページご案内全福センターホームページご案内
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プレゼントや
チケット等の
斡旋販売

ホームページ
限定の
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新規提携店
などの
最新情報

提携店MAP提携店MAP
期間限定
クーポンや
キャンペーン
情報

各種
申請書類の
ダウンロード

各種
申請書類の
ダウンロード

玉野勤労者福祉サービスセンター
ホームページのご案内

玉野勤労者福祉サービスセンター
ホームページのご案内
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⬆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。

応募用紙

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。

玉野勤労者福祉サービスセンター
一般財団法人 玉野産業振興公社

TEL:0863-33-5000
〒706-0002 玉野市築港１－１－３

新規提携店
募集!
新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店新規提携店
募集!募集!募集!募集!募集!募集!募集!募集!募集!募集!
新規提携店
募集!

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。

センター受付印玉野勤労者福祉サービスセンターあて

＠＠＠＠

info@tamanosc.jp0863-33-5001 〒706-0002

E-mailFAX 玉野勤労者福祉サービスセンター 行
玉野市築港 1-1-3

⬆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。

令和5年
2月28日（火）

応募締切

必着
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事業所名 会員番号

会員氏名

送付先住所
職場  ・  自宅　〒

ー

携帯

（いずれかに○）

応
募
者
氏
名
・
ご
連
絡
先

連絡先TEL 職場  ・  自宅　
（いずれかに○）

第1希望 第2希望 第3希望

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。

 希望されるプレゼント・斡旋商品に　    または記入をしてください。

こども商品券

全国共通お食事券
ジェフグルメカード

ー 斡旋商品 ー ー プレゼント ー ネットからの応募は
コチラ!!

ネットからの応募は
コチラ!!

登録・
掲載料
登録・
掲載料

無料!無料!

業種問わず掲載可能!!業種問わず掲載可能!!

サービスセンター
ホームページでお知ら
せをします。（随時）

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）

会報で
お知らせを
します。

（Ⓐ～Ⓕの中から第３希望まで選んでご記入ください）


