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 会員数  ２，９５２名 
事業所数   ３０９社 
 (令和４年１０月１日現在) 

編集発行／津山圏域勤労者互助会  
     

     

        

会報ごじょかい第１２８号の注目企画 

■日   時 令和４年１２月２日（金） 

午後７時００分～午後９時００分 

■場   所 

 

ザ・シロヤマテラス津山別邸 

（津山市山下３０－１） 

■対 象 者 

 

■参 加 費 

会員とその家族（中学生以上） 

 

会員 ４，０００円 家族 ５，０００円 

■定   員 ３０名 

■申込期限 令和４年１１月１８日（金） 

■そ の 他 定員を超えた場合はグループ単位の抽選

となります。 

 人気のテーブルマナー教室をザ・シロヤマテラス津山別邸、「津山鶴山ホテル」で今年も開催します。シェフが自

信をもってオススメする最高級の料理を正しいマナーを教えてもらいながら味わってみませんか？ 

テーブルマナー教室（２回開催します） 

※詳細については各事業所配付の「参加申込書」でご確認ください。 新型コロナウイルスに十分配慮して開

催予定ですが、状況次第では中止の可

能性もありますのでご了承ください 

お知らせ 
 

・テーブルマナー教室 

・互助会事務局からのお知らせ 

・会報誌へチラシ封入のご案内 

・全福ネット入院あんしん労災・傷害共済 

・全福センターのホームページをご利用ください 

・全福ネット入院あんしん保険 

・事業報告（第５７回ごじょかいボウリング大会の 

 結果） 

・会員割引施設の休業・閉館、斡旋の中止等につ 

 いて 

 チケット等割引斡旋 
 

・トライフープ岡山観戦チケット割引券 

・みまさか農園 いちご狩り 

・「サンタクロースからの手紙」割引斡旋 

・恩原高原スキー場＆クアガーデンこのか 

・クリスマスケーキ割引クーポン券 

・ボウリング１ゲーム無料券 

・ミモカ展覧会招待券 

・家庭用常備薬の斡旋 

 

 

■ 日   時 令和４年１２月９日（金） 

午後７時００分～午後９時００分 

■ 場   所 

 

津山鶴山ホテル 

（津山市東新町１１４ー４） 

■ 対  象  者 

 

■ 参  加  費 

会員とその家族（中学生以上） 

 

会員 ４，０００円 家族 ５，０００円 

■ 定   員 ３０名 

■ 申 込 期 限 令和４年１１月１８日（金） 

■ そ  の  他 定員を超えた場合はグループ単位の抽選と

なります。 

※会場はどちらか一回のみの参加とさせていただきます。 
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■入園料金（※価格は税込表示です） 

区    分 一般料金  

大人  2,200円 

子供 (小学生) 1,800円  

幼児 （2歳 ～  

 小学生未満） 
1,200円  

２歳未満 無料  

 

 

■

■  

みまさか農園 いちご狩り 

  

県内最大級の栽培面積！岡山県北の朝夕の冷え込みを活かした美作農園

ならではの栽培方法で育った、大粒で甘いいちごをお楽しみください。

※土日祝日は＋２００円 

 

会員氏名又は番号 

 

利用日 

月  日 

会員氏名又は番号 

 

利用日 

月  日 

【ご利用のポイント】 

①税込価格から５００円ＯＦＦで 

 利用できます 

②価格が変動する場合がございます 

 ので、事前にお問合せください。 

美作農園HP 

はこちら↓ 

美作市奥585-1      

 

トライフープ岡山観戦チケット割引券 好評企画！ 

※ご利用の際は、上記の割引券を切り取り、「会員氏名又は番号」と「利用日」を記入して会員証を提示してください 

今回もトライフープ岡山の津山市で開催の観戦チケット割引き券をご用意しました！ぜひ会場で熱戦をご覧ください。 

会 員 ＆ 家 族 

会 員 ＆ 家 族 
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「サンタクロースからの手紙」割引斡旋 

 サンタクロースからの手紙を、お子さんやご家族、大切な人に届けませんか。遥か遠く、北極圏の

サンタクロース村から届く本物の「サンタクロースからの手紙」が、クリスマスに夢と笑顔をお届け

します。 ※詳細については、各事業所配布の「申込書」でご確認ください。 

斡旋枚数 ２０通 

申込期限 １１月１４日（月） 

斡旋価格 通常価格 

１，３００円 ２，２５０円 

 C：この部分がサンタクロースからの 

   メッセージです。 

   内容は毎年新しく作られます 

この部分をお好きな言葉で作れます！ 

 A：宛名部分 

 B：呼びかけ部分 

 D：メッセージ 

お手紙の 

書き方詳細

はコチラ⇒ 

恩原高原スキー場＆クアガーデンこのか 

※Ｒ１７９号線沿いの上齋原振興センターから車で１分。 

スキーの帰りに立ち寄るには便利な場所です。ぜひどうぞ！ 

区  分 

お風呂 

会員 大人 400円 
600円 

家族 
大人 500円 

200円 300円 

〇クアガーデンこのか 

 

■割引内容 会員と家族計５名まで 

      （会員証をご提示ください） 

 

■営業時間 （お風呂） 
      １１：００～１９：００ 

      （最終受付１８：００）  

        

■定休日  毎週水曜日(祝日の場合は翌木曜日）       

■住 所  鏡野町上齋原４４６－１ 
         ＴＥＬ（０８６８）－４４－２２８１   

加水なしの天然温泉１００％! スキーの後にぜひ！ 

 岡山県北のスキー場「恩原高原スキー場」でスキー・スノボを思い切り楽しみませんか？ 

思い切り満喫した後は「上齋原温泉クアガーデンこのか」で心も体もぽかぽか！疲れをとってお帰りください。 

※画像はイメージです。デザインは毎年変わります。 

  

〇恩原高原スキー場 

■リフト料金    

1日券 
半日券 

子ども1日券 
１１回券 

（回数券） 

4,000円 2,500円 2,500円 2,600円 

 

 

 

■駐車料金   無料（※今シーズンに限り）   

■積雪情報  

■営業時間 8:30～17:00  
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各種給付金の請求をお忘れではありませんか？ 

給付金の支払いには請求期限があるため、お早めに請求を

お願いします。 

ご不明点は互助会事務局までお問い合わせ下さ

い 

TEL：0868-24-3633 FAX：0868-22-9647 
※平日の9時から17時までの間にお願いします 

互助会事務局からのお知らせ 

互助会会員の方から、新規事業所をご紹介していただき、互助会

に入会した場合、入会していただいた会員の人数に応じて謝礼を

させていただきます。 

謝礼（図書カードを入会者1人当たりにつき1,000円） 

お知り合いの事業所でまだ入会していない事業所がありましら、

ぜひご紹介ください。 

互助会の詳細については、事務局からご説明に伺います。 

【加入の対象となる事業所】 
津山圏域内（津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美咲町）の中小規

模（300人を超えない）事業所 

【加入の対象となる方】 

上記の事業所の従業員（パートタイマー含む）及び事業主、もしくは圏域内居

住者で圏域外の中小規模事業所に勤務する勤労者 

・永年勤続 ・子の就学（小学、中学） ・結婚 ・出産 

・傷病休業 ・住宅災害 ・家族死亡 など 

会報誌へのチラシ封入のご案内 

＜全福センターHP＞ 

互助会会報誌にチラシを封入してみませんか？ 

1年に3回（7月・11月・3月）発行する会報誌にチラシを封入し、津山圏域内の企業300社以上、会員3,000人以上に向けて事

業所の製品やサービスをPRできるいい機会となりますのでご検討ください。 

手数料は、会員事業所であれば1回につき全事業所が対象なら1,000円、全会員対象なら5,000円となります。 

また、会員外事業所でも1回につき全事業所が対象なら10,000円、全会員対象なら30,000円となります。 

全福ネット入院あんしん労災・傷害共済 
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全福センターHPをご利用ください！ 

※その他の割引との併用はできません。※汚れとサービス範囲に応じて別途お見積りをさせて頂く場合がございます。 ※サービス内容と価格は予告なく変更する場合

がございます。 ※電気・水道・ガス・洗浄スペースを無償でお借りします。 ※年式・機種・設置状況などによって対応できない場合がございます。 

※汚れの状況により、完全に除去できない場合がございます。 

【エアコン】 

※床置きタイプ、ウィンドウタイプは対応できません。※富士通製のノクリアXシリーズは、分解にお時間をいただくため、お掃除機能の有無に関わらず、お掃除機能

付きエアコンと同じ価格でのご案内となります。詳しくはお問い合わせください。 

※製造から9年以上経過しているエアコンは、メーカーが部品の製造を終了しておりますので、サービスをお断りさせていただく場合、もしくはサービスを保証できな

い可能性がございます。ご了承ください。 ※SHARP製のAirestシリーズは完全分解洗浄プレミアムクリーニングのみの対応となり、分解にお時間をいただくため、お

掃除機能付きエアコンと同じ価格でのご案内となります。※機種や設置状況により「完全分解洗浄」プレミアムクリーニングが適用できない場合がございます。 

  東芝製、ダイキン製、また一部メーカーのエアコンは「完全分解洗浄」プレミアムクリーニング対象外となります。 

フリーダイヤル0120-032-122にてお

申込みいただき､「全福センター会員」と

お申し出下さいませ。 

申込期間  

2022年12月20日(火)まで 

期間限定でエアコンクリーニングがさらにお得に！ 

夏に使ったエアコンをキレイにしませんか？ 

大掃除！超早割キャンペーン 

全福ネット入院あんしん保険 

（税込） 

対象商品 通常優待価格 キャンペーン価格 ２台目以降 

スタンダード 
 クリーニング 10，890円 10,000円 9,900円/台 

完全分解洗浄 
プレミアム 
 クリーニング 

15,840円 15,000円 14,900円/台 

※お掃除機能付きの場合は1台あたり7,920円が追加料金となります。 
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 津山圏域勤労者互助会クリスマスケーキ割引クーポン券斡旋 

【ご利用の流れ】必ずお読みください！ 
 

①本紙面のご希望の店舗に各自予約してください（割引は期間内

に予約したケーキに限ります）。予約の際、必ず「津山圏域勤労

者互助会 クーポン券使用」の旨をお伝えください。 

②会計時に会員証とクーポン券を提示（提出）してください。 

※詳細は事業所配布の「クリスマスケーキ購入方法」でご確認く

ださい。 

 

GREEN DAYS  津山店 
津山市桑下1346-1 

TEL 0868-57-8388 

GREEN DAYS  志戸部店 
津山市志戸部681-21 

TEL 0868-３２-９６３２ 

予約方法：店頭のみ（完全前金制） 

受付期間：１１月中旬～１２月２０日 

対象のケーキ 

2022限定グリーンデイズ特製アップ

ルパイのクリスマスケーキに限る 

利用店舗名 

 

会員氏名又は番号 

 

事前に各店舗へ予約を行い 

会計時、本券と会員証を必ず提示してください 

※会員本人のみ有効 

※本券１枚につき対象のケーキ１つが対象 

※「会員氏名又は番号」・「利用店舗」の記載がないものは無効 

※他の割引等との併用不可 

※有効期間 ２０２２年１２月２５日（日）まで 

※写真はイメージです 

 

店頭のクリスマスケーキパンフレットよりお選びください。 
※台数を限定してあるケーキに 

つきましては、下記予約期間内であっ

ても台数になり次第そのケーキの予約

を締め切ります。 

予約方法：店頭のみ（完全前金制） 

受付期間：１１月中旬～１２月２０日（予定） 

アンジェ 津山市山北400-4                                    

TEL 0120-24-1819 

対象のケーキ 

※写真はイメージです 

ミール

エイド

協力店 

 

予約方法：電話予約もしくは来店 

受付期間：１１月２０日～１２月１０日 

  

店頭のパンフレットのクリスマス

ケーキよりお選びください。 

※写真はイメージです 

お菓子とパンの店Tetote 
津山市押入955-1 

TEL 0868-26-0841 

対象のケーキ ※写真はイメージです 

お菓子の店 

  キシモト 
津山市加茂町桑原68-8 

TEL0868-42-2137 

店頭のクリスマスケーキ 

チラシよりお選びくだい。 

※写真はイメージです 

対象のケーキ 

 

 

店頭のクリスマスケーキカタロ

グよりお選びください。 

予約方法：店頭のみ（完全前金制） 

受付期間：１２月１日～１２月２０日 

※写真はイメージです 

対象のケーキ 

パティスリーワカナ 
苫田郡鏡野町吉原695-2 

TEL0868-54-3721 

ミール

エイド

協力店 

店頭パンフレットのクリスマスケーキよりお選びください。 

※写真はイメージです 

フランセ 津山市林田町23 
TEL0868-22-0228 

・クーポン券のご利用はフランセのみです。 

・予定数になりましたら予約受付を締め切 

 らせていただく事がございます。 

予約方法：電話予約もしくは来店 

受付期間：１２月２０日まで 
※数量限定商品は早めに予約を締め切らせて

いただきます。 

対象のケーキ 

 

予約方法：電話予約もしくは来店 

受付期間：１２月１日～１２月２０日 

毎年、好評のクリスマスケーキ割引ク―ポン券の斡旋

を今年も行います。美味しいケーキが人気の下記のお

店のクリスマスケーキをお得に購入できます。 

素敵なクリスマスケーキで家族や友人との楽しい時間

を過ごしましょう。 

 

※ミールエイド協力店舗ではクーポン券と併用して利

用できます 

ミール

エイド

協力店 

店頭のクリスマスケーキリーフレットよりお選びください。 

予約方法：店頭にて予約チケットをご購入ください。 

     予約チケットは完売になる場合があります。  
受付期間：受付中～１２月２０日まで 
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ボウリングクーポン券 

ツモクボウリング 身近でゆったりできる空間 

津山市津山口３３７－７  ℡：(0868)23-0271 

■ボウリングゲーム料金（一般料金）(税込)     

時間 平日 土曜日 日曜・祝日 

10:00～12:00 450円 450円 450円 

12:00～18:00 450円 450円 500円 

18:00～23:00 500円 500円 500円 

■営業時間   

 月～金曜日 土曜日 日曜日 

時間 １０：３０～２３：００ １０：００～２３：００ ８：００～２３：００ 
■ビリヤードゲーム料金      

  １人30分300円(以降10分100円）   

■「おはよう早朝ボウル」    

  日曜日の朝8時～11時は早朝ボウリングを 

   1 ゲーム300円で開催しています。 

■「平日投げ放題実施中」    

  平日の昼間10時30分～17時までの間、お１人様６ゲー 

  ムまで、1,400円で投げ放題を行っています。  

  毎月、楽しいイベントや大会を開催しています。 

  詳しくはお電話でお問い合わせください。 

 ミモカ展覧会招待券 

香川県丸亀市を代表する「丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（愛称MIMOCA/ミモカ）は、1991年11月に開館しま

した。猪熊画伯と世界的な建築家の谷口吉生氏の対話による美しい建築の駅前美術館です。11月から開催

される『第1回ＭＩＭＯＣＡ ＥＹＥ / ミモカアイ』にご招待いたします。今回、初めての公募展の開催に

あたり、中・四国のサービスセンターの会員各位にご来場いただければ幸いです。  

会期：令和4年11月20日(日)～令和5年2月26日(日) 

休館日：月曜日（ただし令和5年1月2日・9日は開館）、 

令和4年12月25日(日)～12月31日(土)、 

令和5年1月4日（水）、1月10日（火） 

開館時間：10：00～18：00(入館は17：30まで) 

(詳細はＨＰをご覧ください。) 

撮影：増田好郎  
『丸亀市猪熊弦一郎現代美術館』 

ミモカ展覧会 大人ペア招待券……３組様 

申込期限 １１月２５日（金） 
お申し込みは、各事業所配布の申込書でお願いします。 

※申込多数の場合は、抽選とします。 

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。 

場所  香川県丸亀市浜町８０－１ 

ＴＥＬ ０８７７－２４－７７５５ 

中・四国内勤労者福祉サービスセンター共同事業（中讃勤労者福祉SCプレゼント企画） 

(公財)ミモカ美術振興財団からのプレゼント 
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●ご連絡・問い合わせ先 津山圏域勤労者互助会事務局 
            〒708-0022 津山市山下92-1（津山圏域雇用労働センター内） 

               Tel：(0868)24-3633 Fax：(0868)22-9647 

               URL：http://www.koyou.or.jp E-mail：koyou@tvt.ne.jp 

 

    事業報告（第５７回ごじょかいボウリング大会の結果） 

 

  家庭用常備薬の斡旋（お買い得です！！） 

互助会では今回も家庭用常備薬の斡旋販

売を行います。市価と比べ大変お求めや

すくなっております。 

これから寒くなり増えてくる風邪や、急

な怪我に家庭用常備薬を用意してはいか

がでしょうか。 

 
※詳細については、各事業所配布の

「斡旋申込書」でご確認ください。 

 

■対 象 者     会 員 

■申込方法    事業所に配布の申込用紙に必要事項を記入し、事業所で取りまと 

         め、互助会事務局へ原本を郵送またはご持参ください。 

         ※電話・ＦＡＸでの申し込みはご遠慮ください 

 

■郵 送 先     〒７０８－００２２ 津山市山下９２－１ 

               津山圏域勤労者互助会事務局  

               ℡０８６８－２４－３６３３ 

■事業所内締切   令和４年１１月１８日（金） ※必着    

 

■商品発送 １２月中旬（予定）に事業所へ直接送付されます。   

■取扱業者     この商品に関するお問い合わせ先 

         株式会社あまの創健  津山圏域勤労者互助会係 

 

 会員割引施設の休業・閉館、割引協力終了等について  

今年度 

最後のご案内 

◎国民宿舎いつき（宿泊施設） 

 閉館日：令和４年１１月２９日午前１０時 

７月８日（金）ツモクボウリング（津山市津山口337-7）にて、恒例のボウリング大会を開催し、熱戦が繰り広げら

れました。職場・事業所間の懇親、交流が深まりました。 

場  所：ツモクボウリング  

参加者：９事業所３３名 

順位  
個人戦 

（男性） 

個人戦 

（女性）  
団体戦 

１位 池上 晋哉 (361) 難波 敬子     (382) 株式会社スターロイ 

２位 片岡 侑介 (311) 早瀬 幸子     (311) 津山広域事務組合 

３位 山崎 直哉 (304) 花房 美代子 (288) 久米南町役場 

※敬称略 ※( )内スコア 

 ◎男性個人の部 

 池上さん（中央） 

 片岡さん（左） 

 山崎さん（右） 

 ◎女性個人の部 

 難波さん（中央） 

 早瀬さん（左） 

 花房さん（右） 

 ◎団体の部（代表者） 
 スターロイさん（中央） 
 津山広域事務組合さん（左） 

 久米南町役場さん（右） 

下記の様に豪華景品を

ご用意しております！

皆様のご参加おまちし

ています！！ 

《今回の景品》 
【男性の部】          【女性の部】 

1位:ロボット掃除機              1位:ハンドブレンダー 

2位:なぎビーフBBQセット        2位:なぎビーフBBQセット     

3位:Bluetoothネックスピ－カー    3位:コーヒーメーカー 

【団体の部】 

1位:サントリープレミアムモルツ1箱 

2位:缶チューハイ詰合せ1箱 

3位:果物ジュース1箱 

※その他にも今回は、ガス調理器、炭酸

水メーカー、Bluetoothスピーカー、つや

ま宵2本等をご用意しました。 

◎眼鏡市場 

 ※令和４年１０月３1日をもちまして、 

  解約となりました 

今後とも新規割引協力店を増やしていきたいと思いますので、紹介などご協力お願いいたします。 


