会報ごじょかい

第１２２号

会員数 ３，０３７名
事業所数
３２５社
(令和２年１０月１日現在)
編集発行／津山圏域勤労者互助会

毎年恒例！吉本新喜劇 互助会バスツアー
毎年大人気の吉本新喜劇観劇ツアー！なんばグランド花月での公演となります。お昼は、新喜劇名物「吉本新喜
劇弁当（お茶付）
」をご観劇の記念にご賞味ください。観劇後は、１時間程度のフリータイム。なんば駅周辺を満喫
していただきます。ぜひお申し込みください！
■日

時 令和２年１２月１３日（日）
出発：午前９時・帰着：午後８時（予定）
■場
所 なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前１１-６）
■対 象 者 会員とその家族
■定
員 ２５名
■参 加 費 会員６，５００円 家族７，０００円
■申込期限 令和２年１１月１１日（水）午後３時まで
※定員を超えた場合は、グループ単位での抽選となります。
申込期限後に定員に満たない場合は、定員になるまで先着順で
受け付けます。

※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

漫才や落語、新喜劇の内容や出演者他についての詳細はこちらをご参照ください。
※内容や出演者は日によって変わります、有名芸人出演予定

このツアーの取扱旅行会社
勝田交通株式会社（0868‐22‐1234）
（岡山県知事登録旅行業第 2-156号）
※参加決定者には参加費の支払い方法等詳細を含め、勝田交通㈱よりご連絡いたします。

今年も「ザ・シロヤマテラス
津山別邸」で開催開催！

テーブルマナー教室
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？
■ 日

時 令和３年１月１５日（金）
午後７時００分～午後９時００分（予定）

■ 場

所 ザ・シロヤマテラス津山別邸
（津山市山下３０－１）

■対

象

■ 定

者 会員とその家族（中学生以上）
員 ４０名（※例年より席を広めにします）

■ 申 込 期 限 令和２年１２月１１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。

※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

－ 1 －

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
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オススメのお店をもっとお得に利用できる制度を企画中です

ミールエイド 協力店をご紹介ください！！
ご紹介いただいたお店の代金が１，０００円バックのチャンスです。
あなたの行きたいお店、行きつけのお店、気になるお店をご紹介ください！！

会員のみなさまの「飲食店の割引協力店をもっと増やしてほしい」、
「テイクアウトがあるお店をお得に利用したい」
、
「近所の店を割引協力店にしてほしい」、
「気になるお店をお得に利用してみたい」等、多くのご要望にお応えし、ミー
ルエイド制度を企画します。会員様１人につき年１回、１，０００円お得に協力店をご利用できる制度を来年度より実
施予定です。
みなさまの職場やご家族で行きつけのお店、オススメや行ってみたいお店を教えてください。ご紹介いただいたお店に
は、事務局から協力のお願いをさせていただきます。
新型コロナウイルスの影響の中で頑張っている地域の飲食店を応援するためにもぜひともご紹介ください。
※詳細は別紙案内をご確認ください！

みまさか農園 いちご狩り
■入園料金（料金はすべて税抜表示です）

区
会員氏名又は番号

分

一般料金

1,700円

大人
(小学生)

1,400円

（2歳 ～
小学生未満）

900円

子供
利用日

月

幼児

日

２歳未満

【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。

無料

※土日祝祭日 ２００円UP!

■
■
会員氏名又は番号

利用日

月

日
美作農園HP
はこちら↓

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。

美作市奥585-1

－ 2 －
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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。
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
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

斡旋価格

※画像はイメージです

通常価格

１，３００円

１，８５０円

斡旋枚数

２０通

申込期限

１１月３０日（月）

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
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。

〇クアガーデンこのか

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

4,000円

2,500円

2,500円

■駐車場料金

普通車１台

500円

１１回券
（回数券）
2,600円

加水なしの天然温泉１００％!
■割引内容

■営業日
■積雪情報
■営業時間

会員と家族計５名まで
（会員証をご提示ください）
（お風呂）
９月１日～６月３０日
１１：００～１９：００

※平日無料

8:30～17:00

スキーの後にぜひ！

■定休日
■住 所

毎週火曜日(祝日の場合は翌水曜日）
鏡野町上齋原４４６－１
ＴＥＬ（０８６８）－４４－２２８１

区

分

会員
お風呂

家族

大人
大人

400円
500円
200円

600円
300円

※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！

－ 3 －
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トライフープ岡山観戦チケット割引券

新企画！

今回、岡山のプロバスケットチーム、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。
プロの迫力やパフォーマンスを間近で見れるチャンスです！ぜひ会場で熱戦をご覧ください。
会 員 ＆ 家 族

会 員 ＆ 家 族

※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

互助会事務局からのお知らせ
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。
・永年勤続
・傷病休業

・子の就学（小学、中学） ・結婚
・住宅災害 ・家族死亡 など

・出産

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
各種給付金の申請用紙はこちらからダウンロードして下さい

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た
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

＜全福センターHP＞

－ 4 －
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バスツアー企画助成（GoToトラベル事業支援対象）
次の旅行会社が企画する、指定のツアーへの参加費用の一部を助成します。対象となるのは、次の６つのツアー企画
です。助成券は切り取ってご使用ください。GoToトラベル事業対象なので魅力的なツアーがお得に利用できます。ツ
アーの内容に関する詳細は、旅行会社へお問合せください。
※お問合せ・申し込みの際は、旅行会社へプラン番号を伝えてください。助成券を利用することで下記の価格でご利用できます。
※複数のツアーへ参加を希望される場合は、互助会事務局までお問合せください

旅行会社

住所

両備ホールディングス㈱ 津山観光センター

連絡先

津山市津山口１２６－１

取扱プラン

Ｆ～

(0868)22-6187※土日祝休

四国最大級の水族館<四国水族館>と
新年招福！瀬戸内あじ温泉日帰り満福紀行
プラン番号：F３４
プラン番号：F３３
プラン番号：F３８
ホテルオークラ丸亀スモーガスボード風ランチ
国産天然讃岐でんぶく食べ放題
〇出発日【12月】12(土) 20(日)
【1 月】16(土) 23(土）

〇出発日【1月】23(土) 25(月)
◇2名以上1組１名あたりの斡旋価格
《会員》9,000円(※1名でのご参加は10,900円)

◇2名以上1組１名あたりの斡旋価格
《会員》7,700円(※1名でのご参加は9,600円)

(※内訳 :旅行代金16,800円-国からの支援金5,800円助成金額2,000円）

(※内訳 :旅行代金14,800円-国からの支援金5,100円助成金額2,000円）

《家族》10,000円(※1名でのご参加は11,900円)

《家族》8,700円(※1名でのご参加は12,600円)
(※内訳 :旅行代金14,800円-国からの支援金5,100円-

(※内訳 :旅行代金16,800円-国からの支援金5,800円助成金額1,000円）

※スモーガスボードとは北欧の
ビュッフェ的なお祝いの際の食事形
式です。

※讃岐でんふぐ4大食べ放題(40分：
ふぐ刺し,ふぐ握りずし,ふぐ唐揚げ,
ふぐ皮讃岐うどん)他ふぐ料理

◎コース 津山8:00-真庭8:40-(瀬戸大橋)-四国水族館(見学)-ホテルオークラ丸亀(小皿で
取り分けたビュッフェ形式の昼食)-海の幸ふれあい市場(買物)-（瀬戸大橋）-真庭16:20-津
山17:00

◎コース 津山7:40-真庭-(瀬戸大橋)-八栗寺(ケーブル利用)-庵治観光ホテル(讃岐で
んぶく4大食べ放題の昼食・入浴休憩)-特産物（買物）-(瀬戸大橋)-真庭17:00-津山
17:40

世界遺産 宮島『厳島神社』初詣

日帰りで行く皆生温泉・三大食べ放題＆飲み放題！！

プラン番号：F３９

プラン番号：F３２

〇出発日

〇出発日【1月】6(水) 8(金)

【12月】13(日) 19(土) 21(月) 25(金)

◇2名以上1組１名あたりの斡旋価格
《会員》9,000円(※1名でのご参加は10,900円)

◇2名以上1組１名あたりの斡旋価格
《会員》9,000円(※1名でのご参加は10,900円)

(※内訳 :旅行代金16,800円-国からの支援金5,800円助成金額2,000円）

《家族》10,000円(※1名でのご参加は11,900円)
(※内訳 :旅行代金16,800円-国からの支援金5,800円-

(※内訳 :旅行代金16,800円-国からの支援金5,800
円-助成金額2,000円）

※散策時間で絶景や海産物
グルメ、お土産購入をお楽
しみください。

《家族》10,000円(※1名でのご参加は11,900円)
(※内訳 :旅行代金16,800円-国からの支援金5,800
円-助成金額1,000円）

※牛しゃぶ,茹でかに足,甘エ
ビ100分間食べ放題

◎コース 津山7:00-真庭7:40-宮島口-(フェリー)-宮島桟橋-厳島神社(参拝・案
内人同行)-鳥居屋（昼食）-宮島々内フリータイム（散策）-宮島桟橋(フェリー)宮島口-真庭19:00-津山19:40

◎コース 津山9:20-真庭10:00-皆生温泉「松涛園」(入浴休憩・三大食べ放題＆

食べ応えあり！７５０ｇ特大ずわいがに
＆鳥取和牛鳥取砂丘で食す蟹三昧の昼食

開運祈願・出雲大社と一畑薬師

プラン番号：F３１

飲み放題)-境港さかなセンター(買物)-お菓子の壽城(買物)-真庭17:00-津山17:40

〇出発日【1月】5(火) 12(火)

〇出発日【12月】 6(日) 14(土)
【1 月】11(祝) 18(月）

◇2名以上1組１名あたりの斡旋価格
《会員》7,000円(※1名でのご参加は9,000円)

◇2名以上1組１名あたりの斡旋価格
《会員》7,700円(※1名でのご参加は9,600円)
(※内訳 :旅行代金14,800円-国からの支援金5,100円助成金額2,000円）

《家族》8,700円(※1名でのご参加は12,600円)
(※内訳 :旅行代金14,800円-国からの支援金5,100円助成金額1,000円）

(※内訳 :旅行代金13,800円-国からの支援金4,800
円-助成金額2,000円）
※【お品書き】750g姿かに,
鳥取和牛岩塩プレート焼き,
かにすき一人鍋,かに飯,お刺
身3種盛り,かにみそ,小鉢,香
の物,梨プリン

◎コース 津山9:00-美作9:40-賀露港(買物)-砂丘会館(750g姿かに付き御膳の昼食・買物)
-鳥取砂丘(散策)-わらべ館(見学)-(鳥取道)-美作16:50-津山17:30

ツアー企画利用助成券
（会

員

用）

会員氏名又は番号

プラン番号：F３８

《家族》8,000円(※1名でのご参加は10,000円)
(※内訳 :旅行代金13,800円-国からの支援金4,800
円-助成金額1,000円）

◎コース 津山7:30-真庭8:10-観光センターいずも(昼食)-出雲大社(参拝)一畑薬師(参拝)-お菓子の壽城(買物)-真庭18:00-津山18:40
（一畑薬師は「目の神様」「子どもの無事成長の仏様」をはじめとする諸願に霊験あらたかなお
薬師様です）

ツアー企画利用助成券
（家

族

※御神酒付き
正月限定料理の昼食

用）

会員氏名又は番号

ツアー企画利用助成券
（家

族

用）

会員氏名又は番号

助成額：１，０００円

助成額：１，０００円

※この助成券をツアー企画申込時に
企画した会社に提出してください。

※この助成券をツアー企画申込時に
企画した会社に提出してください。

※この助成券をツアー企画申込時に
企画した会社に提出してください。

有効期限

有効期限

有効期限

助成額：２，０００円

令和3年1月25日まで

津山圏域勤労者互助会
※切り取ってご利用ください

令和3年1月25日まで

津山圏域勤労者互助会

－ 5 －

令和3年1月25日まで

津山圏域勤労者互助会
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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！

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

会員氏名又は番号

※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 １２月２５日（金）まで

利用店舗名

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

白十字津山店
津山市林田151-5
TEL0868-24-7373
対象のケーキ

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。

アンジェ

津山市山北400-4
TEL 0120-24-1819
対象のケーキ
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。

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※台数を限定してい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
になり次第予約受付を締め切
予約方法：電話予約もしくは来店
らせていただく事がございま
受付期間：受付中～１２月２０日
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）

ＷＡＫＡＮＡ
（パティスリーワカナ）
苫田郡鏡野町吉原695-2
TEL0868-54-3721

※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。

フランセ

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

津山市林田町23

TEL0868-22-0228
対象のケーキ

お菓子とパンの店Tetote

ケーキよりお選びください。
※写真はイメージです
※写真はイメージです

対象のケーキ
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

店頭パンフレットのクリスマス

津山市押入955-1
TEL 0868-26-0841

・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：１１月２０日～１２月１０日

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。

お菓子の店
キシモト
津山市加茂町桑原68-8
TEL0868-42-2137
対象のケーキ
店頭のクリスマスケーキ
チラシよりお選びくだい。

GREEN DAYS

津山店

津山市桑下1346-1
TEL 0868-57-8388
※写真はイメージです

予約方法：電話予約もしくは来店
受付期間：１２月１日～１２月１８日

GREEN DAYS
BARN DOOR店
津山市高野本郷1278-3
TEL 0868-26-8388
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対象のケーキ

※写真はイメージです

2020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
予約方法：店頭のみ（完全前金制）
受付期間：受付中～１２月２０日
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ボウリングクーポン券

ツモクボウリング
津山市津山口３３７－７

身近でゆったりできる空間

℡：(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

380円

380円

380円

12:00～18:00

380円

380円

430円

18:00～23:00

430円

430円

430円

■営業時間

時間

月～金曜日

土曜日

日曜日

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230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～5時までの間、お１人様６ゲー
ムまで、1,100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。

新規割引協力店のご案内
白十字津山店さまが新規の割引協力店となりました！
みなさま、ぜひご利用ください。
【割引内容】 バースデーケーキ５％割引（要予約！）
【利用方法】 ご予約の際、互助会会員であることを伝えてください
【割引対象】 会員様とそのご家族
【利用方法】 会計時に会員証を提示
【店舗名】 《白十字 津山店》
詳しくはコチラ
〇住所: 津山市林田151-5
〇TEL: 0868-24-7373
〇営業時間（10:00～19:00) 〇定休日: 元日
※クリスマスケーキのクーポン対象店
にもなっています。（P6参照）

ケーキ以外にもワッフルや四季折々の
スイーツもおすすめのお店です。

※写真はイメージです。
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事業報告（第５４回ごじょかいボウリング大会の結果）
７月１０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：７事業所４８名
個人戦
（男性）

順位

※敬称略 ※( )内スコア
個人戦
（女性）

団体戦

１位

上山 周治 (489) 春名 匡子

２位

池上 晋哉 (365) 石坂 めぐみ (237) 株式会社イマガワ

３位

芦田

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！！

(249) 株式会社廣陽本社

博 (365) 内田 真紀子 (217) 作州かがみの森林組合

《今回の景品》

◎男性個人の部
上山さん（中央）
池上さん（左）
芦田さん（右）

◎女性個人の部
春名さん（中央）
石坂さん（左）
内田さん（右）

◎団体の部（代表者）
廣陽本社さん（中央）
イマガワさん（左）

【男性の部】
1位:ホットプレート
2位:なぎビーフBBQセット
3位:ドライブレコーダー
【団体の部】
1位:アサヒスーパードライ1箱
2位:ドリンク詰合せ1箱
3位:お菓子詰合せ1箱

【女性の部】
1位:炭酸水メーカー
2位:なぎビーフBBQセット
3位:魔法瓶コーヒーメーカー
※その他にも今回は、タニタ体組成計、
エコバッグ、Bluetoothイヤホン、サー
キュレーター等をご用意しました。

作州かがみの森林組合さん

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 ■対 象 者
販売を行います。市価と比べ大変お求 ■申込方法
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
■郵 送 先
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。

■締
切
■商品発送
■取扱業者

今年度
最後のご案内

会 員
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
〒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
令和２年１１月１６日（月） ※必着
１２月中旬（予定）に事業所へ直接送付されます。
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
℡：０１２０－１７０－２２８

会員割引施設の休業・閉館、斡旋の中止等について
◎津山スポーツロッジ弥生荘（宿泊施設） ◎アイスランド津山
◎ユーズボウル津山（ボウリング他）
休業：令和3年3月末まで
今季スケート場開設中止
クーポン券配布中止
◎ウッディハウス加茂（宿泊施設）
休業：令和3年2月末まで
◎東京ディズニーリゾート サンクスフェスティバル開催中止
◎翠山荘（宿泊施設：山口県山口市）
※コーポレートプログラム利用券はご利用いただけます。
閉館：令和3年1月31日
保養所利用補助券申込書よりお申込みください。

楽しみにしていただいていたみなさまには申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
●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
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