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 宝塚歌劇  ト ピ ッ ク 

 会報ごじょかい第１２１号の注目企画！！ 

 

 会員数  ３０５３名 
事業所数  ３２４社 
 (令和３年 ７月１日現在) 

編集発行／津山圏域勤労者互助会  

     

お 知 ら せ  互助会事務局からのお知らせ 

 【チケット等割引斡旋・助成企画等】 

◎ボウリング無料券 

◎家庭用常備薬の斡旋 

◎岡山メルパ・ジョリー東宝映画鑑賞券 

◎全国共通お食事券 「ジェフグルメカード」 

◎各種グルメギフトカード 

◎みまさか農園 ぶどう狩り 

 

【お知らせ】 
◎事務局からのお知らせ 

◎東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム 

◎新規事業所をご紹介ください 

◎全福ネット入院あんしん保険・あんしん労災 

◎全福センターのホームページをご利用ください 

◎アンケート結果 

会報ごしょかい第１２４号の注目企画 

割引協力店、指定保養・宿泊施設について（※4月1日より料金、割引内容等が変更となりました） 

【指定保養・宿泊施設】 

■水前寺共済会館グレーシア（熊本県熊本市） 

 ※料金変更 ：1名1泊朝食付 6,658円～ 

               ➔6,900円～   

■にぎたつ会館（愛媛県松山市） 

 ※料金変更 ：1名1泊2食付  8,000円～ 

               ➔8,600円～ 

■スポーツロッジ弥生荘（津山市） 

 ※解約となりました 

【割引協力店】 

■WAKANA（鏡野町） 

 ※割引内容変更 ：店内商品3%引き 

          ➔バースデーケーキ10%引き※要予約 

■妖精の森ガラス美術館（鏡野町） 

 ※対象人数変更 ：会員・家族 制限無し 

          ➔計5名まで  

■つやま自然のふしぎ館（津山市） 

 ※対象人数変更 ：会員・家族 大人2名＋中学生まで1名 

          ➔計2名まで 

■現代玩具博物館・オルゴール夢館（美作市） 

 ※割引内容変更 ：大人630円➔720円 （※7月1日より） 

 （割引後金額）  ：小人270円➔360円  

■乗馬クラブ クレイン倉敷・クレイン岡山（倉敷市・岡山市） 

 ※割引内容変更 ：3,500円（税抜）➔3,250円（税込） 

  （割引後金額） 

今号の記事について 

今号では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、夏の互助

会バスツアーと旅行会社の企画するバスツアー企画助成の記

事について掲載しておりません。 

また、例年好評企画であるグラスハウスのプール利用券の斡

旋は施設の閉鎖により行いません。 

楽しみにしていただいている皆様には申し訳ありませんが、

何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

プレゼントします 

勤労者互助会事務局より日頃の感謝を込めて図書カード

1,000円分を10名様にプレゼントします。 

【プレゼント応募方法】 

官製はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、事業所、

津山圏域勤労者互助会に対するご意見・ご要望などを必ず

記入し、下記の応募券を必ず貼付のうえ、下記の住所まで

お送りください。 

締切：令和3年7月20(火)必着 

〒708-0022 津山市山下92-1 津山圏域勤労者互助会事務局 
※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。 

 

 応募券 

124号 

応募券はコチラ 
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          ボウリング無料券 利 用 助 成 

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 

10:00～12:00 380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   

 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分ごとに00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～17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。 

 

 

 東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプログラム 
お 知 ら せ 

■補助内容 パークチケット１枚につき 

 会員 １，５００円助成（年度内２回まで） 

 家族 １，０００円助成（年度内１回、２名まで）  

■利用方法   

  ①事前に、互助会事務局へ保養所利用補助券申込書を提出してください。 

 ②互助会事務局からコーポレートプログラム利用券をお渡しします。 

 ③パークチケット購入時にコーポレートプログラム利用券を提出ください。 

  補助額を差し引いた料金でご購入いただけます。 

■利用期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

 

「東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプ

ログラム」利用者専用サイトもご覧ください 

 URL：dcp.go2tdr.com 

©Disney 

※入場日等のスケジュールについては、あらかじめホームページ等でご確認のうえ、購入してください。 
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岡山メルパ・ジョリー東宝映画鑑賞券 割 引 斡 旋 

■対 象 者   会員 
 

■申込方法   購入希望を事業所で取りまとめ、配布の申込用紙に必要事項を記入し、 

        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宛  

        ℡：０８６８－２４－３６３３ 
 

■締  切  令和３年７月２２日（木） ※必着 

         

■商品発送 ８月下旬（予定）に事業所へ直接送付されます。 
 

■取扱業者   あまの創健 津山圏域勤労者互助会係（名古屋市北区五反田町１７８－５） 

              ℡：０１２０－１７０－２２８ 

今年も家庭用常備薬の斡旋を行います。市価に比べ大変お得となっています。 

薬だけでなく特定保健用食品や健康器具、トレーニング用具もあります。 

コロナ対策に除菌グッズ、消毒薬、マスク等もそろえておりますのでぜひご利用ください。 

※詳細については、各事業所配布の「家庭常備薬のあっせんについて」でご確認ください。 

  家庭用常備薬の斡旋  

常備薬品等斡旋 
事業所へ配送！お得に、手軽に♪ 

＜上映作品例＞ 

例年ご好評をいただいている「岡山メルパ・ジョリー東宝映画鑑賞券」。有効期限は来年１月末までです。 

夏休みから春休みまでご使用いただけます。１枚で１回鑑賞できるチケットです。 

申し込みは、各事業所配布の申込書でお願いします。 
■有効期間 

 令和３年８月１日～令和４年１月３１日 

   ※利用日の指定はありません 

区  分 斡旋価格 通常料金 

大 人（大人・大学生） ９００円 １，８００円 

小 人（高校生以下） ７００円 １，０００円 

公開スケジュール（※新型コロナウイルスの影響で変更の可能性があります。） 

申込期限 ７月１６日（金） 

※８月２日以降のお渡しとなります 

【７月】 

「アジアの天使」 

「ブラック・ウィドウ」 

「東京リベンジャーズ」 

「竜とそばかすの姫」 

「仮面ライダーセイバー＋ゼンカイジャー」 

「ジャングル・クルーズ 」 

【８月】 

「キネマの神様」 

「ワイルド・スピード ジェットブレイク」 

「フリー・ガイ」 

「スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結」 

「孤狼の血 ＬＥＶＥＬ２」 

「鳩の撃退法  

【９月】 

「総理の夫」 

「シャン・チー/テン・リングスの伝説  

【１０月】 

「護られなかった者たちへ」 

「００７ ノータイム・トゥ・ダイ」 

「劇場版 ルパンの娘」 

「ＣＵＢＥ」 

「映画 トロピカル～ジュ！プリキュア」 

「老後の資金がありません」  

【１１月】 

「トップガン マーヴェリック」 
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斡旋価格  通常価格 

２，５００円 ３，０００円 

 

 ■内  容 ：１セット ５００円券×６枚 

 ■有効期限 ：無し 

 ■対象店舗例：ガスト、カレーハウスCoCo壱番屋、ココス 

        モスバーガー、吉野家、魚民、バーミヤン 

        ケンタッキーフライドチキン、ジョイフル 

        リンガーハット、サーティワンアイスクリーム など  

 ■取扱店舗  https://www.jfcard.co.jpから確認できます 

 ガスト、モスバーガー、ジョイフルなど全国35,000店舗の加盟店でご利用いただけるお食事券を、   

会員1人につき２セットまで割引斡旋します。有効期限なしの便利な券ですので、是非お申込みください。

申込は、各事業所配布の申込書でお願いします。 

斡旋予定数 ３００セット 

申込期限 

               

７月２３日（金） 
※斡旋予定数を超える申し込みがあった場合は抽選 

※８月１３日（金）以降のお渡し予定 

このステッカーが貼ってあるお店で 

ご利用いただけます 

大好評企画！ 
割 引 斡 旋 全国共通お食事券 「ジェフグルメカード」 

  割 引 斡 旋 各種グルメギフトカード 
（KFC・ 野家・すかいらーく・サーティーワン アイスクリーム） 

名   称 斡旋価格 通常価格 申込単位 

①KFCカード3000 2,300円 3,000円 1枚から 

② 野家プリカ3000 2,300円 3,000円 1枚から 

③すかいらーくご優待券1000 800円 1,000円 5枚から※ 

④サーティーワン アイスクリーム 

 500円ギフト券 
400円 500円 5枚から 

飲食店のテイクアウトや、お世話になった方への贈り物として今回４種のグルメギフトカードの斡旋を行います。 

申込は各事業所に配布の申込書でお願いします。（会員1人につきカードの種類にかかわらず20枚まで割引斡旋します。） 

①KFCカード    ：ケンタッキー・フライド・チキンで利用でき、チャージすることで繰り返し利用できます。 

          ※有効期限：2年、チャージするとさらに2年延長 

② 野家プリカ  ： 野家で利用でき、チャージすることで繰り返し利用できます。 

          ※有効期限：2年、チャージするとさらに2年延長 

③すかいらーく  ：すかいらーく各店（ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ステーキガスト、夢庵等）で利用できます。 

 ご優待券     ※有効期限：180日（券到着後） 

④サーティーワン ：サーティーワン アイスクリームで利用できます。 

  アイスクリーム  ※有効期限：なし 

 ギフト券 

◎申込期限  ７月３０日（金） ※８月３０日（月）以降のお渡し予定                 

※すかいらーくご優待券は申込の総数が50枚に満たない場合は斡旋しません 
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会員氏名又は番号 

 

利用日 

月  日 

お 知 ら せ 

美作農園HP 

利 用 助 成 

 美作市奥585-1      

※2歳未満は無料です 
◎

【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 

ぶどうの種類 大人（中学生以上） 小人（２歳以上） 

ニューベリーA 1,500円 1,200円 

ニューピオーネ 2,000円 1,700円 

シャインマスカット 3,300円 3,000円 

瀬戸ジャイアンツ 2,600円 2,300円 

◎入園料金（ぶどうで作るオリジナル大福付き、下記の金額は税抜表示） 

会員氏名又は番号 

 

みまさか農園 ぶどう狩り 

利用日 

月  日 

■謝礼支給の該当となるのは・・・ 

 未加入の事業所を紹介していただき、新規に加入していただいた場合 

 →入会者数に応じてご紹介者に贈呈します 

■謝礼 

 図書カード（入会者１人当たり１，０００円）  

  例）紹介により新規事業所の方が５人入会した場合、図書カード５，０００円分を贈呈。 

※紹介謝礼の対象は津山圏域勤労者互助会の会員のみです。 

※複数の方から同じ事業所の紹介があった場合は、先着を優先とします。 

新規事業所をご紹介ください！！ 

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いたします。 

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 

【ご連絡先】 津山圏域勤労者互助会事務局 

       Tel：(0868)24-3633  Fax：(0868)22-9647  e-mail：koyou@tvt.ne.jp 
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お 知 ら せ 

津山圏域勤労者互助会が加入している全福センターが実施する「全福ネット入院あんしん保険」2021年度のお申込み

を受け付けています。互助会会員（事業所）さま限定の割安な掛け金で、ご加入いただけ、病気・ケガどちらに対し

ても補償されます。健康状態の告知のみ（医師の審査は不要）で、手軽にご加入いただけます。 

万が一の入院への備えとしてご検討されてみてはいかがでしょうか。 

※保険期間は2021年6月1日から2022年6月1日午後4時までですが、中途加入も可能です(月割り保険料) 

全幅ネット入院あんしん保険・あんしん労災 
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ホーム最終戦！ 
 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全福センター）の 

 ホームページをご利用ください！ 
お 知 ら せ 

ホームページアドレス：【http://www.zenpuku.or.jp 】 もしくは【全福センター】で検索 

ログインＩＤ：【cs】 パスワード：【zenpuku】    ※すべて英数小文字半角で入力 

津山圏域勤労者互助会は、一般財団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター会員です。 

互助会の会員証で会員と家族は全福センターの協定施設や企業の割引特典が受けられます。 

【期間限定発売】 

･50枚×2箱  1,900円（税・送料込） 

･50枚×40箱 31,600円（税・送料込） 
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今回は、貴重なご意見を多数頂戴することができました。 今後はこれらのご意見

を参考に、よりご期待にお応えできるように注力して参ります。  

●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 

   

 互助会アンケート結果について お 知 ら せ 

（令和2年9月～10月実施：回答数103名 ※未回答も含む） 

《良かった点について》 
・隔年であるが人間ドックの助成は助かる（助成があるので追加の検査もできる）（14名） 

・インフルエンザ助成が毎年助かる（毎年受けている、社員みんなで受けている、助成金額も 

 多い）（16名） 

・チケット斡旋は安く買えるのでよい（グルメカード、利用券、レオマワールド等）（6名） 

・家庭用常備薬が安く買える（6名） 

・バスツアー（劇団四季・ディズニー・吉本新喜劇等）は格安で行けるのでよいきっかけになる 

 （楽しい、家族も喜んでいる、チケットが取りにくいものも行けてよい）（8名） 

・結婚・出産・永年勤続・見舞金等の給付金があり、家族や従業員も喜んでいる（26名） 

・保養所利用助成で安く利用できてよかった（7名） 

・利用助成があってよかった（3名） 

・クリスマスケーキ助成はよかった（1名） 

・クーポン・割引施設がありうれしい（今まで行かなかった所も行ける、家族と行ける）（4名） 

・テーブルマナー教室はよい経験ができた（1名） 

・ボウリング大会が楽しかった、励みになる（3名） 

・社員の福利厚生になる（1名） 

・早く優しく対応してくれて助かる（給付対象の連絡もあり申請漏れが無い）（3名） 

《悪かった点について》 
・人間ドック・健康診断の給付を毎年にしてほしい（特定検診の幅を広げてほしい）（4名） 

・サービス内容や割引協力店、給付の申請方法等がわかりにくいので、簡略化やネットでの広報 

 やガイドブックの更新をして欲しい（10名） 

・割引協力店を増やしてほしい（ショッピングモール、大手チェーン、テイクアウト等も使える 

 様に、子供が遊べる施設やテーマパークも現状では魅力が無い）（16名） 

・映画館をもっと増やしてほしい（1名） 

・チケット斡旋の種類が少ない（1名） 

・家庭用常備薬の種類を増やしてほしい（1名） 

・コロナで影響を受けているところの補助をしてほしい（1名） 

・チケットが欲しいが取りに行けない、送ってほしい、振込にしてほしい（2名） 

・バスツアーの種類や日程を変えてほしい（休めない、違うジャンルも見たい）（2名） 

・ボウリング大会を2名から参加させてほしい（1名） 

・割引が少額で利用してない、利用人数を限定してでも割引額を大きくしてほしい（1名） 

・独自の助成券や、助成額の増加、会員証やサービスのデジタル化等をしてほしい（3名） 

・コロナの影響でイベント中止が多く残念（1名） 

・インフルエンザ助成を就学するまでは子供にも適応してほしい（1名） 

・HPをもっと充実させてほしい（1名） 

 

《その他のご意見》※一部抜粋 
・ツアーの種類を増やしてほしい（沖縄、カニ食べ放題、スノボ、水上 

 アスレチック等の新しい企画も）（6名） 

・割引協力店を増やしてほしい（県外のテーマパーク、近隣の居酒屋、 

 遊べる施設等）（10名） 

・給付金の種類を増やしてほしい（還暦祝い、永年勤続の増加等）（2名） 

・コロナ関連の助成をしてほしい（PCR、ワクチン、衛生用品、テイク 

 アウト、おとりよせ等）（6名） 

・新たなチケットやクーポン（クリスマス以外のケーキ、お試し券、 

 音楽、宅配の食事券等）（7名） 

・コロナが終息したら新しいサービスやツアー（コロナ対策して）を考え 

 てほしいし参加したい（6名） 

・コロナのためイベント等の中止が続き残念だ（3名） 

・今後もよりよいサービスを提供してほしい（3名） 

・クーポンや割引は助かっている（ケーキ、ディズニー、テーマパーク 

 等）出かける際も参考にしている（3名） 

・取扱店を分かりやすくしてほしい（店にステッカーを貼る等）（1名）  

・趣味の会（料理教室、陶芸教室等）を開いてほしい（1名） 

・温泉施設の入浴割引があればよいと思う（1名）  

・ネットを利用した案内で紙を減らしてコスト削減や省力化もする（1名）  

ご協力ありがとうございました 

互助会サービスへの満足度について 

※0～100％で回答 

互助会アンケート集計結果 

利用したことのあるサービス（複数回答） 

メリットを感じるサービスについて（3つまで選択） 


