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勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― 亀山PＡ ― 伊勢西ＩＣ 
― 土産センター王将（買物） ― 山安水産（昼食） ― 
伊勢神宮内宮・おかげ横丁（自由行動） ― 伊勢西ＩＣ ― 
亀山ＰＡ ― 岡崎ＩＣ ―  勤労文化センター

【
旅
の
ポ
イ
ン
ト
】

★昼食／・焼きかき食べ放題（90分）
　　　　・季節の炊き込みご飯
　　　　・味噌汁
　　　　・お漬物
★伊勢神宮内宮参拝・おかげ横丁散策

●日　　程／１月７日（日）
●募集人数／40名《最小催行人数30名》
●参加料金／

共済会でお渡ししている各種割引チケット等のご利用は、会員と登録家族（生計を一つにしている家族）の方のみとなって
おります。皆様の貴重な会費で運営しております。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

初めによくお読みください共済会ニュース内容の申込について共済会ニュース内容の申込について

◎旅行企画・実施　 名鉄観光バス株式会社 岡崎支店　観光庁長官登録旅行業  第１８５７号　（社）日本旅行業協会正会員
　　　　　　　　　　　〒４４４－０８１１　愛知県岡崎市大西町字渕田１９－１

《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-65-5445  FAX：0564-65-5446

【重要】【重要】 ツアーお申込みと参加費のお支払い先は、直接旅行会社へとなります！ツアーお申込みと参加費のお支払い先は、直接旅行会社へとなります！
なお、お申込み後の参加に関する決定通知は、共済会よりＦＡＸさせていただきます。

※食べ放題会場は、食材の持ち込みが可能です。
※かき小屋では飲料の十分なサービスはございません。ペットボトル飲

料等をご用意ください。
※申込多数の場合は抽選。　　※旅行保険代込の金額です。
※一般の方のみでの参加はできません。
※このツアーは旅行傷害保険に加入して実施します。申込者以外の方は

保険の対象外となり、参加することはできません。催行前にやむを得
ず変更になる場合は事前にお知らせ下さい。

※奇数人数でのお申し込みは相席になる場合があります。
※道路状況等により、行程や予定時刻が変更になる場合がございます。

6,506,506,506,506,506,506,506,506,506,506,506,506,506,500000000000円円円円6,500円6,500円
登録家族 7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000円円円円7,000円7,000円

一般同伴者 8,6808,6808,6808,6808,6808,6808,6808,6808,6808,6808,6808,6808,6808,680円円円円8,680円8,680円

会　員

下記旅行会社へ
ＦＡＸ申込かき小屋 焼きかき食べ放題と

伊勢神宮内宮参拝
かき小屋 焼きかき食べ放題と
伊勢神宮内宮参拝
かきの食べ放題と伊勢神宮初詣は
いかがでしょうか。

19：0017：30/17：45 19：15

検索岡崎幸田勤労者共済会★ニュースはホームページからもご覧いただけます！

⑤ チケット発注に関して・・・FAX申込のものは申込のあった数、も
しくは当選数のみの発注となり、共済会で余分に確保はしてお
りません。また、発注後のキャンセル、席種や日時等の変更も
できません。

⑥ 申込用紙・・・共済会ホームページからダウンロードできます。お
電話をいただければこちらからFAXもいたします。

⑦ チケットの座席について・・・すべてのチケット類の座席の指定はで
きません。車椅子の席が必要な方は必ず事前にご連絡ください。

① FAX申込 ・・・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。
② 窓口販売 ・・・共済会事務局窓口で販売いたします。
③ 申込受付期間について・・・毎月「１日～20日」が申込受付期間

となります（別に記載されている場合はそちらが優先）。
④ 斡旋数について・・・コンサートやその他公演等のチケットの申込上限

は一人4枚までとなっております（別に記載されているものを除く）。
　  ※販売元の状況及び申込状況によっては抽選となる場合がございます。

No.422 12
2017（平成29年）

平成29年11月１日現在
事業所数：737社 会員数：7,849名
※表示金額は、すべて消費税込みの金額です。

公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会
岡崎市美合町五本松68番地12
TEL.54－8495　FAX.54－8475

共済会ニュース

イメージ

イメージ
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窓口申込

●料　　金／1セット（2人前）　700円（通常1,400円）
●申込期間／１２月1日（金）より共済会窓口受付にて　※共済会窓口でのお支払いとなります。
●受取店舗／若松店・矢作店・上里店・欠町店
●受取日時／１２月３１日（日）　１４時～１８時までの３０分毎
●購入資格／会員のみ（４セットまで）
※申込希望の方は会員証持参のうえ、共済会窓口までお越しいただき、鐘庵年越しそば注文書に

必要事項をご記入ください。
※引換店、引換時間をご指定ください。
※引換当日は、指定店舗の指定時間に共済会の領収済注文書と引き換えで、商品をお受取りください。

　鐘庵特製のコシのある細麺と、日本海の小魚からだしをとり、京都丹波の名水で仕上げたつゆは
絶品です。桜えびのかき揚げを添えてお召し上がりください。少し贅沢な本格派の年越しそばです。
※鐘庵年越しそばはご家庭でお作りいただくそばです（作り方つき）

期間中
窓口配布

いちご狩りの季節です！共済会事務局窓口にて、割引利用券をお渡しいたします。
会員証を持って、共済会事務局窓口までお越しください。
いちご狩りの季節です！共済会事務局窓口にて、割引利用券をお渡しいたします。
会員証を持って、共済会事務局窓口までお越しください。

渥美のいちご狩り  割引利用券渥美のいちご狩り  割引利用券

※必ず予約をしてからお出掛け下さい。
※割引利用券は、共済会事務局の窓口でお渡しします。会員証を持参の上お越し下さい。
※お渡しできる枚数は、1回につき会員と登録家族人数２回分まで。
※［バーベキュー］１人前／牛肉＋豚トロ＋ソーセージ２本、野菜の盛り合わせ、
　　　　　　　　　　　 焼きおにぎり１個、大あさり
　　　　　　　　　　　 ※お飲物は各自ご用意ください。お肉などは持ち込み不可

一　般
（小学生以上）

幼　児
（３歳～）

一　般
（小学生以上）

幼　児
（３歳～）

一　般
（小学生以上）

幼　児
（３歳～）

幼　児
（5歳以下）

大　人

幼　児
（5歳以下）

大　人

幼　児
（5歳以下）

大　人

どなたも

12月１日

～

１月４日
１月５日

～

３月21日
３月２2日

～

５月31日

１月11日

～

２月末
３月１日

～

３月31日
４月１日

～

５月上旬

入場料１００円、収穫した野菜を購入

1,8００円要予約バーベキュー 1,400円

6００円 200円

1,0００円 500円

6００円 200円

1,3００円 800円

6００円 200円

1,5００円 1,100円

1,0００円 700円

1,5００円 1,200円

1,2００円 900円

1,7００円 1,400円

1,5００円 1,200円

2,0００円 1,700円
一般料金区　分利用期間品　種施設名 共済会料金

お陽様農園
★安心、安全にこだわって栽培し
たおいしいイチゴをぜひどうぞ★
田原市中山町論場２３４

（☎：０５３１－３７－１３１２）
http://www.sunny-garden-
company.jp/
営業時間／１０：００～１６：００
※制限時間は３０分程度
※３歳未満は無料です。

日研農園
田原市堀切町瀬古畑６５番地

（☎：０５３１－３５－６８５４）
http://www.nikken-n.com/

●紅ほっぺ
（甘味と酸味のバラ
ンスのとれた美味
しいイチゴです）
●かなみひめ

（爽やかな甘味の
広がる新品種のイ
チゴです）

●章姫
（ 酸 味 が 少 な く
ジューシーで甘い
イチゴです）

野菜の収穫体験（　　　　　　　　　  ）

全国共通お食事券 『ジェフグルメカード』の斡旋全国共通お食事券 『ジェフグルメカード』の斡旋
おまたせしました！ジェフグルメカードの斡旋のご案内です。

≪（株）ジェフグルメカード≫　

■斡旋枚数／５００組（１枚５００円で１０枚１組）
■斡旋価格／４，３００円　（一般：５，０００円）
■購入資格／会員のみ（１人３セットまで）  ※応募多数の場合は抽選
　　※有効期限はありません。 ※利用可能店舗について詳しくは、ＨＰをご覧下さい。

【ホームページ／http://www.jfcard.co.jp/】

◆有名ファミレス、ＣｏＣｏ壱番屋、吉野家、モスバーガー、ケンタッキー、サーティワンアイス、岡崎西武の
レストラン＆カフェ、その他全国３５，０００店舗、岡崎市内約７０店舗でご利用いただけます。

FAX申込

キャベツ・にんじん・ブロッコリー・ジャガイモ・
白菜・大根・ゴボウ・セロリなど
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１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。

第拾七回　甲山落語会
日時／１月２７日（土） １４：００開演
会場／岡崎市甲山会館
席種／全席指定　２，５００円
　　　（一般前売：３，０００円）
※未就学児の入場不可
★古典落語をじわりと聞かせ、どんな落語でもジャンル
を問わず、自然に落語の世界へ引き込んでしまう。今、最
もチケットが取りにくい落語家の1人、『柳家三三』（やな
ぎや　さんざ）師匠が6年ぶりに甲山落語会に登場！
その他、色物として三味線弾きの『柳家そのじ』、二つ目
の『春風亭柳若』さんにも出演していただきます。

ＦＡＸ申込

≪岡崎パブリックサービス≫　

≪チケットぴあ≫　

ミュージカル「HEADS UP！」
日時／２月１５日（木）　１９：００開演
会場／刈谷市総合文化センター アイリス大ホール
席種／S席 ９，３００円（一般：１０，８００円）
※未就学児童入場不可

［出演者等］原案・作詞・演出：ラサール石井　脚本：倉持 裕　出演：哀川 翔　相葉
裕樹　橋本じゅん　青木さやか　池田純矢　大空ゆうひ　中川晃教 ほか
★ミュージカル「HEADS UP！」は、日本のオリジナルミュージカルです。初演時は
幕が開くや否やその評判が口コミで広がり、大盛況のなか幕を閉じました。いわゆる

“バックステージもの”で業界あるあるやお仕事あるあるといったエッジのきいた笑い
をミュージカルファンのみならず全てのエンタメファン、ひいては、誰かの為に懸命に働くすべての大人に贈ります！

『また観たい！』との声にお応えし、待望の再演決定！！一度聴いたら忘れられないメロディーと、エスプリの効いた笑い
にドタバタコメディー、そして登場人物の心情を描き出す緻密さが、見事な化学反応を起こす。ミュージカルファンだ
けでなく全てのエンタメファン、そして裏舞台で懸命に働く大人全てに向けた人間賛歌です！

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

Japanese Musical　戯伝写楽　2018
日時／２月７日（水）  １８：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
席種／全席指定　９，０００円（一般：１１，０００円）
※未就学児童入場不可

［出演者］橋本さとし、中川翔子、小西遼生、壮一帆、
東山義久、山崎樹範、吉野圭吾、村井國男　他
★あのミュージカルが帰って来る！写楽が歌い、歌麿が
笑い、一九が躍る――たった10ヶ月の間に、145点余
の作品を残し忽然と消えた浮世絵師・東洲斎写楽。その

謎にせまりながら寛政の時代に己の才能のまま、熱く自由に生きる芸術家
たちの姿を等身大の人間として描いたJapanese Musical『戯伝写楽』。
華やかで愉快なミュージカルを、どうぞお楽しみに。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

TAHITI ORA JAPAN TOUR 2018
日時／３月２４日（土）
　　　１７：００開演
会場／ウインクあいち
席種／S席　９，５００円
　　　（一般：１１，０００円）
※未就学児童入場不可
★タヒチより総勢３０名のダンサー＆

ミュージシャン！幻想的で迫力満点のスペクタクルステージを目撃せよ！
フランス１０都市公演で25,000人を動員したタヒチアンダンスショー！
伝統と革新を追求した究極のタヒチアンステージを見逃すな！眩いまで
に美しいヴァヒネ(女性)、鋼のような体をもつタネ(男性)。エキゾチックな
美、色、そして喜びをご堪能ください。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

ミュージカル　ジキル＆ハイド
日時／３月２４日（土）　１７：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席 １１，０００円（一般：１３，０００円）
※未就学児入場不可

［出演者］石丸幹二　笹本玲奈　宮澤エマ　田代
万里生　畠中洋　花王おさむ　福井貴一　他
★ミュージカル界に新たな歴史を刻んだ『ジキル
＆ハイド』。新キャストを迎え衝撃のミュージカルが
蘇る。愛と欲望の狭間で苛まれる難役で再び観客

を魅了する石丸幹二、妖艶な娼婦役という新境地に挑む笹本玲奈、そ
してジキル氏の婚約者役で新たな風を吹き込む宮澤エマと、日本
ミュージカル界屈指の歌唱力を誇る才能が豪華競演！

ＦＡＸ申込 神韻２０１８　日本公演
日時／４月２５日（水）　１９：００開演
　　　４月２６日（木）　１４：００開演
会場／センチュリーホール
席種／SS席 １７，０００円（一般：２０，０００円） ※未就学児入場不可。
★中国古典舞踊の最高峰―神韻。ニューヨークより日本六都市にて巡演決定。
中国古典舞踊の一流アーティストたちが、真の中国神伝文化を復興させ世界の人々と分か
ち合いたい、という願いのもとにニューヨークに集まりました。「神韻」とは「神々の美しい
踊り」を意味します。今シーズンで12年目を迎える神韻芸術団（米国）の世界公演は、中国

古典舞踊の神髄を余すところなくお見せします。ステージ上で繰り広げられる多種多様な技巧と豊かな表現力は、これ
まで数百万の観客を魅了してきました。舞踊の主人公は、天空を駆けるいたずら好きな孫悟空から、道徳経を授ける老
子、はたまた「蘭亭の序」を書き下ろす書聖の王義之や、草船で矢を拝借する名軍師・諸葛孔明まで目白押し。中国五千
年の歴史を賑わせた様々な人物が、神韻の舞台にいきいきと登場します。そして、そのすべてを際立たせる華麗な衣装
とバックスクリーン。さらには中国楽器とオーケストラの絶妙なコラボによる伴奏にも思わずうなるはず。神韻でしか見
られない「視覚と聴覚の饗宴」をぜひ生でご覧ください。　 公演時間：約2時間15分（休憩含む）

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／２月１２日（月・休）　１４：００開演
会場／三井住友海上しらかわホール
席種／全席指定　５，４００円（一般：６，４８０円）
※未就学児童入場不可

［出演者・プログラム］【出演】加古 隆（Pf）相川麻里子（Vl）南かおり（Vla）植木昭雄（Vc）
【演奏曲目】◆映画音楽より◆ 散り椿（2018年公開）　阿弥陀堂だより　エヴェレスト～
神々の山嶺　最期の忠臣蔵　博士の愛した数式　蜩ノ記　他　◆「映像の世紀」組曲より

◆ パリは燃えているか　神のパッサカリア　他　アヴェ･マリア　熊野古道　それぞれの海　黄昏のワルツ　テンペスト
★「目にも耳にも美しいステージ」とヨーロッパで絶賛された加古隆クァルテットによる「ベスト・コンサート」！数々の映画
祭で音楽賞を受賞した加古隆の映画音楽の名曲を一同にまとめ、また特別に、2018年夏公開予定の映画「散り椿」（木村
大作監督、岡田准一主演）のテーマ曲を、公開に先立って初演致します。更に、NHKスペシャル「映像の世紀」のテーマ曲

「パリは燃えているか」など代表曲の数々を網羅した、最高のプログラムをお楽しみ下さい。

ＦＡＸ申込

席種／S席 ７，７００円（一般：８，６４０円）
※３歳以上有料
★イエス・キリストが十字架にかけられるまでの最後の7日
間を描いた鮮烈なロックミュージカル。『オペラ座の怪人』

『キャッツ』で知られるアンドリュー・ロイド＝ウェバーが作曲を
行い、作詞は『美女と野獣』『ライオンキング』などを手掛ける
ティム・ライスという豪華コンビ。ミュージカル界の重鎮であ
る2人は本作で鮮烈なデビューを飾り、当時若き天才の出現
に世界が驚嘆した衝撃のミュージカル。

劇団四季『ジーザス・クライスト＝スーパースター』
《エルサレム・バージョン》　

≪チケットぴあ≫　

ＦＵＮ　ＨＯＭＥ　ファン・ホーム　ある家族の悲喜劇
日時／３月１０日（土）　１６：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
席種／全席指定 ８，８００円（一般：１０，５００円）
※未就学児童入場不可　※都合により出演者が変更になる場合がございます。

［出演者］瀬奈じゅん、吉原光夫、大原櫻子、紺野まひる、上口耕平、横田美紀 ほか
★気鋭の演出家、小川絵梨子が描く、家族の別れと再生、そして希望――。
父が自殺した時と同じ年齢43歳になったアリソンは回想する。父はなぜ死んだのか？レ
ズビアンだとカミングアウトした私にその原因があったのではないか？葬儀屋

（FUNERAL HOME）を営むある家族の楽しかった日常に深く沈む真実を描き、高い評
価を得たアリソン・ベクダルの自伝的なグラフィックノベルを基に、軽快でどこか懐かし

いメロディと、３つの時代を行き来する重層的な作劇と休憩なしの一幕物で観るものを一気にその世界に引き込み、2015年ト
ニー賞®ミュージカル作品賞を含む主要5部門を獲得した最新ブロードウェイミュージカルが待望の日本初上陸。娘にとって、最
も近くて遠い存在「父」の死の理由を探す旅は、普遍的で心に突き刺さる、現代に生きる私たち自身の物語だ。気鋭の演出家・小
川絵梨子の手により、2018年新春、劇場に清々しい解放と充足が満ち溢れる新たな名作が誕生する。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

とよた寄席
日時／２月４日（日）  １４：００開演
会場／豊田市民文化会館小ホール
席種／全席指定
　　　一般　２，８００円
　　　（一般：３，５００円）
　　　学生　１，６００円
　　　（一般：２，０００円）
※未就学児入場はご遠慮ください　
★バラエティー生活笑百科でお
なじみ！桂吉弥独演会。その他、桂
しん吉、桂弥っこ。

ＦＡＸ申込

≪公益財団法人豊田市文化振興財団≫　

≪チケットぴあ≫　

加古隆コンサート2018 「クァルテット･ベスト」
～加古隆クァルテットが奏でる　映画音楽セレクション～

ＦＡＸ申込
時 間公演日

14：00
19：002月27日（火）

3月 9 日（金）

会　場

穂の国とよはし藝術劇場 ＰＬＡＴ 主ホール
刈谷市総合文化センターアイリス大ホール
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１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。

ウイスキーラバーズ名古屋２０１８
日時／１月２１日（日） １１：００～１７：００
会場／名古屋市中小企業振興会館２Ｆ（吹上ホール） 第１ファッション館
席種／前売入場券　３，１００円（一般：３，５００円）
※アルコールイベントの為、未成年者の入場不可。（保護者同伴でも不可。）ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
★｢全てのウイスキーラバーのためのウイスキーラバーたちによる祭典がふたたび、幕を開ける！｣名古屋での
開催が2回目となる、ウイスキーの祭典『ウイスキーラバーズ名古屋2018』 Whisk(e)y Lovers. 文字通り、 
ウイスキーラバーのための ウイスキーラバーがつくる ウイスキーラバーの祭典です。ウイスキー初心者のため
のコンシェルジュ（ご案内）サービスや、ツアコンサービスを設け、ビギナーの方でも必ずお楽しみいただけます！
昨年より会場の広さが約２倍、天井も高くなり、ブースの数も６０区画から約９０画に増えます。ゆったりとしたス
ペースで新たな出会いとスケールアップした各コーナーをお楽しみください。

※前売券にはフェスグラスとストラップが付いてき
ます。（当日券にはありません）

※前売券が完売いたしますと当日券の発行は行い
ません。ご了承ください。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

ＢＥＧＩＮ
日時／２月２４日（土）
　　　１７：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール
席種／全指定席 一般 ５，８００円
　　　（一般：６，５００円）
　　　小・中学生 １，６００円
　　　（一般：２，０００円）

※未就学児童は大人1名につき1名膝上鑑賞可。座席が必要な場合は有料
※未就学児童・小学生は、当日、保護者同伴で入場して頂きます。
※小中学生は、当日入場時に身分証明書(保険証や学生証など)を確認させて頂く場合がございます。
★ＢＩＧＩＮ　コンサート　２０１８

ＦＡＸ申込

新山　詩織
日時／２月３日（土）
　　　１８：００開演
会場／ボトムライン
席種／全自由　３，６００円
　　　（一般：４，０００円）　
※入場時ドリンク代 500円別途必要
※６歳以上有料/５歳以下入場不可
★新山詩織 ライブツアー2018

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

DEAN FUJIOKA
日時／２月４日（日）
　　　１７：３０開演
会場／名古屋国際会議場
　　　センチュリーホール
席種／全指定席　７，２００円
　　　（一般：８，０００円）　
※４歳以上有料/３歳以下膝上鑑賞無料。
お席が必要な場合は有料
★DEAN FUJIOKA 1st Japan 
Tour “History In The Making 
2018”

ＦＡＸ申込

中島みゆきリスペクトライブ２０１８「歌縁」
日時／２月２５日（日）
　　　１７：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール
席種／全指定席　６，８００円
　　　（一般：８，０００円）
※未就学児入場不可
★［出演］クミコ / 研ナオコ / 
中村 中 / 新妻聖子
※中島みゆきの出演はありません。

ＦＡＸ申込

村治　佳織
日時／３月７日（水）
　　　１９：００開演
会場／今池ガスホール
席種／全指定席　5,0００円
　　　（一般：５，６００円）
※３歳以上有料
★村治佳織「5つの転機」

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

槇原　敬之
日時／３月１１日（日）
　　　１７：００開演
会場／名古屋国際会議場
　　　センチュリーホール
席種／全指定席　７，０００円
　　　（一般：７，８００円）　
※４歳以上有料/３歳以下膝上鑑賞無料。
お席が必要な場合は有料
★Makihara Noriyuki Concert 
Tour 2018 "TIME TRAVELING 
TOUR" 1st. Season

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

音市音座 2018
日時／３月３日（土）
　　　１７：３０開演
会場／日本ガイシホール
席種／全指定席　４，９００円
　　　（一般：５，９４０円）
※未就学児入場不可
★スターダスト☆レビュー / 他

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

浜崎　あゆみ
日時／１月３０日（火）
　　　１９：００開演
会場／名古屋国際会議場
　　　センチュリーホール
席種／全指定席　７，９００円
　　　（一般：８，８００円）　
※３歳以上有料/２歳以下膝上鑑賞無
料。お席が必要な場合は有料
★ayumi hamasaki 『Just 
the beginning -20- TOUR 
2017』

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

日時／３月３０日（金） １８：３０開演
会場／蒲郡市民会館　大ホール
席種／全席指定　１，５００円
　　　（一般前売：２，０００円）　
※未就学児童の同伴・入場はご遠慮ください。

★主な予定曲目／
神田川・妹・夢一夜 他

「宝くじまちの音楽会」 南こうせつwithウー・ファン
～心のうたコンサート～

≪蒲郡市≫　

ＦＡＸ申込

申込締切：12月11日（月） 申込締切：12月13日（水）

申込締切：12月11日（月）

申込締切：12月4日（月）

申込締切：12月11日（月）
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伊勢神宮初詣割引きっぷ伊勢神宮初詣割引きっぷ伊勢神宮初詣割引きっぷ伊勢神宮初詣割引きっぷ伊勢神宮初詣割引きっぷ ＦＡＸ申込

高橋精肉店の年末用お肉の斡旋高橋精肉店の年末用お肉の斡旋
毎年大好評の大変美味しいお肉です！
昨今の牛肉価格高騰にも何とかこの価格でのご提供です。

窓口申込

★三河産黒毛和牛霜降（ロース、肩ロース）すき焼き用 500ｇパック　●斡旋価格／5,500円
★三河産牛赤身すき焼き用 750ｇパック　●斡旋価格／4,500円
●申込期間／１2月1日（金）～12月20日（水）　共済会窓口で受付
◎お支払いは共済会窓口となります。なお、お肉のギフト券は使用できません。
●申込資格／会員のみ 一人２パックまで
●お肉お渡し日時／１２月２7日（水）　１３：００～１７：００

●補　　足／お申し込みをされ方へ、共済会発行の『お肉引換券』をお渡しいたします。１２/２７に、この引換券を持って高橋精肉店アロー店まで
引換にご来店ください。また、生ものですのでキャンセル等はお受けできません。ご了承のうえ、お申し込み下さい。

岡崎市中町５丁目８－４
(中町バス停前)
ショッピングセンターアロー
１Fフロア　北側　（駐車場有）
高橋精肉店アロー店　☎２１－４７５５

引
換
場
所

中町6丁目

両町3丁目

両町2丁目

蓬莱町1丁目

中町5丁目東

若宮1丁目東

朝日町3丁目

岡崎げんき館

ドラッグ
スギヤマ

サンクス

山中産婦人科

せきれい
ホール

★

N

ショッピングセンター
アロー
ショッピングセンター
アロー

1

伝馬通

往復乗車券・特急券、松坂駅～賢島駅間のフリー区間乗車券および特急券引換券に、
観光施設の割引特典もセットになったお得なきっぷです。伊勢神宮ご参拝後、鳥羽・
志摩の観光もお楽しみいただけます。

申込締切：12月15日（金）

●券　　種／往復特急券付　東海版・（発駅）近鉄名古屋～近鉄蟹江
●斡旋価格／４，０００円（一般価格：４，７００円）　　●購入資格／会員のみ　一人２セットまで
●利用期間／１２月３０日（土）～１月３１日（水）　　●有効期間／開始日から連続３日間
★通常、近鉄名古屋～伊勢市までの往復は５，５４０円（特急料金含む）です。
●申込時の注意／日付指定となりますので、申込時に利用日を指定してください。
●スケジュール／チケットのお渡しは１２月２１日からを予定しております。

◆券　　種／１DAYパスポート（日付指定なし） 
　　　　　　［有効期限］発券から３ヵ月
◆斡旋価格／おとな（１３歳以上） 5,7００円（一般価格：６，９００円）
　　　　　　こども（３歳～１２歳）  ４，3００円（一般価格：５，３００円）
　　　　　　親子1DAYパスポート ６，４００円（一般価格：６，９００円）
　★親子1DAYパスポートは実際１２，２００円相当で、とっても
　　お得なチケットです！
　　　　　　　　※大人、小人２枚１組で同時入場必須。
◆申込資格／会員のみ　一人計４枚（または親子４組）
◆スケジュール／発券は１２月１７日前後、お渡しは２１日頃からを予

定。（スケジュールが遅れる場合もありますので、ご
了承の上お申し込みください）

LEGOLAND®Japan  １DAYパスポートの斡旋LEGOLAND®Japan  １DAYパスポートの斡旋
　日本初！平成２９年４月に名古屋市港区にオープン
しました「LEGOLAND®Japan」チケットです！
　この機会にぜひご利用ください。

ＦＡＸ申込

≪LEGOAND®Japan（株）≫　

申込締切：12月10日（日）

高橋精肉店の
年末用お肉

（注意事項）　　本チケットは、通常営業時間帯のみ利用できるものとする。別途チケットが必要な特別有料イベント及び特別営業時間帯には利用できない。
本施設は休園日を設定している。また、本施設は、天候不順や施設管理等の理由で、予告なく臨時休園、営業時間の短縮、営業の一部休止を行うことがある。さ
らに、本施設は、技術上又は運営上等の理由により、アトラクション内の展示物や設備等を予告なく変更、閉鎖又は撤去する場合がある。加えて、本施設は、特別
な理由・説明なしに、入園の制限する場合もある。これらの場合であっても本チケットの取消又は払い戻しはしないものとする。

ロース肉　イメージロース肉　イメージ

赤身　イメージ赤身　イメージ
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窓口申込申込締切：12月15日（金）

■申込期間／１２月１日（金）～１２月１５日（金）　共済会窓口で受付
■お支払いについて／共済会窓口にて、代金をお支払い頂き、その際にチケッ

トを発行いたします。チケット発行後のキャンセルはできません
ので、ご了承の上、お申し込みください。

■斡旋価格／オードブルA【大】　４～６人前 ３，８００円（一般：４，８０６円）
　　　　　　オードブルA【小】　３～５人前 ２，３００円（一般：２，８０８円）
　　　　　　米粉竜田チキン・米粉黒酢チキン 　４００円（一般：　５９８円）
　　　　　　海老フライ＆米粉竜田チキン  　５５０円（一般：　７５３円）
■申込可能数／オードブルA　各１セットまで、チキンは計３セットまで ■申込資格／会員のみ
■お渡し日について／１２月19日（火）～３１日（日）の間  ■予約開始日／12月17日（日）より
■詳　　細／ご希望の受け渡し日の２日前までに大戸屋岡崎店・大戸屋岡崎南店までお電話にてご予約いただき、商品受取

時に共済会で発行したチケットをお渡しください。予約時には共済会のチケット使用の旨をお伝えください。
■特　　典／オードブルA【大】を購入の方には大戸屋岡崎店・大戸屋岡崎南店で使用できる食事券を１セットにつき１枚

プレゼント！
■予 約 先／岡 崎 店　岡崎市井田西町１－１１  　☎：0564-26-3138
　　　　　　　　　　　営業時間／11:00～23:00
　　　　　　岡崎南店　岡崎市法性寺町猿待５４番地 　☎：0564-72-5255
　　　　　　　　　　　営業時間／11:00～23:00

大戸屋“オードブル盛り合わせ”と“チキン”
クリスマスや大晦日に大戸屋のチキンと
手作りオードブル盛り合わせはいかがでしょうか？ 

※写真はイメージです

1 2 6 8
公益財団法人
岡崎幸田勤労者共済会

●ご利用期間／２０１７年１２月１日（金）～１２月２９日（金）の平日および
　　　　　　　２０１８年１月５日（金）～２月２８日（水）の全日
共済会事務局窓口でお渡ししている「コーポレートプログラム利用券」をお持ちの方は、あわせてご利用
いただけます！
コーポレートプログラムメンバーサイト
★http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/dcp/user/

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート　

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート　

≪タニザワフーズ(株)≫　

窓口申込申込締切：12月15日（金）

申込資格／会員のみ

オードブルA【大】

オードブルA【小】
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スキー場 割引情報スキー場 割引情報
参考料金（抜粋） ※料金は大人平日１日券。

　この他にも割引区分あります。
※料金は大人平日１日券。
　この他にも割引区分あります。

エリア スキー場 一般料金 割引料金 その他

岐阜

めいほうスキー場 4,500円 3,500円 特日（土日祝・12/30～1/3）は別割引。現地にて中高生割とシニア割があります。全日3,500円。

ひるがの高原スキー場 5,000円 3,700円 全日リフト1日券＋食事券。小人（18才以下）割引有。オープニング・ファイナルの割引期
間中のご利用はできません。レディースデー（毎週木曜日・1/4除く）女性リフト無料。

高鷲スノーパーク 4,900円 3,500円 ダイナランドも滑走可能。天候、積雪状況、リフト運行状況により、高鷲スノーパークとダ
イナランドが往来できない場合がございます。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

ホワイトピアたかす 4,100円 3,000円 特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。オープニング・ファイナル期間のご利用
はできません。共通一日券は鷲ヶ岳スキー場との共通券となります。

ダイナランド 4,900円 3,500円
毎週水曜日レディースデー女性無料。オープニング、ファイナルなどの特別割引期間中は除く。高鷲スノーパー
クも滑走可能。天候、積雪状況、リフト運行状況などにより、ダイナランドと高鷲スノーパークが往来できない場
合がございます。ナイター営業利用の際は別途ナイター券の購入が必要。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

鷲ヶ岳スキー場 4,300円 3,200円
平日リフト券購入時に天然鷲ヶ岳温泉割引券プレゼント。リフト割引イベント中
はご利用いただけません。毎週水曜日レディースデー（1/3・1/9・3/21は除く）
鷲ヶ岳のみでご利用となります。

スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 3,100円 2,100円 小学生以下割引有。土日祝・正月は別料金。

モンデウス飛騨位山スノーパーク 2,570円 2,070円
小学生・シニア（60才以上、要証明）割引有。特日（土日祝・12/29～1/5）は別料
金。毎週火曜日は『桜デー』でリフト1日券が現地にて1,000円で購入できるた
め設定除外（1/2は除く）。１日券を購入された方、レンタル料金20％OFF。

飛騨ほおのき平スキー場 特日 3,900円 特日 3,400円
平日料金設定大人3,100円、小人2,300円。特日（土日祝、12/28～1/3）。１
日券購入者は隣接する温泉（ジョイフル朴の木）の入浴が100円OFF（大人のみ。
小人は定価300円）

チャオ御岳スノーリゾート 4,000円 3,500円 1/9～3/16の間は土日祝のみの営業となります。

長野

おんたけ2240 5,600円 4,100円
食事券（1,000円分）付。年末年始（12/29～1/3）は土、休日料金になります。
毎週火曜日女性リフト無料。（大会参加者を除く）。
雪マジ19　今年19歳の方はいつでもリフト料金無料です。

開田高原マイアスキー場 3,000円 2,900円 食事券（1,000円分）付。レンタル1,000円OFF。平日リフト１日券大人2,000円。その他
お得な日もありますのでHPで確認。特日は土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）で別料金

ヘブンスそのはらSnowWorld 4,150円 3,700円 小人（小・中学生）割引有。★ハローキティに会えるスキー場

きそふくしまスキー場 4,200円 3,600円 年齢割引有。レンタル一式500円OFF。スキースクール500円OFF。その他
HPで確認。★スキーヤー専用ゲレンデ

治部坂高原スキー場 3,000円 2,500円 年齢割引有。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

やぶはら高原スキー場 4,300円 3,600円 年齢割引有。他の割引・サービスデーとの併用不可

あららぎ高原スキー場 3,000円 2,500円 小人割引有。特日（土日祝・12/28～1/5）は別割引。

ひらや高原スキー場 3,500円 2,000円 子供割引有。1/1～3/21の特日（土・日・祝・年始（1/1～1/3））は別割引。

車山高原SKYPARKスキー場 4,200円 3,800円 小学生未満は無料。年齢割引有り（要証明）。小学生は現地ファミリーパックをご
利用ください。時期による料金設定有り。

Mt.乗鞍スノーリゾート 4,100円 2,900円 1日券＋温泉入浴付き券もあります。温泉入浴券は「日帰天然温泉 湯けむり館」
でご利用いただけます。

駒ヶ根高原スキー場 4,000円 3,200円 時期による料金設定有り。土日祝・年末年始は別割引。年齢割引有。

HAKUBA VALLEY鹿島槍スキー場 3,800円 2,900円 12/16～12/22・3/19～4/1は別割引。

白馬さのさかスキー場 5,000円 4,600円 食事券（1,000円分）付。

野沢温泉スキー場 5,500円 4,800円 リフト券＋野沢温泉スパリーナ利用券1枚。他、1,5日券、2日券、3日券も有ります。年齢割引有。

新潟 赤倉観光リゾートスキー場 4,300円 3,000円 年齢割引有。赤倉観光リゾートのみ有効。他の割引券・割引サービスと併用できません。

赤倉温泉スキー場 4,800円 4,300円 ナイター券有。年齢割引有。赤倉温泉スキー場のみ有効です。

※割引券をコピーしての使用は不可となります。必ず、割引券原本及びニュース掲載原本を切り
取りの上、ご使用ください。共済会事務局窓口でお渡しも出来ます。
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共済会事務局
（勤労文化センター内）

ニュース内の各種申込は、特別に記載があるものを除き、締め切りを毎月２０日とさせていただきます。なお、締切
日をもってチケットを発注するため、抽選結果報告書の通知にかかわらず締切日以降のキャンセルはできません。

お電話をください。
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★給付及びインフルエンザ予防接種助成、人間ドック等受診助成などの利用助成の申請について
　申請が複数ある場合は、必ず個々の事由毎に申請書類の提出をお願いいたします。
★年末年始のおやすみについて
　１２月２9日から１月３日まで、共済会事務局はお休みさせていただきます。チケット等が必要
な方は、２8日までにお求めください。

共済会事務局
からの

お知らせ

★ニュースはホームページからもご覧いただくことができます！ご自宅や職場で、
ご家族や同僚の皆さまとぜひ一緒にご覧下さい！ 検索岡崎幸田勤労者共済会

●テ ー マ／『排尿の悩みをなくして明るい老後』
●講　　師／岡崎北クリニック　院長　佐々木 昌一 先生
●座　　長／荻須医院　院長　荻須 文一 先生
●日　　時／平成29年12月3日（日）午前１０時より
●会　　場／岡崎市医師会公衆衛生センター４Ｆ　研修室３  
　　　　　　岡崎市竜美西１丁目９番地１　☎５２－１５７１
●主　　催／岡崎市医師会
●後　　援／岡崎歯科医師会　岡崎薬剤師会

おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　

参加費無料

お知らせ岡崎市医師会 健康教育講座のご案内岡崎市医師会 健康教育講座のご案内

■プレゼント枚数／先着３０枚　会員お一人様２枚まで
※無くなり次第終了。数に限りがあるため、必ず行ける方でお願いします。また残券をご確認のうえ、お越しください。
先着順で入場券をプレゼント！会員証を持って、共済会事務局窓口までお越しください！
■会　　期／12月2日(土)～１月8日(月・祝)　※午前９時～午後５時（入館は１６：３０まで）
■休 館 日／月曜日（祝日は開館）、年末年始（１２月２８日～１月３日）
■観 覧 料／大人　5００円　　小中学生　１００円
※各種障がい者手帳所持者とその付添者、岡崎市内（在住・在学）の小中学生は無料（各種手帳、わくわくカード、生徒手帳等を提示ください）

夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だっ夢１０代　誰でもみんな青春だった！た！た！た！た！た！た！た！展　展　展　展　展　展　展　展　夢１０代　誰でもみんな青春だった！展　窓口渡し

おかざき世界子ども美術博物館は、有名な美術家―ピカソ、ムンク、モネ、平山郁夫などの１０代の
作品をはじめ、さまざまな分野で活躍をしている著名人―俳優、歌手、漫画家、
美術家、研究者たちの子ども時代の作品をコレクションしています。それぞれ
の第一線で活躍する著名人たちにも子ども時代があり、多感な青春時代を経
験し、大人へと成長しました。そんな著名人たちの若き日の作品には、各分野で
開花していった才能の芽を感じることができます。

●品　　名／KFC３，０００円券　　●斡旋価格／２，３００円
●申込資格／会員のみ　一人１枚まで
●そ の 他／１０円単位で利用可能。お釣りはでませんが、店頭でチャージも可能です。

有効期限は約２年（店頭で利用またはチャージでさらに２年間へ更新）。
●スケジュール／お渡しは１月下旬頃を予定しています。

KFC カードの斡旋KFC カードの斡旋クリスマス
特別企画クリスマス
特別企画

ＦＡＸ申込

「KFCカード」は、全国のケンタッキーフライドチキン（特殊店舗除く）の
店頭でご利用いただけるプリペイドカードです。


