共済会ニュース
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公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会

平成29年５月１日現在

事業所数：724社 会員数：7,744名
※表示金額は、
すべて消費税込みの金額です。

2017（平成29年）

岡崎市美合町五本松68番地12
TEL.54－8495 FAX.54－8475

共済会ニュース内容の申込について
① FAX申込・
・
・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。

初めによくお読みください

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。

② 窓口販売・
・
・共済会事務局窓口で販売いたします。
③ 申込期日について・
・
・毎月「20日」が締切日となります（別に記
載されているものを除く）。
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。

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。

健康維持増進！上高地ハイキングバスツアー
梓川の清流と穂高連峰の雄姿が迫る。大自然が心潤す、上高地！

イメージ

イメージ

●日
程／7月29日
（土）
●募集人数／40名《最小催行人数35名》
●参加料金／

会

員

4,000
4,000円

登録家族
一般同伴者

下記旅行会社へＦＡＸ申込

イメージ

旅 のポイント
★穂高連峰を望みながら、河童橋や大正池など約２時
間の自由散策
★弁当付

5,500 円円
6,990 円円

行

勤労文化センター ―（車中食）― 上高地（穂高連峰を
7：20

程

※上高地までの道路が通行止めの場合は、高山古い街並み散策に変更となり
ます。その場合帰着が１時間早くなります。
※歩きやすい靴・服装でご参加ください。
※雨具・上着をご用意ください。
※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。
※旅行保険代込の金額です。 ※申込多数の場合は抽選。
※一般の方のみでの参加はできません。
※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。

望みながら、河童橋や対象池など約２時間の自由散策）
― 名産品お買物 ― 勤労文化センター
19：20頃

直接旅行会社へとなります！
【重要】 ツアーお申込みと参加費のお支払い先は、
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。
◎旅行企画・実施

名鉄観光バス株式会社

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
★ニュースはホームページからもご覧いただけます！
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岡崎幸田勤労者共済会

検索

6月号 共済会ニュース

男川やな 割引利用補助券

窓口渡し

男川の清流にかけられたやなで鮎のつかみ取り。さわやかな風の中、
グループやご家族で楽しんでいただけます。素材にこだわったバーベキ
ューをお楽しみいただける施設も人気です！
バーベキューの他に、美味しい食事もございます！
内容

区分

一般料金

バーベキュー
（要予約）

大人（中学生以上）
子供（３歳以上）

2,450円
1,580円

つかみどり
生コース

3匹つかみどり

1,580円

会員利用料金

2,0００円
1,2００円
6００円

※焼く場合は別途１匹に
つき２４０円かかります

※バーベキュー幼児食材無しの場合は入場料として５４０円かかります。
※バーベキュー利用時は飲食物の持ち込みはお断りしております。
※つかみどり後は、鮎をその場で食べることができます。その場合、塩焼きかフライかお選びいただけます
（１匹２４０円）。バーベキュー施設を利用されてい
る方は、そのまま焼いて食べることができます。
※１０月下旬より天然子持鮎料理をお楽しみいただけます。

■利用期間／１１月末まで
★ただいま開催中！
■利用資格／会員と登録家族
※利用補助券は、共済会事務局の窓口でお渡しします。会員証を持参の上、お越しください。
チケット記載の注意事項をご覧の上、ご利用ください。

【注意】 夏の繁忙期、特に土日は大変混みあいます。つかみどりは事前のご予約は出来ませんので、ご了承ください。お車でお越し
の際は近隣の住民の方にご迷惑が掛からないよう、ご配慮をお願いいたします。駐車場には限りがあり、近隣施設には駐車しないよ
うお願いいたします。
９月以降は比較的短い待ち時間でご利用いただけます。

■男川やな／岡崎市淡渕町字日向２３ ☎（０５６４）
８２－２０８９
ホームページもあります！ http://home1.catvmics.ne.jp/̃ns5021/otogawayana.html

岡崎観光夏まつり 第６9回花火大会 さ敷席の斡旋

ＦＡＸ申込

共済会が岡崎観光夏まつりへ協賛し、さ敷席を確保！この夏の思い出に岡崎の花火をごゆったりとお楽しみください。
●花火日程／８月5日
（土） １８：５０～２１：００
（予定）
●観 覧 席／乙川河川敷殿橋下流右岸さ敷席
●斡 旋 数／2桝 ※申込多数の場合は抽選
●斡旋価格／35，
０００円（一般：４8，
０００円）
●申込資格／会員のみ
※花火当日は雨天決行ですが、警報等の荒天又は乙川増水の場合は翌日の８月6日(日)に順延となります。
開催の有無は当日午前１１時に決定します。

●岡崎市観光協会ホームページ／http://okazaki-kanko.jp

≪岡崎市観光課・岡崎市観光協会≫

岡崎ニューグランドホテル ビアガーデン ２０１7

窓口販売

岡崎唯一のビアガーデン。暑いときこそビールがおいしい！開放的な空間でお仲間と
一緒にいかがですか？！２時間食べ飲み放題！
●お知らせ／チケットを受け取り後にご予約を入れてください。ご希望の日時に承れない場合もござい
ますので、
ご了承のうえお申し込みください。
※期限後の使用及び購入後の払い戻し等できませんのでご注意ください。

●開催期間／６月8日
（木）
～９月2日
（土）

※日曜祝日および８月5日
（土）の花火大会は休業させていただきます。
※雨天の場合、
１Ｆラウンジにて開催いたします。

●時
間／６・９月 １７：３０～２１：００
（Ｏ．
Ｓ．
２０：３０）、７・８月 １７：３０～２１：３０
（Ｏ．
Ｓ．
２１：００）
●斡旋料金／３，
2００円（一般：４，
０００円）
●購入資格／会員のみ（一人４枚まで） 無くなり次第終了
●延長30分：500円 小学生以下のお子様は半額、
３歳以下のお子様は無料です。
●女性に人気のカクテル各種、
ソフトドリンクも多数ご用意！
！
●２時間：飲み放題・食べ放題
※朝食はついておりません。
●宿泊プラン／ビアガーデン＋宿泊 10,000円
●岡崎ニューグランドホテル／宴会受付直通 TEL：０５６４－２１－０１１６ （９：００～１９：００）

産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！

ＦＡＸ申込

日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に栽培された、とろ
けるような濃厚な甘さのメロンをお楽しみください！ご希望の住所へお届けします！
●種

類／温室マスクメロン
（化粧箱入り）
①１．
５ｋｇ×１個
②１．
６５ｋｇ×２個
●斡旋価格／①１，
６００円（一般：２，
４００円） ②３，
０００円（一般：３，
８００円）
●申込資格／会員のみ 計２セットまで
●斡 旋 数／１００セット
（申込多数の場合は抽選の場合あり）

※ご希望の住所へお届けいただけます。郵送料込。
※ご贈答用としてもご利用いただけます。
※お届け時期は７月上～中旬頃を予定しております。

●お問い合わせ先／日研農園
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田原市堀切町鳥屋道２６

☎（0531）35-6854

共済会ニュース 6月号

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。
共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。
ハッピネス・ヒル寄席その十
桂文珍・春風亭小朝 東西名人会

森昌子コンサート2017
爆笑！昭和お茶の間劇場2

ＦＡＸ申込

日時／９月１０日
（日）
１４：００開演
会場／幸田町民会館
さくらホール
席種／全席指定 ３，
２００円
（一般：４，
０００円）

日時／９月２０日（水）１８：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／S席 ５，
２００円
（一般：６，
５００円）
A席 ４，
４００円
（一般：５，
５００円）

※未就学児の入場は不可

※未就学児の入場は不可 ※計２０枚
※Ａ席は、座席後方３列（25～27列）
にな
ります。

★東西落語界を牽引する、BIGな
二人が夢の共演！ 両巨匠による
贅沢な笑いをご堪能ください!!

★名曲とともにお届けする笑い
と感動のステージ！

≪幸田町文化振興協会≫

ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ

ＦＡＸ申込

沢田研二

日時／９月１９日
（火）１９：００開演
会場／シビックセンターコロネット
席種／全席指定 一般 ４，
８００円（一般：６，
０００円）
学生 ２，
４００円（一般：３，
０００円）

公演日

時間

※未就学児入場不可

★50周年50曲LIVE!!!!1967年「ザ・タイガース」のデ
ビュー曲『僕のマリー』から2017年の新作『ISONOMIA』
までのシングル盤・全105枚の中から厳選したシングル盤
曲をNONSTOP50曲演奏!!!!
≪チケットぴあ≫

大野雄二 & Lupintic Six

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／８月３１日（木）
１８：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／S席 ５，
２００円
（一般：６，
０００円）

日時／８月７日
（月）１４：００／１８：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館フォレストホール
席種／S席 ４，
８００円（一般：５，
５００円）
※未就学児入場不可

［出演］川上大輔、純烈、山口ひろみ
［予定曲目］星降る街角、夢一夜、星のフラメンコ、コモエスタ赤坂、ラ
ブユー東京、ブルドッグ、恋のメラギラ、愛でしばりたい、終の恋歌 他

※未就学児入場不可

※都合により曲目が変更になる場合があります。予めご了承下さい。

★本年は「ルパン三世」が誕生して50周年、
「ルパン三世のテーマ」が誕生から40周年となりま
す。世界40か国以上で放送され、世代を問わず人気を博している「ルパン三世」シリーズ。そのスリ
リングな物語を盛り上げるルパン音楽を生み出した大野雄二が、一流ジャズメンを率いてお贈りする
プレミアム・ライブ！アニメ人気に後押しされて、中学生から往年のファンまで幅広い層に支持される
唯一無二のジャズ・ライブをお届けします 「ルパン三世のテーマ」をはじめ、数々のヒット作を生み出
した大野雄二が、ルパン三世の音楽を中心に、極上のアレンジでお届けします。 ≪チケットぴあ≫

★いま巷で人気沸騰中の若手歌手たちが華やかにステージへ登場し、昭和という時代を彩った懐かしい名曲
の数々をお届けいたします。今回、出演するメンバーは、
「プラチナボイス」と呼ばれるハスキーな歌声と端正
なルックスで女性ファンを中心に人気急上昇中の「川上大輔」。戦隊ヒーロー出身者を中心に結成されたイケ
メン歌謡コーラス･グループ「純烈」。昨年デビュー15周年を迎え、パワフルかつ艶やかな歌声に磨きのかかる
“北島ファミリーの末娘”こと｢山口ひろみ｣。明日の歌謡界を担う３組の若手歌手が一堂に介し、昭和の流行歌
≪チケットぴあ≫
から自身のオリジナルナンバーまで、楽しいトークと熱いハートで歌い上げます。

デストラップ

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／８月１日
（火）
１３：００開演／１９：００開演
会場／刈谷市総合文化センター大ホール
席種／S席 ８，
６００円（一般：９，
５００円）

日時／９月３日
（日）
１７：００開演
会場／ナゴヤドーム
席種／指定席 8,700円
（一般：9,720円）

※未就学児童入場不可 ※本公演は共済会にて
補填された料金となります。

※3歳以上有料

［スタッフ］
【作】アイラ・レヴィン 【翻訳・演出】福田雄一
［出演］片岡愛之助、橋本良亮（A.B.C-Z）、高岡
早紀、佐藤仁美、坂田聡
★サスペンス・コメディーの傑作にドリームキャストが集
結！テレビドラマ「勇者ヨシヒコシリーズ」
「スーパーサラ
リーマン左江内氏」などを手がけた稀代のヒットメーカー・福田雄一の演出で、サスペ
ンス・コメディーの傑作がこの夏よみがえります。ご期待ください！
！ ≪チケットぴあ≫

★初の単独ドーム公演の成
功、7年連続でのレコード大
賞優秀作品賞受賞と紅白歌合戦出場などパワーアップし
続けるAAA。待望のドームツアーが決定しました！新体制
となったAAAのパフォーマンスをお見逃しなく！
※SNS等での告知禁止

ＦＡＸ申込

席種／全席指定 ６，
８００円
（一般：８，
０００円）

［出演］日下紗矢子（ヴァイオリン）、ベルリン・コン
ツェルトハウス室内オーケストラ
［演目］ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲「四季」
（全曲）、チャイコフスキー：弦楽セレナード 他
★ドイツの名門管弦楽団の若きコンサート
マスターと精鋭たちが奏でる名曲づくしの
プログラム。 ≪岡崎市シビックセンター≫

AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY-

≪幸田町文化振興協会≫

会場
刈谷市総合文化センター
7月20日（木） 18：00
アイリス大ホール
愛知県芸術劇場
9月12日（火） 17：00
大ホール

※未就学児の入場はご遠慮ください。

昭和歌謡スペシャル・コンサート

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫

コブクロ

ＦＡＸ申込

日時／１０月１１日
（水） １８：３０開演
１０月１２日
（木） １８：３０開演
会場／日本ガイシホール
席種／全席指定 ７，
４００円（一般：８，
２００円） ※6歳未満入場不可 ※各10枚
★2017年の全国ツアーが決定！！7月8日(土)新潟県民会館を皮切りに、ツアーファイナルの11月26日(日)さいたまスーパーアリーナまで、各地のホール・アリーナ会
場、5年連続となる京セラドーム大阪を含む、14都市30公演の全国ツアーとなります！数々のヒット曲から新曲まで、思う存分コブクロのハーモニーをお楽しみください。

【注意事項】 ●お申込みの際、お申込者と同行者の方全員分のメールアドレスが必要になります。
「コブクロ無料メールマガジ
ン」に登録され、最新情報やリリース情報・ライブ情報などが定期的に届きます。
ドメイン指定をされている場合、
「emtg.jp」から
のメールを受信できるように設定してください。 ●チケットには、オークション対策のためお申込者ご本人の氏名・住所を必ず印
字いたします。 ●ご入場時は必ず、チケット印字された情報と一致した身分証明書（コピー不可）の提示が必須となります。
【身分証明書について】 自動車運転免許証／パスポート／学生証／社員証／健康保険証／タスポ／EMTGカード
※右記は身分証明書として認められません。 公共料金の領収書、診察券、名刺、お申込者宛てに届いたハガキや封書 など

●同行者と必ず同時入場が必要です。別々の入場はできません。

※もしお申込者ご本人がなんらかの都合で行けなくなった場合、お申込者本人の身分証明書（コピー不可）を貸せる相手であれば、本人以外でもご入場可能です。

■重要 【重要】上記の内容に同意と、条件に満たない方は、誠に申し訳ありませんが当コブクロ受付のご利用はご遠慮ください。
購入者情報として、①氏名 ②住所 ③電話番号 ④メールアドレス ⑤同行者のメールアドレスが必要です！
（※⑤の取得が難しい場合は、なしで大丈夫です。） ≪チケットぴあ≫
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労福協ファミリー映画会 参加費無料！ ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込
岡崎ニューグランドホテル
ものまねディナーショー ノブ＆フッキー

申込締切：6月10日
（土）
日
時／７月８日
（土）
上映時間／９時４０分～１１時５０分（予定） ※受付は９時１０分より
場
所／岡崎市民会館 岡崎市六供町出崎１５－１ ☎２１－９１２１
上映作品／ペット
参加資格／会員と登録家族
斡旋枚数／１５家族程度
《申込者多数の場合は抽選》
申込方法／専用の用紙に参加者全員を
ご記入の上ＦＡＸでお申し込み下さい。

日時／７月１７日
（月・祝）
１８：００食事
会場／３F飛竜の間
席種／お一人様 １８，
０００円
（一般：２０，
０００円）
★食事18：00～、ショー19：
30～。ディナーコース（ドリン
ク付）。食べて、笑って、素敵な
夜をお過ごしください。

お子様には ※子どもだけでの参加はできません。 ※申込者及び登録家族以外の参
加は出来ません。 ※駐車場の収容台数が少ないため出来るだけ公共交
お菓子を
プレゼント！ 通機関をご利用ください。 ※近くの籠田公園駐車場は市民会館利用者

に限り、３時間無料になります。≪労福協岡崎・額田支部≫

ドラムストラック

鎌塚氏、腹におさめる

ＦＡＸ申込

日時／８月９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 ７，
０００円
（一般：８，
３００円）

※未就学児童入場不可

［作・演出］倉持裕 ［出演］三宅弘
城、二階堂ふみ、眞島秀和、谷田部
撮影：三浦憲治
俊、玉置孝匡、猫背椿、大堀こういち
「鎌塚氏、放り投げる」
「すくい上げる」
★鎌塚氏シリーズ待望の第4弾、この夏、帰ってくる！
「振り下ろす」に続く第4弾が、この夏、帰ってきます！三宅弘城扮する、生真面目で融通のき
かない鎌塚氏が、あるお屋敷で起こる殺人事件を解決するために奮闘する新作コメディー。
≪チケットぴあ≫
豪華キャストで贈る、待望のシリーズ最新作にご期待ください！！

★今年も来日決定！全観客総叩き！！リピーターが
続出する人気の秘密はなんといっても理屈抜き
の楽しさ！ドラムストラックは、アフリカの伝統的な打楽器によるパフォーミング・アート。劇
場に足を踏み入れた瞬間に目に飛び込んで来るのは、全ての客席に置かれたアフリカン
ドラムの「ジェンベ」。舞台と客席全員でジェンベを叩いて楽しめる体感型ドラムエンター
≪チケットぴあ≫
テインメントです。ぜひ、ご家族やお友達と一緒にご参加ください！
それいけ！アンパンマン ミュージカル 勇気の花に歌おう♪ ＦＡＸ申込
公演日

時間

2017 国立ボリショイサーカス 名古屋公演

会場
日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

会場／
愛知県体育館
席種／○指定席
３，
４００円（一般：４，
８００円）
☆指定席
２，
４００円（一般：４，
８００円）
☆自由席（3階指定エリア） １，
５００円（一般：３，
８００円）

席種／全席指定(前売) ２，
０００円
（一般：２，
７００円）

※自由席は8/26（土）☆16：30のみの取扱いとなります。 ※3歳以上有料（大人・子供同一料金）

※3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につき1
名ひざ上鑑賞可。但し、席が必要なお子様は有料。

★'58年の初来日以来、50年以上にわたり時代と世代を超えた支持を受けてきたボリショイサーカス。約4,000人ものアーティストとスタッフ、
6,000頭以上の動物 、約70ヶ所の常設・仮設劇場を持つ世界最大のサーカス組織。そんなボリショイサーカスが今年もいよいよやってくる！ロシア
より来日したアーティストによる空中ブランコ、綱渡りなどのアクロバティックで鍛え抜かれた技の数々に、観客席は息つく暇なし！最新、最高レベルの
演技を見せてくれる世界の頂点に立つサーカスを楽しんで！！公演時間：約2時間（休憩15分）
［演目］犬のサーカス、棒上バランス・アクト、猫のサーカス、イリュージョン、トリオ・アクロバット（特別出演）、空中アクロバット、空中ブランコ、熊のサー
カス、フープ・アクト、ピエロ、ジギト（馬のサーカス） ※都合によりプログラムに変更のある場合もございますので、予めご了承下さい。
≪チケットぴあ≫

★アンパンマンがミュージカルになってやってくる！
しらたまさんがコンサートを開催！みんなで歌って踊っちゃ
おう♪
≪チケットぴあ≫

加藤 ミリヤ

CRAZY KEN BAND

ＦＡＸ申込

日時／８月１９日
（土）
１８：００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 ５，
４００円
（一般：６，
０００円）

ＦＡＸ申込

日時／９月２７日
（水）
１８：３０開演
会場／刈谷市総合文化
センター
席種／全指定席 ６，
２００円
（一般：６，
９００円）

※3歳未満入場無料/ただし保護者1名
に対しお子様1名まで膝上観覧可、お席
が必要な場合は有料。

※３歳以上有料

★CRAZY KEN BAND
20TH ATTACK! CKB
[攻] Presented by NISHIHARA SHOKAI

★加藤ミリヤ "Utopia" tour 2017
supported by KAWI JAMELE

ソナーポケット

ＦＡＸ申込

8月 24日㈭ 25日㈮ 26日㈯ 27日㈰ 28日㈪
○11：00
○11：00 ○11：00 ○10：30
開演
時間 ○14：00 ○14：00 ○13：30 ○13：30 ○14：00
☆16：30 ○16：30

11：00
アイプラザ豊橋
10月29日（日）
14：30
Ⓒやなせたかし／
フレーベル館・
ＴＭＳ・ＮＴＶ

ＦＡＸ申込

日時／８月２９日（火）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 ６，
８００円
（一般：７，
８００円）

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

10月28日（土）14：30

≪岡崎ニューグランドホテル≫

≪サンデーフォーク≫

→Pia-no-jaC←

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／９月３０日
（土）
１８：００開演
１０月１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 ５，
４００円
（一般：６，
０００円）

日時／１０月２９日
（日）
１７：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
ビレッジホール
席種／全指定席 ４，
５００円
（一般：５，
０００円）

★Sonar Pocket JAPAN TOUR 2017～Reload～

★→Pia-no-jaC← 10th Anniversary 「BEST OF
→PJ← TOUR 2017」

※小学生以上有料/未就学児童は無
料（大人1名につき、子供1名まで膝
上可）但し、座席が必要な場合はチ
ケット必要

※３歳以上有料/２歳以下入場不可（年齢や座席の要不要を問わず、1名に
つき1枚のチケットが必要）

≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫
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宝塚歌劇雪組全国ツアー
■日
■会
■席

ＦＡＸ申込

時／９月１
９月１７日
（日）１４：００／１８：００開演
９月１８日
（月・祝）１１：００／１５：３０開演
場／愛知県芸術劇場大ホール
種／S席 ６，
３００円（一般：７，
３００円） ※申込多数の場合抽選となる場合あり ※３歳以上座席チケット必要

★『琥珀色の雨にぬれて』／1920 年代の爛熟期のパリを舞台に、戦火を潜り抜けても純粋さを失わない貴族の青年クロードと、魔性の女シャロンとの恋
を中心に、クロードを慕う少女フランソワーズ、シャロンに惚れるジゴロのルイを交えた、4 人の男女が織り成す恋愛心理劇。プロローグから当時流行のタン
ゴの名曲をきかせて、ドラマの起伏を描き出しました。1984 年に高汐巴、若葉ひろみらによる花組にて初演後、度々再演を重ねてきた秀作ドラマが、雪組
新トップコンビ望海風斗と真彩希帆のお披露目公演として甦ります。
『“D”
ｒａｍａｔｉｃ Ｓ！』／雪組（Snow troupe）の魅力を、最大限詰め込んだショーシーン（Show Scene）の数々をお届けする“Song ＆ Dancing Show”。
新たに“D”もキーワードに加えた全国ツアー版として、望海風斗を中心とした新生雪組が奏でる“Dramatic”で“Dynamic”なショーにご期待下さい。

岡崎市美術博物館 特別企画展

家康の肖像と東照宮信仰

■会
期／６月３日
（土）
～７月１７日
（月）
■開館時間／１０：００～１７：００
（最終の入場は午後４時３０分まで）
■休 館 日／毎週月曜日
（ただし７月１７日
（月・祝）
は開館）
■斡旋価格／一般（高校生以上） ６００円（一般：１，
０００円）
※岡崎市内の小中学生は無料（わくわくカードまたは学生証を提示）

©宝塚歌劇団
※写真は公演とは異なります
（イメージです）

≪阪急電鉄（株）
≫

窓口販売

販売期間：7月16日（日）まで

※各種障がい者手帳の交付を受けている方及びその介助者は無料

★本展では、徳川記念財団の所蔵資料を中心に、京都知恩院をはじめ家康ゆかりの寺社に伝わる家康の肖像を展示し、図様の変遷や制作意図を探るとと
もに、歴代将軍の肖像画を一堂に会し、その実像に迫ります。さらに日光東照宮をはじめ、大樹寺や瀧山東照宮など県内寺社の資料により、東照宮信仰の
あり方について紹介します。家康公四百年祭の集大成となる展覧会です。この機会に郷土の生んだ英雄・家康への理解を深めていただければ幸いです。

コロナワールド周遊クーポン

ＦＡＸ申込

夏休み期間中に使える『コロナワールド周遊クーポン』！映画鑑賞券と共通券２枚がセットになった
お得なクーポンです！この機会にぜひお申し込みください！

●斡旋価格／１，
６００円（通常価格：２，
０００円）一人２冊まで ●利用期間／7月18日
（火）
～10月31日
（火）
●内
容／映画１回＋いずれか２つのサービスがご利用できます！
・コロナの湯入泉１回 ・健美効炉利用１回 ・シネマ フード・グッズ600円引 ・ボウリング600円引 ・カラオケ600円引 ・フード600円引 ・IT-CAT600円引

●ご 注 意／健美効炉利用を選択された場合は、別途入泉料が必要となります。
お１人様２枚以上の併用が可能です。おつりは出ませんのでご了承ください。

奈良美智 for better or worse

販売期間：7月9日（日）まで

≪安城コロナ≫

窓口販売

●開催期間／７月１５日
（土）
～９月２４日
（日） １０
：００～１７：３０
（最終入場は１７
：００まで）
●休 館 日／月曜日
（7月17日、9月18日は開館）
●会
場／豊田市美術館
●入 館 料／前売一般
９００円（一般：１，
３００円（当日１，
５００円））
前売高大生
６００円（一般： ８００円（当日１，
０００円）） ※中学生以下無料
★奈良が学生時代を過ごした愛知県の長久手の丘陵にほど近い美術館で開催されるこの展覧会は、作家によると「30
年越しの卒業制作」です。1987年から最新作までの、絵画やドローイング、立体作品や小屋など約100点に加え、奈良
が美術を志す前に彼の感性を育んだレコードなどにより奈良美智の歩みを紹介する決定版の個展です。 ≪チケットぴあ≫

奈良美智
《Blankey》2012年 個人蔵
©Yoshitomo Nara

ルーヴル美術館特別展 「ルーヴルNo.9 ～漫画、9番目の芸術～」

窓口販売

■会
期／７月１５日
（土）
～９月３日
（日） １０：００～１９：３０
（入館は閉館３０分前まで）
販売期間：7月23日（日）まで
■会
場／松坂屋美術館（松坂屋名古屋店 南館７階）
■入 館 料／前売一般
６００円（一般：１，
１００円）
前売大学・高校生
４００円（一般：８００円）
前売中学・小学生 １００円（一般： ４００円） ※未就学児童は入場無料
［参加作家］ニコラ・ド・クレシー／マルク＝アントワーヌ・マチュー／エリック・リベルジュ／ベルナール・イスレース＆ジャン＝ク
ロード・カリエール／荒木飛呂彦/クリスティアン・デュリユー／ダヴィッド・プリュドム／エンキ・ビラル／エティエンヌ・ダヴォ
ドー／フィリップ・デピュイ＆ルー・ユイ・フォン／谷口ジロー／松本大洋／五十嵐大介／坂本眞一／寺田克也／ヤマザキマリ
★フランス語圏で「バンド・デシネ（BD)」とよばれる漫画文化は絵画のように緻密で技巧に富んだ作品が多く、フランスでは第９番目の芸術と位置付けられています。
２１世紀に入り、ルーヴル美術館が現代アートとして漫画に注目し、フランス内外の才能豊かな作家たちを招待し、ルーヴルをテーマに自由な表現で作品を描いても
らう「ルーヴル美術館BDプロジェクト」をスタートさせました。
本展では日仏の16名の作家が参加し、約300点の原画や絵コンテ等の資料や特別映像でBDプロジェクトの全容を紹介します。
※第９番目の芸術・
・
・フランスにおける芸術の序列 第1から8まで順に「建築」
「彫刻」
「絵画」
「音楽」
「文学（詩）」
「演劇」
「映画」
「メディア芸術」とされる。

ロボカップ２０１７ 名古屋世界大会

≪チケットぴあ≫

FAX申込

●会

期／７月２７日
（木） ９：００～１８：００
７月２８日
（金） ９：００～１８：００
７月２９日
（土） ９：００～１８：００
７月３０日
（日） ９：００～１８：００
●会
場／名古屋市国際展示場（ポートメッセなごや）、武田テバオーシャンアリーナ
●入 場 料／１日券（前売） ７００円（一般：１，
０００円） ４日間通し券
（前売）１，
６００円（一般：２，
０００円）
※チケット１枚で両会場、何度でも入場可
綴り券。
※高校生以下は入場無料。

※１日券は開催期間内１日限り有効。
４日間通し券は７／２７～７／３０の４日間の日付指定４枚
※身体障害者手帳などをご持参の方は入場無料（介助の方も２名まで無料）。

★ロボカップとは、
ロボット工学と人工知能の融合、発展のため、日本の研究者等によって提唱された国際的
な自律移動ロボットの競技会です。
１９９７年に名古屋で第１回大会を開催して以降、世界各地で開催され、現在では世界最大の
自律移動ロボットの競技会に発展しており、世界約４０か国から約３，
０００人の研究者や学生が参加します。日本では、
２００２年に
≪チケットぴあ≫
福岡、
２００５年に大阪で開催され、それぞれ１０万人以上が来場しています。
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夏の定番！プール利用券の斡旋
注：プール開始日時までにお手元に届かないチケットもございますのでご了承ください。

幸田町民プールプリペイドカード（一年中販売）

窓口販売

●≪屋外プール≫開場期間／６月24日(土)～９月10日(日)
●休 館 日／月曜日
（祝日の場合は翌日）
（7/21（金）
～8/31
（木）
は無休）
●利用時間／平日 １３：００～１８：００
土・日・祝日・夏休み １０：００～１８：００
●斡旋料金／
券種
斡旋価格
6,000円券 4,500円（一般：5,000円）
●購入資格／会員のみ（月に１枚まで）
●問合せ先／幸田町民プール ☎５６－８１１１ ※屋内プール・トレーニング室も利用できます。有効期限はありません。

※必ずスイミングキャップを
着用してください。
※屋内プールの利用可能日時については、
ホームページを参照ください。
※常時オムツ着用の方は入場できません。その他注意事項に
ついては
※小学校３年生以下のお子様は１８歳以上の大人の付添いが必要です
（大人1人につき子ども２人まで）

長島ジャンボ海水プール特別入場券

ＦＡＸ申込

●有効期間／７月１日(土)～９月２４日
（日）
●斡旋料金／１，
９0０円 ★なばなの里入村無料券つき
《参考一般価格：大人（中学生以上）
３，
５００円、小学生２，
７００円、幼児２才～１，
５００円》
●購入資格／会員のみ（１人４枚まで） ●斡旋枚数／３００枚《申込者多数の場合は抽選》
●問合せ先／ナガシマリゾート ☎（０５９４）
４５－１１１１

※遊園地へ入場できますが、乗り物券が必要な方は別途購入してください。
※大人・小学生共通券。
※危険防止の為、サンシェード・テント類の持込みは固くお断りします。
※飲食物、クーラーボックス等の持込みは固くお断りします。
※刺青、タトゥーの入っている方のご入場は固くお断りします。（シール等の類似の物も不可）
※その他の諸注意はＨＰでご確認ください
http://www.nagashima-onsen.co.jp

南公園岡崎市民プール無料利用券

窓口渡し

●利用期間／６月２４日(土)～９月３日(日)
●利用時間／９：００～１７：００
●休園・休館日／夏休み期間中は無休（7/9（日）は13:00まで利用不可）
●斡旋料金／大人・小人（中学生以下）
とも無料《全額補助》
（一般：大人６０円、小人３０円）
●枚数制限／１回に会員と登録家族人数分の2回分まで
●斡旋方法／共済会事務局窓口渡し
（会員証持参）
※ロッカー代20円は自己負担となります。
●問合せ先／南公園 ☎５２－９０９５ ※オープン当日は無料開放
※常時オムツ着用の方は、入場できません。
（プール用オムツも不可）

※小学校３年生以下のお子様は保護者の同伴が必要です。

西尾市ホワイトウェイブ21プリペイドカード

ＦＡＸ申込

●利用時間／火曜日～金曜日 １３：００～２０：３０
（7/1～8/31を除く）
土曜日・日曜日・祝祭日 １０：００～２０
：３０
７月１日～８月３１日 １０：００～２０：３０
●休 館 日／月曜日
（祝日の場合は営業）
（７/１～８/３１は無休）
●斡旋料金／
券種
斡旋価格
●購入資格／会員のみ（１人計3枚まで）
5,500円券 4,000円（一般：5,000円） ●斡旋枚数／各１００枚
3,300円券 2,400円（一般：3,000円）
《申込多数の場合は抽選》
2,200円券 1,600円（一般：2,000円）
※トレーニングルーム・浴室も利用できます。有効期限はありません。
●問合せ先／ホワイトウェイブ２１ ☎(0563)34-8222

※常時オムツ
着用の方は入場できません。
（プール用オムツも不可）
※小学校３年生以下のお子様は18歳以上の大人の付添が必要です。
（大人１人につき子ども２人まで）
※浮き輪の持ち込みはできません。プール場内にある備え付けのものをご利用ください。
※その他詳しいことは、
ホームページを参照ください。

フォレスタヒルズ

ウォーターパーク前売入場券

ＦＡＸ申込

●営業期間／７月8日(土)～９月3日(日)
※7/15～9/3は毎日営業

※7/10～14はお休みとなります。
※7/8のみ、小学生以下のお子様は500円にてご入場できます。

●営業時間／９：３０～１７：００
（受付終了１６：００）
●斡旋料金／
券種
斡旋価格
大 人
1,100円（一般：1,500円）
小 人
600円（一般： 930円）

●購入資格／会員のみ（１人計４枚まで）
●斡旋枚数／各１００枚
《申込多数の場合は抽選》
●問合せ先／フォレスタヒルズ スポーツクラブ ☎(0565)58-3515

※大人は中学生以上、小人は４歳以上小学生以下。 ※衛生管理上、飲食物の持込はご遠慮ください。 ※乳幼児の方も水中用オムツの着用にて利用ください。
※小学３年生以下の方は、保護者（１８歳以上）同伴にてご入場ください。
※その他の利用案内については、
ホームページを参照ください。

愛・地球博記念公園温水プール利用券

ＦＡＸ申込

●利用期間／９月30日(土)まで
●休 業 日／月曜日
（月曜日が休日の場合は最初の平日） ※夏休み期間は月曜日も営業
●利用時間／時期により変わりますのでホームページでご確認ください。
●斡旋料金／
券種
斡旋価格
●購入資格／会員のみ（１人計４枚まで）
大 人
600円（一般：1,030円）
●斡旋枚数／各１００枚
小 人
200円（一般： 410円）
《申込多数の場合は抽選》
●問合せ先／愛・地球博記念公園管理事務所 プール・スケート場

※大人は高校生以上、小人は３歳～中学生。
☎(0561)64-1130
※日常的におむつをしている方（自分の意思でトイレへ行けない方）
はご利用できません。また、水泳用のおむつやトレーニングパンツもご利用できません。
※未就学のお子様は保護者同伴（高校生以上の方）
でご入場ください。
※その他の利用案内（注意事項など）
については、
ホームページを参照ください。

★冬期にはアイススケート場利用券の取扱も予定しております。
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【 ２０１7 J2リーグ 】名古屋グランパス ホームゲーム
豊田スタジアム
試合日

キックオフ

対戦カード

試合日

キックオフ

対戦カード

8月12日(土) 18：00 ｖｓ 松本山雅ＦＣ
パロマ瑞穂スタジアム
7月16日(日) 18：00 ｖｓ モンテディオ山形
8月6日(日) 18：30
ｖｓ 愛媛ＦＣ

ＦＡＸ申込

■斡旋料金／カテゴリー2
：4,200円（一般5,200円）
カテゴリー3
：2,700円（一般3,600円）
カテゴリー4大人：2,300円（一般3,100円）
カテゴリー4小中高： 900円（一般1,200円）
サポーターズシート大人：1,700円（一般2,300円）
サポーターズシート小中高： 500円（一般 700円）
■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）

©2016 NAGOYA GRAMPUS EIGHT INC.
※各席種１０枚
※未就学児童大人１名につき１名まで膝上無料
©2016 N.G.E.
※（
）内の料金は一般前売り料金です。 ※サポーターズシートは豊田スタジアムのみの取扱となり、アウェイへも変更できます。
※座席の『メインスタンド／バックスタンド』、
『 北側／南側』、
『 列／番号／階』の選択及び指定はできません。ご了承の上、お申込ください。座席位置について責任は負いかねます。

外野応援席、内野Ａ席の日程
広島

８月

8/8（火）
◎18：00

8/9（水）
◎18：00

8/18（金）
★18：00

8/19（土）
◎14：00

8/29（火）
◎18：00

8/30（水）
◎18：00

中日ドラゴンズ公式戦

阪神

DeNA

8/10（木）
◎18：00

8/11（金）
◎18：00

8/20（日）
◎14：00

8/22（火）
◎18：00

ヤクルト

8/12（土）
★14：00

ＦＡＸ申込

内野SS席の日程
広島

8/13（日）
★14：00

8/9（水）
◎18：00

巨人

阪神

8/23（水）
◎18：00

8/18（金）
★18：00

巨人

8/31（木）
■18：00

8/22（火）
◎18：00

©中日ドラゴンズ

席 種
斡旋席数
斡旋価格
ドラゴンズ外野応援席（２０１７シーズンシート）
巨人戦：2,800円 その他：2,300円
各試合
１組
ライト側 31 列 R530・R531 ２席１組
（一般参考価格：１席1,900円）
【ドラゴンズ外野応援席（ライト側）】 歓声の中心であるライトスタンドで、まわりも一つになってドラゴンズを応援できる、もっとも熱いシートです。
席種

おとな・こども

内野A
（1塁）

おとな

内野SS
（1塁）

斡旋価格
◎スタンダード
■バリュー
4,400円（一般：4,900円） 4,000円（一般：4,500円）

★プレミアム
4,500円
（一般：5,000円）

2,000円（一般：2,500円） 1,500円（一般：2,000円）
こども
【内野Ａ】 ベースと外野守備位置をほぼ正面に見る席です。
5,600円（一般：7,000円）
おとな
5,600円
（一般：7,000円）
こども
2,800円（一般：3,500円）
【内野SS】 内野席の中では最もベンチに近い席です。

※2017年のチケット料金は試合により価格が変動する
【バリアブルプライス】が導入されます。 ※おとな＝高校生以上、
こども＝小中学生が対象。

【共通事項】 会場／ナゴヤドーム

申込資格／会員のみ ※申込多数の場合は抽選となります。 ※小学生未満ひざ上に限り無料。
ただしお席の必要な場合は有料。 ※内野Ａ席・ＳＳ席は５枚以上ご購入いただけますが、共済会斡旋価格は一人４枚までとさせていただきます。
５枚目からは一
般価格となりますが家族分までご購入いただけます。ただし、
５枚以上のお申込みは、お席が離れる可能性がございます。
※内野ＳＳ席は８枚ございますが、抽
選となる場合もございます。 ※決定後のキャンセルはできません。 ※申し込みの無かったシーズンシート及び内野SS席は号外でご案内いたします。

★2017年度のスローガンが「原点回帰～ゼロからのスタート～」に決定！
今一度、原点（ゼロ）に戻り、気持ちを新たに、選手もファンも熱狂する、魅力あるドラゴンズを創り上げると
いう気持ちで2017年度の戦いに挑みます！

鈴鹿サーキット
サービスセンター優待デーのお知らせ
2017年6月1日（木）～7月14日（金）
※除外日 2017年6月13日
（火）
～6月15日
（木）

合計10名まで
利用できます！

モートピアパスポート （入園＋のりもの乗り放題）
種

類

大

人

クーポン料金

2,900円
小学生
2,200円
幼児（3才～） 1,400円
シニア（60才以上） 2,200円

通

常

4,300円
3,300円

■利用方法／※コピー可
下の記入欄に必要事項をご記入の上、切取り利用当日、
鈴鹿サーキットのチケット窓口でご精算ください。
会員番号
会員氏名
種 類
料 金
大 人
2,900円
小学生
2,200円
幼児（3才～） 1,400円
シニア（60才以上） 2,200円
合 計

人数

金

額

人

円

人

円

人

円

人

円

人

円

2,100円
2,500円

公益財団法人
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サンリオピューロランド パスポート

販売期間：9月24日（日）まで

窓口販売

●有効期間／７月１５日
（土）
～９月３０日
（土） ※休館日…9/6（水）、7（木）、13（水）、14（木）
●パスポート／大人・小人共通（3歳以上） 1,900円
（ご入場と各アトラクションがお楽しみ頂けます）
・大人（18歳以上） 【通常料金 平日 3,300円・休日 3,800円】
・小人（3～17歳） 【通常料金 平日 2,500円・休日 2,700円】
★【夏祭り in サンリオピューロランド】
●開催期間／2017年7月15日
（土）
～2017年9月3日
（日）
ピューロランドのイルミネーションがこの夏バージョンアップ！
©'76,'96,'01,'05,'17 SANRIO APPROVAL No.P0905164
キャラクターたちがプロデュースした縁日や、参加型パレードもお楽しみいただけます。
≪チケットぴあ≫

岡崎市医師会 健康教育講座のご案内

お知らせ

●テ ー マⅠ／『がん患者・家族をどう支えるか
～当院のがん診断時から自宅療養まで通したサポート体制～』
●講 師Ⅰ／愛知県がんセンター 愛知病院 看護副部長 蒲野 洋子 氏
●テー マⅡ／『注目されるがん免疫療法を正しく理解しよう
～期待と現実、正しい医療情報の収集と解釈～』
●講 師Ⅱ／愛知県がんセンター 愛知病院 総合内科 腫瘍内科医長 浅井 暁 先生
●座
長／愛知県がんセンター 愛知病院 緩和ケア部長兼医長 橋本 淳 先生
●日
時／平成２9年6月１8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
参加費無料
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

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
サンボウル

新規契

約

商品名（サービス名）
ゲーム料金 割引
サービス （通常 １ゲーム ６２０円）
内容

※貸靴別

団体予約パック
（２or３ゲーム＋貸靴＋飲物）※１５名以上

割引率等
1ゲーム
ゲーム 2ゲーム
料金 3ゲーム
3ゲーム＋貸靴

520円
720円
930円
1,000円

1人につき、
100円引き

■利用方法／共済会会員証の提示
■利用範囲／会員と同伴者計５名まで
■施設情報／岡崎市洞町字的場１６－１ ☎0564-23-1131 http://sunbowl300.sakura.ne.jp/

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！
岡崎幸田勤労者共済会

検索

★新規加入事業所をご紹介ください！

共済会では、
新規加入事業所(加入者)の募集をしています。会員であるあなたのお勧めが共
済会のご理解につながります。
ご紹介を頂いた事業所が共済会に加入されたときは、
謝礼をさ
せていただきますので、
多くの方に共済会を宣伝してください。入会手続きなど詳しい内容に
ついては、
事務局からご説明に伺いますので、
お申し付けください。

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。

1

お電話をください。

248

共済会事務局

（勤労文化センター内）

1

総合検査
センター

御返送
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