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公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会

平成29年７月１日現在

事業所数：728社 会員数：7,792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。

★ 共済会 おすすめツアー！★

旅行会社窓口で共済会会員証を提示すると３
！
旅行会社窓口で共済会会員証を提示すると３～
～５％割引
５％割引
！
直接
おすすめツアーは割引金額からさらに共済会が1,000円の補助
！
おすすめツアーは割引金額からさらに共済会が1,000円の補助
！ 申込

夏のおすすめツアー

東岡崎駅
7：10出発

8月
9月

コース番号
44300A
岡崎車庫
7：20出発

●出発日

●出発日

岡崎ルート

西尾ルート

●旅行代金/お1人様（昼食付）
黒色
出発
赤色
出発

9・16・20・24・28
4・12・15・20・24

蒲郡ルート

コース番号
コース番号
44478Ｂ
44478Ｃ
西尾駅 JR岡崎駅 東岡崎駅 岡崎車庫 蒲郡駅 幸田駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：10出発 7：45出発 8：00出発 8：10出発 7：10出発 7：25出発 8：00出発 8：10出発

7,980
8,780

円
円

（小学生は800円引き）
※新穂高ロープウェイ運休時は奥飛騨クマ牧場と平湯大滝公園に変更となり差額を返金いたします。（4才以上未就学児は1,600円引き）

●コース/各地～アルプス街道平湯
（昼食）
～新穂高ロープウェイ
（第2ロープウェイ往復乗車・山頂展望台散策）
～赤かぶの里
（お買物）
～岡崎〈20：00頃〉
～各地

8月
9月

3・11・16・21・27
3・6・9・18

8月
9月

6・19・25
7・11

7・21・27
1・25・30

黒色
出発
赤色
出発

円
円

蒲郡ルート
8月
9月

円
円

●旅行代金/お1人様（昼食付）

6,780
7,280

西尾ルート

コース番号
コース番号
44413Ｂ
44413Ｃ
西尾駅 JR岡崎駅 東岡崎駅 岡崎車庫 蒲郡駅 幸田駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：00出発 7：35出発 7：50出発 8：00出発 7：00出発 7：15出発 7：50出発 8：00出発

8月
9月

8,180
8,680

※開花状況にかかわらずツアーを催行する場合があります。
※富士見台ロープウェイが運休の場合は銀の森と、ちこり村のお買い物コースに変更し、ロープウェイ代（弊社ツアー企画料金）
を返金いたします。

●出発日

●出発日

西尾ルート

黒色
出発
赤色
出発

●コース/各地～富士見台公園
（ロープウェイ乗車・天空のお花畑散策）
～駒ヶ根
（昼食）
～かんてんぱぱガーデ
ン
（お買物・寒天ゼリー試食）
～信州味噌蔵見学
（みそ汁・甘酒試飲）
～十割そば賞味～岡崎〈18：30頃〉
～各地

●旅行代金/お1人様（昼食付）
黒色
出発
赤色
出発

●旅行代金/お1人様（昼食付）

8,480
8,980

円
円

蒲郡ルート

コース番号
コース番号
43136Ｂ
43136Ｃ
西尾駅 JR岡崎駅 東岡崎駅 岡崎車庫 蒲郡駅 幸田駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：30出発 8：15出発 8：30出発 8：40出発 7：30出発 7：45出発 8：30出発 8：40出発

6・17
7・17

8月 3・8・12・20
9月 2・8・20

8月 4・9・27
9月 4・10

●コース/各地～名物しらすソフト賞味～うなぎパイファクトリー（お買物）
～
竜ヶ岩洞（見学）
・ようきた洞（足水・天然冷風浴など癒しのクールダウン体験）
～浜松（昼食）
～ 開花期 ききょう寺 開花期以外 掛川花鳥園（入園）～岡崎〈17：10頃〉～各地 ※浜松餃子食べ放題は50分間です。

●コース/各地～フェザーミュージアム
（見学）
～とれったひろば関店
（農産物
などお買物）
～レストラン幸
（関あゆ丼の昼食）
～21世紀の森公園
（株杉の森
散策）
～根道神社
（参拝・名も無き池鑑賞）
～岡崎〈17：20頃〉
～各地 ※歩きやすい服装・靴でご参加ください。

◆おすすめツアー特典／共済会よりおすすめツアー限定で１，
０００円の補助をいたします。
申込み時に正規料金より１，
０００円を差し引いた金額を旅行会社へお支払いください。
◆補助範囲／会員及び登録家族
是非ご利用ください。
◆そ の 他／おすすめツアー以外の各旅行にも共済会会員証提示で割引は適用されますので、

注意事項／・お支払いは現金のみの取り扱いとなります。
・一般の方も一緒にお申込みいただけます。 ・共済会補助はおすすめツアー１つにつき、１回までです。
・キャンセル等については各旅行会社の約款が適応されますので、ご了解ください。
・一般の方と同じバスでの参加となり、各ツアーとも先着順で受付けとなっております。出発日によってはすでに満席の場合があります。また、申込人数によっては実施できな
い場合がありますのでご了承ください。
・申し込み時に、各旅行会社から共済会へ旅行参加者の確認があります。

◎旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業

名鉄観光バス株式会社

【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！

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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※共済会会員である旨を伝え、共済会会員カードを
ご提示ください。

岡崎幸田勤労者共済会

検索

8月号 共済会ニュース

第41回

ソフトボール大会

ＦＡＸ申込

毎回、白熱した試合が展開されるソフトボール大会！優秀な成績を収めたチームは来年度春
の「労福協ソフトボール大会」に共済会代表チームとして推薦いたします。賞品もご用意して
おりますので、ぜひご参加ください！一致団結、絆を深め目指せ優勝！
●開 催 日／１０月１日
（日） 予備日：１０月２２日
（日）
●会
場／岡崎中央総合公園 「運動広場」
●開始時間／８：３０集合 ９：００プレイボール予定
●募 集 枠／１０チーム予定（１チーム１５名以内）

※申込チーム多数の場合は抽選を行う場合があります。
※１事業所で９名に満た
ない場合は、他の会員事業所と合同で１チーム編成していただくことも可能です。
※試合はトーナメント戦で行います。

●参 加 費／１チーム ３，
０００円
前大会より
●参加資格／会員と登録家族
他事業所の会員との混合チーム可
●チーム編成について／労福協のチーム編成ルールに合わせ、監督（プレイ可）
を含む１２～１５名までのチームで、
“女
性”
又は
“５０歳以上の男性”
を計３名以上含むチームといたします。また、試合中は必ず
“女性”
又は
“５０歳以上の男
性”
が常時２名以上プレイするようにしていただきます。
お知らせ

本年度は無事に10月１日に全日程が終了することができた場合、予備日の10月22日はエキ
シビションマッチとして、ご参加いただいたチーム同士での練習試合や練習などで自由にご
利用いただく予定です。

プリザーブドで、素敵なフォトスタンド作りましょう♪

ＦＡＸ申込

カラーは4色の中から選んでいただきます。クリアケース付きなので、ホコリが付きません。
カラーセラピーパワーでお部屋も明るく爽やかに！
■参 加 費／会 員：３，
５００円
登録家族：４，
０００円
■日
時／９月２日
（土） １３：３０受付（１４：００開始）
■会
場／岡崎市勤労文化センター 第２研修室
■講
師／アトリエヨーコ 永井洋子 先生
■内
容／プリザーブドフラワーフォトスタンド

一般：５，
０００円

❶

※写真の材料調達の都合(時期や在庫)などで 多少変更する事がありますので、
ご了承下さい。
※お申し込み時に色番号を指定してください。

■募集人数／２０名《申込多数の場合は抽選》
■参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
■持 ち 物／エプロン、はさみ等

❷

イメージ

❸

イメージ

❹

イメージ

イメージ

ハゼ釣り大会

❺

イメージ

ＦＡＸ申込

東幡豆でハゼ釣り大会を開催します！大物賞、数釣り賞、応援賞
など各賞をご用意しておりますので、奮ってご参加ください！

イメージ

■開催日時／９月３日
（日） ６：００受付 ６：３０開始 １１：００表彰式
■会
場／西尾市東幡豆漁業協同組合 市場周辺
■参加資格／会員及び登録家族 ２０組（１組は２人まで）
■参 加 費／１組５００円 （１組分のエサ（ゴカイ）代込）
■持 ち 物／クーラーボックス、保冷材、釣り竿等、飲物、食事等。
■そ の 他／熱さ対策に帽子や日焼け止め、タオル等をご用意ください。また、
釣り竿の貸出はございませんので各自ご用意ください。保冷用の
氷は市場の自動販売機で購入できます
（５００円）。出たゴミは各自
でお持ち帰りください。小雨決行のため、天気によっては雨具をご
準備ください
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共済会ニュース 8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。
ありがとう金山！歌舞伎５周年
御園座 錦秋名古屋 顔見世

平成二十九年度 松竹大歌舞伎

ＦＡＸ申込

日時／１１月２２日
（水）
１４：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席指定 ６，
９００円
（一般：８，
５００円）

日時／１０月 ７ 日（土）昼の部 １１：００開演
１０月２２日（日）夜の部 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／一等席 １３，
０００円
（一般：１７，
０００円）
［出演］中村梅玉、片岡愛之助、中村松江、中
村壱太郎、中村亀鶴、中村東蔵、中村魁春
★昼の部：恋女房染分手綱 重の井、番町皿屋敷、
蜘蛛糸梓弦 片岡愛之助五変化相勤め申し候
夜の部：春重四海波、恋飛脚大和往来 新口村、
連獅子。
≪御園座≫

※未就学児の入場は不可。 ※３０枚

［出演］出演：中村獅童・中村亀鶴・
中村萬太郎 ほか
★一、義経千本桜 一幕。二、釣
女 常磐津連中。

ＦＡＸ申込
礒 絵里子・新倉 瞳・高橋 多佳子
トリオコンサート～美しきソリスト達の饗宴～

第38回岡崎市民芸術文化祭
ミュージカル「星の王子さま」

日時／１０月２１日
（土） １４：００開演
会場／幸田町民会館つばきホール
席種／全席指定
５００円）
一般２，
０００円（一般：２，
学生１，
０００円（一般：１，
５００円）
★ソリストとしても大活躍しているメ
ンバーによる、スペシャルなトリオ。珠
玉の名曲をお届けいたします。

ＦＡＸ申込

※3歳以下の入場は不可

★38回目を迎える岡崎市民芸術文化祭、今年は劇団M.M.Cによるオ
リジナルミュージカル「星の王子さま」を開催します。サン=テグジュペリ
原作、不朽の名作童話「星の王子さま」。出版後70年以上も経った物語が現代の子供たちにミュージカルで
届きます。
「ねぇ知ってる？本当に大切なものは目には見えない、心の目で見なくちゃね」おとうさん、おかあ
さんが子供のころに読んだ大切な物語がミュージカルになって登場。 ≪岡崎パブリックサービス≫

≪幸田町文化振興協会≫

歌い継ぐ流行歌 昭和歌謡に魅せられて

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／１０月８日
（日） １３：３０開演
会場／三井住友海上しらかわホール
０００円）
席種／S席 ４，
０００円（一般：５，

日時／１０月１１日
（水） １８：３０開演
会場／豊田市民文化会館
０００円）
席種／S席 ４，
４００円（一般：５，

［プログラム］リスト：オーベルマンの谷、ショパン：ピ
アノ･ソナタ 第3番、ラフマニノフ：鐘、ストラヴィン
スキー／(アゴスティ編曲)：火の鳥 ほか
★“いま惹かれるピアニストNo.1”名古屋初登場！
超一流オーケストラや巨匠指揮者との共演から、
フィギュアスケート、クラシック・バレエとのコラボ
レーションまで、華々しい活躍で注目を集める気鋭
の本格派！ついに名古屋デビュー！ ≪チケットぴあ≫

［出演］
日野美歌、純烈、川上大輔
［予定曲目］喝采、夢一夜、恋人よ、氷雨、男と女の
ラブゲーム、人魚のように、愛でしばりたい 他
★懐かしい昭和歌謡の名曲の数々をお楽しみいただきます。今回出
演するメンバーは、
『 氷雨』の大ヒットでお馴染み、抜群の歌の上手さで
演歌からポップスまで感動的に歌い上げる「日野美歌」。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」。
“プラチナボイス”と呼ばれる歌声と
端正なルックスで人気急上昇中の「川上大輔」。三者三様の歌手が歌い上げる昭和歌謡の名曲を未来へと
歌い継ぎます。昭和を彩った煌びやかな歌の数々をたっぷりとお楽しみ下さい。
≪チケットぴあ≫

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

※未就学児童入場不可

外山啓介 デビュー10周年記念 ピアノ・リサイタル

吉田兄弟

ＦＡＸ申込

※未就学児童入場不可

［プログラム］
〈オール･ショパン･プログラ
ム〉 華麗なる大円舞曲 幻想即興曲 幻
想ポロネーズ 舟歌 ソナタ 第3番
★10年の時を超えて、新たなる出発のショパン。
「今年のプログラ
ムは、この選曲以外に考えられなかった…」デビュー以降、毎年のよ
うにツアーを行い、CDもリリースしてきた外山啓介が記念の年に
選曲したのは、デビュー･リサイタルとほぼ同じプログラムの再演！
新たな出発を告げる、渾身の〈オール･ショパン･プログラム〉、10年
の進化・深化をその耳で感じてください！
≪チケットぴあ≫

バーレーン芸術団

ＦＡＸ申込

日時／１０月１３日（金）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，
１００円
（一般：６，
０００円）

日時／１０月１５日
（日） １３
：
３０開演
会場／三井住友海上しらかわホール
０００円）
席種／Ｓ席 ４，
０００円（一般：５，

©Yuji Hori

≪幸田町文化振興協会≫

日時／１１月２６日
（日） １５：００開演
会場／岡崎市民会館あおいホール
席種／指定
０００円）
S席 ２，
５００円（一般：３，
A席 １，
6００円（一般：２，
０００円）
自由席 ７００円（一般：１，
０００円）

※未就学児の入場は不可。 ※２０枚

福間洸太朗 ピアノ･リサイタル ～鳳凰がみたもの～

ＦＡＸ申込

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

［予定曲目］
風翔音
『Fusion』
、
竹田の子
守唄、
津軽じょんから節、
PRANA 他
★カッコいい津軽三味線と言えば、
「吉田兄
弟」。伝統芸能の枠を超え、国内外の様々なアーティストとコラボレーションし
てきた吉田兄弟が民音のステージに。今回のステージは、和のテイストで尺
八、和太鼓をバックにお楽しみいただける公演となります。津軽三味線奏者の
代名詞となった「吉田兄弟」のステージにご期待ください。 ≪チケットぴあ≫

舞太鼓あすか組

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／１０月２６日
（木）
１８：３０開演
会場／刈谷市総合文化センター
大ホール
席種／S席 ４，
４００円
（一般：５，
０００円）

日時／１０月２２日
（日）
１５：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／S席 ５，
１００円（一般：６，
０００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

［予定曲目］真珠採りの歌、シュワイフ、タスアルーニー、生命の木 他
★バーレーン王国は今年で日本との外交関係樹立45周年。それを記念する公演として国を代表す
る2つのグループを今回招聘します。ひとつのグループは「モハメッド・ビン・ファリス・バンド」。アラブ伝
統楽器であるウードやカーヌーンの名手と西洋楽器（ヴァイオリン等）がコラボレーションする演奏グ
ループです。もうひとつは「クァラリ・バンド」。こちらは、真珠採りの船乗りたちの演奏と踊りを中心に
披露する伝統グループです。数々の神話や伝説が伝わるバーレーン。その庶民の生活に根付いた伝
統的な音楽を情緒あふれる演奏と歌と舞踊でお楽しみいただきます。
≪チケットぴあ≫

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

［予定曲目］爆竹、White Dragon、梁山泊 他
★数多くの海外公演や学校コンサートなど精力的に開催し、和太鼓チームの中でも若さと
パワーがあり、進化をし続ける舞太鼓あすか組。今回のステージは日本の伝統的な尺八、篠
笛、三味線と、現代のシンセサイザーによるコラボレーションが織りなす音楽と、力強い和太
鼓に、歌舞伎、能、狂言などの要素を取り入れ、魅力満載でお送りします。数多くの和太鼓チー
ムを常に先駆する“ASKA”の本物の和太鼓総合芸術をお届けします。 ≪チケットぴあ≫
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田中彩子 ソプラノ・リサイタル２０１７

リヒャルト・シュトラウス作曲 オペラ『ばらの騎士』
ＦＡＸ申込
（全3幕、
ドイツ語上演）

ＦＡＸ申込

日時／１０月２７日
（金） １８：３０開演
会場／サラマンカホール
席種／全席指定 ４，
０００円
（一般：５，
０００円）

日時／１０月２８日
（土） １４：００開演
１０月２９日
（日） １４：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席 １２，
５００円
（一般：１５，
０００円）

※未就学児入場不可

［出演］田中彩子（ソプラノ）、加藤昌則（ピアノ）
［演奏予定曲目］J.シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ、
ウィーンの森の物語、モーツァルト：アレルヤ 他

※未就学児童入場不可

［出演者］
【 指揮】ラルフ・ワイケルト、
【 演出】リチャード・ジョーンズ、
【出演】10/28（土）林正子 、狩野賢一、小林由佳、幸田浩子、加賀
清孝、中島康晴(Ｔ) 他・10/29（日）森谷真理、大塚博章、澤村翔子、山口清子、清水勇磨、前川健生(Ｔ) 他、
【合唱】
二期会合唱団 、
【演奏】名古屋フィルハーモニー交響楽団 ※やむを得ず、出演者等が変更になる場合があります。
★今年のオペラ界を席巻！史上最高のロマンティック・オペラ。バラから、恋が始まる。今年のオペラ界
を席巻！東京・愛知・大分の3都市を結び、壮大なスケールで贈る、史上最高のロマンティック・オペラ

※出演者・演奏曲目・曲順が変更になる場合があ
ります。ご了承ください。

★ヨーロッパが熱狂する100年に一人と
言われる驚異のハイ・コロラトゥーラ。田中彩子の3度目となる待
望の日本公演が決定しました。
≪チケットぴあ≫

『 五木ひろし特別公演 』

※約4時間の上演予定（休憩2回含む）

舞台「ペコロスの母に会いに行く」

ＦＡＸ申込

日時／１１月２４日(金) １１：００開演
１１月２６日(日) １１：００開演
会場／中日劇場
席種／A席 １０，
５００円
（一般：１３，
０００円）
［共演］熊谷真実 ほか
★第一部：芝居「大人の童話」。第
二部：ショー「ビッグステージ」

日時／１０月１９日(木) １１：００開演
１０月２１日(土) １１：００開演
会場／中日劇場
席種／A席 ６，
９００円
（一般：８，
５００円）

※３枚以上でお申込みの場合、お席が前後に
なる場合があります。

［出演］藤田弓子、田村亮、木村理
恵、佐藤正宏、酒井敏也、室龍規
ほか
★認知症の母と還暦過ぎの息子―笑いと感動の介護体
験記。
≪チケットぴあ≫

※３枚以上でお申込みの場合、お席が前後
になる場合があります。

≪チケットぴあ≫

Frozen snipAR by 1→10

アジア最終予選－ＲＯＡＤ ＴＯ RUSSIA パブリックビューイング
ＦＡＸ申込
日本 ｖｓ オーストラリア

※一般券では、
３つのステージで作ったオリジナルかき氷を食べることが出来
ません。
（作成のみ。当日、購入したい場合は別途料金がかかります。）

【かき氷付セット券】 高大生以上 ９００円（一般：１，
４００円）
小中生
６００円（一般：１，
０００円）

※セット券購入者のみ３つのステージで作ったオリジナルかき氷を実際に食べることが出来ます。
※未就学児童は中学生以下料金で保護者同伴の上参加

※未就学児童入場無料 ※全席自由席。メイン・サイド・バックスタンドを開放す
る予定です。 ※中学生以下の方は保護者同伴での入場とさせて頂きます。

★見えないはずの氷やフルーツが現れる？仮想空間に現れる氷
やフルーツをARガン「snipAR」で打ち落とし、自分だけのかき
氷をつくって遊ぼう！最新バーチャルアトラクションにみんな集ま
れ！
「かき氷」は、かき氷屋「川久」と連携します。 ≪チケットぴあ≫

★絶対に負けられない戦いが、そこにはある！！埼玉スタジアムで行われるロシアW杯アジア
最終予選を、パブリックビューイング開催します。日本代表戦、アジア最終予選オーストラリア
戦です。是非、8月最終日8/31はスタジアムで応援しよう！
≪チケットぴあ≫

清水良太郎

ＦＡＸ申込

※９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
・第４火曜
※休館日=毎週月曜日（祝日の場合は開館、その直後の平日休館）

会場／名古屋市博物館
席種／前売一般 ７００円（一般：１，
１００円）
前売大学・高校生 ４００円（一般：７００円）
前売中学・小学生 １００円（一般：３００円）

※フレンチコース＆フリードリンク

※小学生未満無料 ※身体等に障害のある方または難病患者の
方は手帳または受給者証提示にて本人と介護者2名まで当日料金の半額

★ものまね四天王・清水アキラを
父にもつ 、も のまね 界 の サラブ
レッド。フレンチコースと一緒にお
楽しみください。

★本展は、英国ナショナル・トラストが所蔵する貴重な絵本の自
筆原画やスケッチ、彼女の愛用品など200件以上の作品・資料
が出品され、そのほとんどが日本初公開となります。社会で女性が活躍するのが難しかった当時、
強い意志とあふれる才能で時代を切り開いたビアトリクスの人生に焦点をあてながら、
『ピー
ターラビットのおはなし』の原点や絵本シリーズの世界を展観していきます。 ≪チケットぴあ≫

俊英

三浦

ＦＡＸ申込

★馬場俊英
2017

LIVE

和人

≪ホテルトヨタキャッスル≫

ＦＡＸ申込

日時／１２月２日
（土）
１６：３０開演
会場／ヤマハ名古屋ホール
席種／全指定席 ４，
８００円
（一般：５，
４００円）

日時／１１月４日
（土）
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 ５，
６００円
（一般：６，
２００円）
※３歳以上有料

ＦＡＸ申込

日時／９月１０日
（日）１１：３０開場
お食事 １２：００～１３：００
ショー １３：００～１４：００
会場／ホテルトヨタキャッスル
席種／お一人様 １７，
０００円
（一般：１８，
０００円）

日時／９月１６日（土）～１１月５日（日）４２日間

馬場

ＦＡＸ申込

日時／８月１０日（木）～９月３日（日）１０：００～２０：００予定 ※最終入場は１９：４５
会場／オアシス２１ 銀河の広場
券種／【一般チケット】高大生以上 ６００円（一般：１，
０００円）
小中生
２５０円（一般： ６００円）

日時／８月３１日
（木）
１９：３５ キックオフ
会場／パロマ瑞穂スタジアム
席種／前売り一般 １，
２００円
（一般：１，
５００円（当日：１，
８００円））
前売り小・中学生 ３００円
（一般：５００円（当日： ８００円））

ビアトリクス・ポター生誕１５０周年 ピーターラビット展

≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

※３歳以上有料

★三浦和人 LIVE 2017
～時の彩歴～

TOUR

≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫
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Kalaﬁna

松山

ＦＡＸ申込

日時／１２月１３日（水）
１９：００開演
会場／愛知県芸術劇場
大ホール
席種／全指定席 ６，
１００円
（一般：６，
８００円）
※未就学児入場不可

太郎

ＦＡＸ申込

日時／１２月１４日（木）、
１５日（金）
１８：３０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，
３００円
（一般：８，
１００円）
※３歳以上有料

［出演者］Kalaﬁna（Wakana,
Keiko, Hikaru）今野 均ストリ
ングス、櫻田泰啓（Piano）
★Kalaﬁna Acoustic Tour 2017 ～ "+ONE "
≪サンデーフォーク≫
with Strings～

葉加瀬

千春

★松山千春 コンサートツアー
２０１７

上原 ひろみ×熊谷

ＦＡＸ申込

日時／１２月２０日（水）１８：３０開演
１２月２１日（木）１８：３０開演
１２月２2日（金）１８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場 大ホール
席種／全指定席 ７，
０００円
（一般：７，
８００円）

和徳

ＦＡＸ申込

日時／１２月２３日
（土）
１８：００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
６，
４００円
（一般：７，
１００円）

※３歳以上有料

★日医工 presents 葉加瀬太郎
コンサートツアー 2017
「VIOLINISM Ⅲ」 supported
by Iwatani

※未就学児入場不可

★上原ひろみ×熊谷和徳 ＴＯＵＲ ２０１７

≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫

長沢芦雪展 京(みやこ)のエンターテイナー
■会

≪サンデーフォーク≫

販売期間：8月10日（木）～会期中

窓口販売

期／１０月６日
（金）
～１１月１９日
（日） ※1０：００～１８：００

金曜は２０：００まで
（入館は閉館３０分前まで）
※休館日＝月曜日[ただし１０月 ９日(月・祝)は開館し、翌１０日(火)休館]

■会
場／愛知県美術館（愛知芸術文化センター10階）
■入 館 料／早割ペアチケット １，
４００円
（一般：２，
０００円）
前売・一般
８００円
（一般：１，
２００円（当日：１，
４００円））
前売・高校・大学生 ６００円
（一般： ９００円（当日：１，
１００円））

長沢芦雪 重要文化財《虎図襖》1786
（天明6）年
※中学生以下無料
和歌山・無量寺・串本応挙芦雪館蔵
※上記料金で同時開催のコレクション展およびAPMoA Project, ARCHもご覧になれます。
※小・中学生は美術館チケット売場で無料観覧券をお受け取りください。
※「身体障害者手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」
「療育手帳」のいずれかをお持ちの方、
また、その手帳に「第1種」または「1級」
と記載のある方に付き添われる方は1名
まで当日料金が半額となります。美術館チケット売場にてお買い求めください。

★長沢芦雪（1754-1799）は円山応挙の門下で若くして高い画力を身に着け、さらに大胆奇抜な発想によって個性を発
揮しました。芦雪は人を驚かせ楽しませようというサービス精神に富み、今日では伊藤若冲や曽我蕭白と並んで「奇想」の
画家と称されています。また、芦雪が描く虎や龍が併せ持つ力強さとユーモア、仔犬や烏の人間臭さ、唐子や猿の豊かな表
情と時おり見せる深遠な眼差し、そして情感あふれる水墨の風景などには、江戸時代絵画の中でも特に率直に画家自身の
心持ちが現れています。本展では芦雪の多彩な表現を紹介するとともに、奇想の奥にある彼の心境と画境の深化を探りま
す。代表作とされる和歌山県無量寺の《龍図襖》
《虎図襖》は、その両脇二間の障壁画と合わせて同寺のしつらえを展示室
で再現し、芦雪が意図した空間構成を体感していただきます。
≪中日新聞社文化事業部≫

アニメSeason 2 放送記念

進撃の巨人 FESTA

販売期間：8月1日（火）～8月23日（水）

窓口販売

■会
期／８月５日
（土）
～９月３日
（日） １０：００～２１：００
（入場は２０：３０まで）
■会
場／パルコ西館8F パルコギャラリー
■入 場 料／前売り一般
３００円（一般：６００円（当日：７００円））
前売り高校生
１５０円（一般：４００円（当日：５００円））
前売り小・中学生 １００円（一般：３００円（当日：４００円））
※360゜
体感シアター
“哮”
券は別途プレイガイドでお求めください。
※小学生未満入場料無料 ※学生券は学生手帳など身分証の提示を求めることがございます。

★この夏、名古屋に初進撃！この6月まで放送した「進撃の巨人 Season 2」の名場面
を厳選したパネルにして、その世界観を十分に味わっていただけます。巨人達のサイズ
比が一目瞭然でわかる「巨人スケールデータ」、Season 2に登場したキャラクターが
Season 1のどこに描かれていたかがわかる解説パネルなど、
ファン目線重視の展示物
が展開されます。
「進撃の巨人展」でしか購入できない商品に加えて、最新の商品やこの
イベントのオリジナル商品も販売。兵団服をはおり、エレンやミカサになりきれるフォト
スポットコーナーも設けてあります。
≪チケットぴあ≫
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岡崎市美術博物館

歌川国芳 水滸伝の世界

販売期間：９月１０日（日）まで

窓口販売

■会
期／前期：７月２９日
（土）
～８月１３日
（日）
後期：８月１５日
（火）
～９月１０日
（日）
■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
■斡旋価格／一般（高校生以上） ３００円（一般：６００円）
※会期中、展示替えを行います
（展示替えをしない作品もあります）
※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）
※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
『水滸伝』の日本における豊かな受容と展開、そして国芳作品の魅力に焦点を当て、
当館が寄託を受けている《通俗水滸伝豪傑百八人之一個（壹人）》七十四図の他、国芳や他の絵
師が描いた
『水滸伝』
に関連する作品をご紹介いたします。

三河湾リゾートリンクス 夏のランチブッフェ
三河湾が一望できるオーシャンレストラン「ベイブルー」で期間
限定でランチブッフェを開催！素敵なひと時をお楽しみください。
程／８月１１日
（金）
～８月２７日
（日）
間／ランチ：①１１：３０～ ②１３：１５
入 浴：１２：００～
●斡旋料金／（価格は税込みです）
大人 ２，
４００円
（一般：３，
０２４円）
［中学生以上］
小人 １，
０００円
（一般：１，
６２０円）
［６才～１２才］
幼児
２００円（一般： ５４０円）
［３才～５才］

窓口販売

販売期間：8月27日（日）まで

●日
●時

イメージ

※２才以下無料

★入浴付でバスタオルもついているプランです。食事前の入浴も
可能です。
★『吉良ワイキキビーチ』
に“スライダーパーク”が初オープン！
事務局窓口に割引チケットもございますので、
どうぞご利用ください！
●購入資格／会員のみ（１人４枚まで）
※組合せ自由 ※ご購入後の券種の変更はできません。
※５名様以上でのご利用については、現地で実費にてご精算ください。

イメージ

●予 約 先／三河湾リゾートリンクス ☎０５６３－３２－３７２０
西尾市吉良町宮崎中道下１５
月～土曜日９：００～１８：００
（祝日は除く）
●ご利用方法／三河湾リゾートリンクスへご希望の日・時間帯に空きが
あるかご確認の上、
ご予約をお願いいたします。
上記へご予約後、共済会事務局窓口でチケットを
ご購入ください。

イメージ

イメージ

イメージ

≪(株)三河湾リゾートリンクス≫

“幸田の梨『豊水』”の斡旋！

9月7日（木）頃配布予定

ＦＡＸ申込

果肉はやわらかで多汁。甘味の中にほどよい酸味があり食味に優れています。幸田町の
梨は、ふるさと納税の返礼品としても利用されており大変人気となっております。
●内

容／５Kg箱入り
（１０～１２玉）

※玉の大きさによって数が変わる場合がございますのでご了承ください。

イメージ

イメージ

●品
種／豊水
●斡 旋 数／１６０箱
●斡旋価格／３，
０００円（一般価格：３，
８００円）
●申込資格／会員のみ １人１箱まで
（申込多数の場合
は抽選となる可能性がございます）
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岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内

ボールペン・筆ペン教室

ＦＡＸ申込

全６回

●日
程／９月５日・１９日、
１０月３日・１７日、
１１月７日・２１日 各回火曜日
●時
間／１９：００～２１：００
●募集人数／１５名～２０名
●参加費／無料 ※テキスト無料配布
●持ち物／ボールペン又は筆ペン、
５ミリ方眼ノート
●会
場／岡崎市勤労文化センター 第２研修室
●内
容／よみやすい文章を書くにはコツがあります。ひらがな、かた
かな、楷書の漢字の基本から実用的な のし袋、芳名帳、暑
中見舞葉書の書き方のポイントをご指導します。
●講
師／岡崎硬筆書道会幹事 石川恵湖 先生

【 ２０１7 J2リーグ 】名古屋グランパス ホームゲーム
パロマ瑞穂スタジアム
試合日

キックオフ

対戦カード

9月24日(日) 未定 ｖｓ 東京ヴェルディ
10月15日(日) 未定 ｖｓ 湘南ベルマーレ
10月29日(日) 未定 ｖｓ ザスパクサツ群馬

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）

※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
※（
）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。

©2016 NAGOYA GRAMPUS EIGHT INC.
©2016 N.G.E.

“新規加入事業所”ご紹介キャンペーン
キャンペーン期間／平成29年８月１日（火）～10月31日（火）

ぜひ未加入事業所をご紹介ください！
500円の図書券×加入者人数をプレゼント！

共済会から会員の皆様へ、より魅力ある事業を提供するためには、会員数の増大が必要不可欠です。
そこで、会員拡大推進の一環として『新規加入事業所・特約店ご紹介キャンペーン』を展開いたします。
取引先やお知り合いの中で、共済会に“ ご興味 ”を示されている未加入の事業所がございましたら、
ぜひご紹介ください。もしよろしければ、共済会からご説明にもお伺いします！
ご紹介いただいた未加入事業者が共済会の会員になられた場合、ささやかではございますがご紹介
者様へ加入者 1 名様につき 500 円の図書券を進呈します。また、ご要望があれば次年度の共済会
ガイドブック巻末へ両事業所様の広告を無料で掲載させていただきます ( 併せて 1/4 ページ )。
※通常のポイントも加算いたします。
※図書券プレゼントの上限は 30,000 円分とさせていただきます。

◎ご加入いただけるのは▶岡崎市内及び幸田町内に事業所がある個人事業主及び企業並びに各種団体です。
※２名以上の事業所様に限ります。

◎特約店とは▶会員カードを提示すれば、割引が可能なお店です。
※契約時に会報誌に掲載いたします。

◎紹介方法▶『ご紹介票』
に必要事項を明記して、共済会へＦＡＸかご郵送ください。
（ニュースに同封）
◎実施期間▶平成29年８月1日～１０月３１日
◎進呈時期▶新規入会者の加入手続きが完了した時点で進呈。

※新規特約店契約が完了後、次年度のガイドブックに任意で掲載。

連絡先／共済会事務局
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QUOカードの斡旋！

ＦＡＸ申込

ＱＵＯカードの加盟店は、全国約57,000店！
コンビニやファミレス、書店など多くの場所で利用できます。
●券
種／５，
０００円券
●斡旋価格／4,500円
●申込資格／会員のみ 1人2枚まで

※有効期限はございません。
※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。
※支払い額が残額を超えた場合、不足分を現金もしくは残額のあるＱＵＯカードで支払えます。

≪(株)クオカード≫

夏の家庭常備薬の斡旋

窓口受付

◆購入資格／会員のみ
◆申込方法／8月号折込みの申込用紙会員個人ごとに記入し、事業所毎で取りま
とめをして、共済会事務局まで直接用紙をお持ちいただくか、
ご郵
送でお申し込み下さい。
※ＦＡＸは不鮮明の場合があり内容を取り間違うことがございますの
で、
必ず申込用紙をご提出下さい。
コピーを必ず控えてください。
◆受渡しについて／9月中旬頃より、ナンブ
（株）
より順次発送
◆お支払いについて／事業所で取りまとめ、納品時の振込み用紙にて、業者へ
直接お支払い下さい。
※詳しくは折込みの用紙をご覧下さい。用紙はコピーしてお使い下さい。
※お届けまで日数がかかります。緊急を要するお薬は、薬局等でお求め ください。

岡崎市医師会 健康教育講座のご案内

お知らせ

●テ ー マ ／『楽しく食べる食育で子どもが伸びる！』
～子どもの食を楽しくする5つのヒント～
●講

師 ／名古屋短期大学 保育科 教授 小川 雄二 先生

●座

長／とみた小児科 院長 冨田

●日

時／平成２9年8月6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

共済会事務局
からの

お知らせ

博 先生

参加費無料

岡崎薬剤師会

★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

★会費の口座引落しについて

共済会会費２期分（７月～９月）の領収書を別に送付していますので、
ご確認ください。

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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