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【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。

◎旅行企画・実施　 名鉄観光サービス株式会社　観光庁長官登録旅行業第５５号
　　　　　　　　　　　〒４４４－０８６０　愛知県岡崎市明大寺本町３丁目１７番地（角金ビル４階）

《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-21-0720  FAX：0564-21-8448

【
旅
の
ポ
イ
ン
ト
】

★食事は松茸会席で秋の味覚をお楽しみ！
★岩村城下町散策では、松浦軒の元祖カステイラご

賞味・岩村醸造見学と試飲
★中山道妻籠宿では、やまぎり食堂手作り五平餅、

ゑびや豆大福、木の花屋みたらし団子を食べ歩き
散策。

★栗きんとんで有名なすやへお立ち寄り

行

　程

8：30 9：00/9：15

10：30/11：30

12：00/13：00

13：45/14：45 15：15/15：45

16：15/16：30 17：30頃

勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― 鞍ヶ池PA ― 豊田藤岡ＩＣ 

― 《一般道》 ― 岩村城下町（散策：松浦軒の元祖カステイラご賞味・

岩村醸造見学と試飲） ― 恵那峡山菜園（松茸会席のご昼食） ― 

中山道妻籠宿（食べ歩き散策） ―― すや西木店（お買い物） ―  

中津川IC ― 屏風山PA ― 岡崎ＩＣ ― 勤労文化センター

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

●日　　程／10月21日（土）
●募集人数／30名《最小催行人数25名》
●参加料金／

※小学生以下の方が参加される場合の料金はお問い合わせください。
※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。

7777,5050505050505050505050505050500000000000円円円円7,500円7,500円
登録家族 8888,500500500500500500500500500500500500500500500円円円円8,500円8,500円
一般同伴者 1010101010,000000000000000000000000000000000000000000000円円円円10,000円10,000円

会　員

下記旅行会社へＦＡＸ申込秋の味覚  松茸と恵那・南木曽の旅秋の味覚  松茸と恵那・南木曽の旅
　今回のバス旅行はランチに松茸会席で秋の味覚をご賞味ください。その
他、岩村城下町散策、妻籠宿食べ歩き散策でお楽しみください。

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。

No.419 9
2017（平成29年）

平成29年８月１日現在
事業所数：728社 会員数：7,794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

イメージ

イメージ
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ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

●日　　時／１０月１４日（土）、１５日（日）　受付時間９：００～１５：００（予定）　※雨天時１６日（月）へ順延の場合あり

●受付場所／おかざき農遊館駐車場
●体験方法／当日は共済会発行のチケットをお持ちいただき、受付を済ませてください。受付時に収穫開場を

ご案内いたします。農場では係りの方の指示に従ってください。
●体験場所／おかざき農遊館周辺（東阿知和町）  
●申込資格／会員と登録家族　　　　●参加資格／会員と登録家族　※申込多数の場合は抽選

●参 加 費／サツマイモ　８株１口　　８００円　　４口まで　※８株で２０個～３０個程度
　　　　　　サトイモ　　３株１口　　８００円　　４口まで　※３株で３０個～４０個程度
　　　　　　落花生　　　３株１口　　４００円　　４口まで
　　　　　　　　※各申込口数の状況により、申込多数の場合は抽選を行う場合がございます。

●持 ち 物／軍手、丈の長い長ぐつ、くわ又はスコップ、ビニール袋や
ダンボール箱などの入れ物を用意し、汚れても良い服装
でご参加ください。

【収穫祭】 １０月１４日（土）は、おかざき農遊館で「イモ収穫祭」が開催
されています。イモを使った美味しい食べ物や、販売で毎年
大変賑わっております。ぜひお立ち寄りください。

　秋の味覚のさつまいもなどの収穫体験です！ちいさいお子様から大人まで楽しく
収穫できますので、みんなでワイワイと収穫農作業の体験をしてみませんか？！
　秋の味覚のさつまいもなどの収穫体験です！ちいさいお子様から大人まで楽しく
収穫できますので、みんなでワイワイと収穫農作業の体験をしてみませんか？！

　サニー号で麦わらの一味との航海をお楽しみいただいた後、ラ
グナシア内でバーベキュー！その後は、自由行動でハロウィンのラ
グナシア、ハウステンボス歌劇団やフラワーラグーン、アトラクシ
ョン、プロジェクションマッピング等でお楽しみください。
●会　　場／ラグーナテンボス　　　●日　　時／１０月２９日（日）　９：４５現地受付
●内　　容／サウザンド・サニー号乗船・ラグーナテンボス入園・バーベキュー代込み。
●参 加 費／会　　員　２，7００円（一般参考価格：５，５１０円）　　　　
　　　　　　登録家族中学生以上　３，2００円（一般参考価格：５，５１０円）
　　　　　　登録家族小学生　１，1００円（一般参考価格：３，３２０円）　　　　　　
　　　　　　登録家族幼児（３歳以上）　6５０円（一般参考価格：２，８２０円）　
　　　　　　　  ※パスポートが必要な方は、中学生以上１，７５０円、小学生１，６２０円、幼児１，４００円、
　　　　　　　　  それぞれ当日にお支払いいただければご利用いただけます。
　　　　　　　  ※アトラクションの回数券が必要な場合は、その都度お支払いください。
　　　　　　　  ※バーベキューにはドリンク等は付いておりません。現地の売店でご購入いただけます。
●募集人数／９０名《申込多数の場合は抽選》　
●参加資格／会員と登録家族

ラグーナテンボス サウザンド・サニー号でクルージング＆
ラグナシア・シエスタテラスでバーベキュー
ラグーナテンボス サウザンド・サニー号でクルージング＆
ラグナシア・シエスタテラスでバーベキュー

高級筆柿の斡旋！高級筆柿の斡旋！

“さつまいも”収穫体験！“さつまいも”収穫体験！

ＦＡＸ申込

会 員

感謝企画！

10月中旬頃配布予定

イメージ

●幸田の筆柿について
　筆柿は全国でも幸田町でしか栽培されていない大変珍しい柿で、この地方では徳川時代から栽培されており、とても
古い歴史があります。また、不完全甘柿とも呼ばれ、甘柿と渋柿が１本の木に両方実り、出荷の際には、甘柿と渋柿を選別
します。とても濃厚な甘さが特徴の柿です。
●筆柿の栄養・効能
・ビタミンB1、B2、カロチンなどの栄養素やミネラル、酵素、植物繊維がたっぷりと含まれています。
・ビタミンＣとタンニンが血液中のアルコールを外へ排出します。
・カリウムには利尿効果があります。
●内　　容／高級筆柿２３玉入り（化粧箱入り）　
※写真は２５玉入りですが２３玉入りが基本となります。筆柿の大きさによって変わる可能性がございますのでご了承ください。
●斡旋価格／１，８００円（一般価格：２，８００円）
●申込資格／会員のみ　１人２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）

全国の生産量の95%を占める幸田町特産の筆柿！その中でも高級筆柿をご案内いたします。

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージイメージイメージ

イメージイメージ
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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。

グローリー・ゴスペル・シンガーズ
日時／１２月１６日（土） １７：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席  ６，５００円（一般：７，８００円）
※未就学児童入場不可

［プログラム］アメイジング・グレイス、ホ
ワイト・クリスマス、きよしこの夜、アイ・
ウィル・フォロー・ヒム、オー・ハッピー・デ
イ、ジョイフル・ジョイフル　他多数
★全米トップゴスペルグループが贈るクリスマ

スナイト！圧倒的な歌唱力とダンスパフォーマンス！ダイアナ・ロス、アレサ・フ
ランクリン、ホイットニー・ヒューストンら超大物アーティストが大絶賛の全米
トップゴスペルグループが、本場ニューヨークからやってくる！

ＦＡＸ申込

ｅnra  ささしまライブ オープニングイベント in プラザC
日時／１０月8日（日）
　　　１1：３０開演
会場／プラザC
　　　 （中京テレビ本社ビル1階
　　　名古屋市中村区平池町）

席種／全席指定　２，７００円（一般：３，５００円）　
※3歳以上有料。2歳以下のお子様のご入場はできません。
★映像とパフォーマンスの融合を表現するパフォーミングアーツ・カンパ
ニー。国際オリンピック委員会の視察団を招いた内閣総理大臣主催公式歓
迎・東京オリンピック開催記念夕食会でゲストパフォーマーとして出演し、東
京オリンピック誘致に貢献する。言語を一切使用しない世界観は、国内外で
高い評価を受け、世界中からオファーを受けている。

ＦＡＸ申込

岡崎ジャズストリート２０１７
日時／１１月４日（土）　１３：００開演
　　　１１月５日（日）　１１：００開演
会場／岡崎城二の丸能楽堂、
　　　Libraホール等
席種／前売り
　　　単日券 ３，２００円（一般：４，０００円）
　　　両日券 ６，０００円（一般：７，０００円）
★１２回を重ねる岡崎ジャズストリート。
今年もトップレベルプレイヤーたちが一
堂に集結、ここでしか観られない夢の競
演も。街にあふれるサウンド・シャワーを
楽しもう！ ≪ＮＰＯ法人岡崎ジャズストリート≫　

窓口販売

≪チケットぴあ≫　

ヒマナシ☆スターズ　コンサート
日時／１１月２３日（木・祝）
　　　１３：００開演
会場／岡崎市民会館あおいホール
席種／全席指定　５００円
　　　（一般：８００円）　
★懐かしい唱歌、童謡、昭和歌謡
曲等を会場中が一体となって歌
う「来場者の皆さんが主役」とい
うスタイルが定着しており、幅広
い年齢層から支持されている。

ＦＡＸ申込

≪岡崎パブリックサービス≫　

日時／１２月５日（火）　１８：４５開演
会場／電気文化会館 ザ･コンサートホール
席種／全席指定  ４，０００円（一般：５，０００円）
※未就学児童入場不可
プログラム（予定）］～ハープ・ソロ～・A. フランシスク(J.B. ワイデンソール/M. グランジャニー
編)：クーラント、パヴァーヌとブランル、P. ヒンデミット：ハープのためのソナタ、H. ルニエ：いた
ずら小鬼の踊り、C. ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女、G. フォーレ：即興曲 作品86
～ヴィオラ&ハープ～・J.S. バッハ/C. グノー：アヴェ・マリア、F. メンデルスゾーン：チェロ・ソナタ
第2番 ニ長調 作品58より、第3楽章、F. シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D821
★日本を代表するハープ奏者として、ベルリン・フィルなど

国内外の一流オーケストラやアーティストと共演するなど、ハープ界の最前線を走
り続けている吉野直子。前半はハープ・ソロをたっぷりと、後半は長年親交がある
ヴィオラ奏者・川本嘉子と、至極のハーモニーを繰り広げます。

吉野直子　ハープ・リサイタル
～川本嘉子のヴィオラとともに ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

石川さゆり新春特別公演
日時／１月７日(日)
　　　１１：３０開演
会場／中日劇場
席種／Ａ席　１０，０００円
　　　（一般：１３，０００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。

［共演］西岡徳馬（第一部）
★一部　芝居「夫婦善哉」二部　
石川さゆりオンステージ　

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

販売期間：10月31日（火）まで

ワルター・アウアー　フルート・リサイタル
日時／１１月２１日（火）　１８：４５開演
会場／電気文化会館 ザ･コンサートホール
席種／全席指定 ４，０００円（一般：５，０００円）
※未就学児童入場不可

［プログラム（予定）］C.フリューリング：幻想曲 作品55、モーツァルト：「あ
あ、お母さん聞いて」による12の変奏曲、　K265 (きらきら星変奏曲)、
シューベルト：「しぼめる花」による序奏と変奏曲 D802、ベッリーニ：「ノル
マ」の主題による華麗なる変奏曲、R.シュトラウス：ソナタ 変ホ長調 作品18
★名門ウィーン・フィルで首席フルート奏者として活躍、
またソリストとしても世界各国のオーケストラと協演し、
高い評価を得ているワルター・アウアー。彼のフルート
の音色は、まさに「天上を想像させる言葉なき歌」。世界
最高峰の響きに包まれる極上の一夜。 ≪チケットぴあ≫　

ＦＡＸ申込 ロシア民族音楽アンサンブル　テレム・カルテット
日時／１１月２９日（水） 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）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

［予定曲目］一週間（ロシア民謡）、ともしび（ロシア
民謡）、カリンカ（ロシア民謡）、リベルタンゴ（A.ピア
ソラ）、恋のバカンス（宮川泰）、黒い瞳（F.ゲルマ
ン）、映画『ミッション：インポッシブル』のテーマ　他
★ロシア民族音楽アンサンブル、テレム・カルテッ

ト。グループ名の「TEREM」とは、ロシア語で「良い夢」を意味しています。ロ
シア音楽の歴史や楽器の解説なども盛り込み、超絶技巧とユーモアあふれる
パフォーマンスで、クラシックからポピュラーまで、変幻自在にロシアの伝統音
楽と融合させる、圧巻のステージをお楽しみ頂きます。 ≪チケットぴあ≫　

ＦＡＸ申込

成田達輝 ヴァイオリン・リサイタル
日時／１１月８日（水）　１８：４５開演
会場／電気文化会館 ザ･コンサートホール
席種／全席指定 3,6００円（一般：4,5００円）
※未就学児童入場不可　

［プログラム（予定）］ストラヴィンスキー：協奏的二
重奏曲、サン=サーンス：オラトリオ「ノアの洪水」
作品45から 前奏曲、サン=サーンス：序奏とロン
ド・カプリチオーソ、ベートーヴェン：ヴァイオリンソ
ナタ 第9番 イ長調「クロイツェル」作品47　ほか
★ロン=ティボー国際コンクール第2位、エリザベート
王妃国際音楽コンクール第2位など、数々のコンクール
で入賞し、「偉大な名手パガニーニのライバル!」と評さ
れた、注目の若手ヴァイオリニスト登場！

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

上田正樹
日時／１１月７日（火） １８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席 ５，０００円
　　　（一般：５，８００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

［予定曲目］悲しい色やね～OSAKA BAY 
BLUES、Beethoven Symphony No.9、
River Side Blues、We shall overcome、

My old Kentucky home～故郷を離れて暮らすすべての人たちへ～　他
★大ヒット曲『悲しい色やね』でお馴染みの日本を代表するR&Bソウルシンガー、
上田正樹のデビュ－45周年記念コンサート。『ロンリー・チャップリン 』『TAXI』の
ヒット曲でお馴染みの女性シンガー、鈴木聖美をゲストに迎え、オリジナル曲から時
代を彩った名曲の数々まで、二人の熱い歌声をお届け致します。 ≪チケットぴあ≫　

ＦＡＸ申込

©Hiroki Sugiura

photo Akira Muto
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ＦＡＸ申込

日時／１２月１日（金）　１９：００開演
会場／三井住友海上しらかわホール
席種／全指定席 ６，３００円（一般：７，０００円）
※小学生以上有料/未就学児童は、保護者膝上に限り無料
★杉山清貴 2017 Live Tour
■ジュニア・シニア割引有：ジュニア割引（小学生以上～
19歳以下）、シニア割引（60歳以上）割引チケット料金
￥6000。公演当日、学生証、保険証、パスポート、運転免
許証などの年齢確認ができるものを必ず、ご持参下さい。

■介助者割引有：介助者を割り引く、という意味です。障害者（児）一人につき、介助者
（同伴者）一名割引とします。障害者（児）自身を割り引くシステムではありません。公演
当日のみ開場～閉館（終演）まで担当窓口にて対応。後日申請は一切応じません。
￥1000を返還。ジュニア・シニア割引との併用はできません。 ≪サンデーフォーク≫　

杉山　清貴

日時／１１月３日（金・祝）
　　　１３：３０開演
会場／ウインクあいち
席種／全席指定　3,0００円
　　　（一般：３，５００円）　
※5歳以上有料。4歳以下のお子様は保
護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料。
★伝説のM1ネタ、新ネタを

引っさげて10年ぶりの全国ツアー。2016年M1準優勝
の「和牛」がゲスト出演。

ＦＡＸ申込笑い飯のおもしろ漫才ツアー　ゲスト：和牛

ＦＡＸ申込ミュージカル　屋根の上のヴァイオリン弾き

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）

［出演］市村正親、鳳蘭、実咲凛音、神田沙也加、唯月ふうか、
入野自由、広瀬友祐、神田恭兵、今井清隆　他
★日本初演50周年記念公演！親から子へ、子から孫へと受け継
がれる愛と絆の物語。世界は変わっても、家族の絆は変わらな
い。2018年、あのテヴィエ一家が戻ってきます。 ≪チケットぴあ≫　

ＦＡＸ申込LA LA LAND -IN CONCERT-
日時／１０月３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／Ｓ席　８，４００円（一般：９，８００円）
※未就学児童入場不可
■上映映画『ラ・ラ・ランド』＊英語上映・日本語字幕付き。
　上演時間 約2時間20分、休憩20分含む/　「音楽(作曲)」ジャスティン・ハーウィッツ
■コンサート出演　「指揮」エリック・オクスナー/「演奏」東京フィルハーモニー交響楽団
※映画キャスト・シンガーは出演しません。

◇夢の再上陸！！映画『ラ・ラ・ランド』が鮮やかに甦る♪奇蹟の再会♪
　前代未聞！オリジナルのミュージカル映画を大迫力の巨大スクリーン × オーケストラの生演奏で体験！
　本年度：第89回アカデミー賞R最優秀作曲賞・主題歌賞を含む６部門受賞、その他ゴールデングローブ
賞等数々の映画賞を総なめにし、観るもの全てが恋に落ちた話題の大ヒット映画『ラ・ラ・ランド』！
　そんな映画『ラ・ラ・ランド』が早くも最新のライブ・エンタテインメント＝シネマ・コンサートとして再上陸！
　映画と素晴らしいライブを同時体験出来る斬新なハイブリッド・コンサートを是非お見逃しなく!

≪サンデーフォーク≫　

ＦＡＸ申込中島　美嘉
日時／１１月４日（土）
　　　１８：００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）
※３歳以上有料
★MIKA NAKASHIMA 
FULL COURSE TOUR 

2017～YOU WON'T LOSE～

≪サンデーフォーク≫　

岡村　孝子 ＦＡＸ申込
日時／１２月１４日（木）
　　　１８：３０開演
会場／名古屋市芸術創造
　　　センター
席種／全指定席　６，７００円
　　　（一般：７，５００円）
※３歳以上有料
★OKAMURA TAKAKO Special 
Live 2017 “ Christmas Picnic ”

≪サンデーフォーク≫　

日時／１１月１７日（金）
　　　１１：００開演／１６：００開演
会場／東海市芸術劇場大ホール
席種／全席指定
　　　＜１１：００＞ ９，８００円（一般：１１，８００円）
　　　＜１６：００＞ ８，８００円（一般：１１，８００円）
※未就学児童入場不可

［出演］高畑淳子、赤井英和、南野陽子、田山涼成、葛山信吾、小松政夫 ほか
★NHK連続テレビ小説『あさが来た』原案の小説を高畑淳子＝広岡浅子役で、堂々の舞台化!!

「負けたらあかん。九転び十起きどす」近代日本の夜明け。未だ女性が社会の表舞台に躍り出る気
配もない商都大坂に溌剌たる女性がいた。常に全力、七転八起を超える九転十起のがんばりで、
大坂の豪商加島屋を切り盛りし、命の重さに思いを馳せ大同生命を興す。女性教育にも心血を注
ぎ、日本女子大学の創立にもかかわった、さっそうたる女性の一代記。 ≪チケットぴあ≫　

人狼　ザ・ライブ　プレイングシアター
ささしまライブ オープニングイベント in プラザC　

ＦＡＸ申込

日時／１０月１５日（日）
　　　１1：0０開演
会場／プラザC（中京テレビ本社ビル
　　　1階名古屋市中村区平池町）
席種／全席指定　3,3００円
　　　（一般：4,2００円）
※未就学児のご入場はできません

★ステージ上の13名がゲーム展開に基づいた即興劇を繰り広げる。出演者がルー
ルに用いるのは、人気パーティーゲーム「人狼」。台本はまったくなく、開演直前に決
定。人間vs人間に化けた人狼となり、自身の正体がばれないように他のプレイヤーと
交渉して心理戦が始まる。出演者も客席も巧妙な嘘に騙される！ ≪チケットぴあ≫　

この熱き私の激情
～それは誰も触れることができないほど激しく燃える。あるいは、失われた七つの歌～

ＦＡＸ申込

日時／１２月 ９日（土） １９：００開演
会場／穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ主ホール
席種／全席指定 ７，６００円（一般：９，０００円）
※未就学児童入場不可

［出演］松雪泰子、小島聖、初音映莉子、宮
本裕子、芦那すみれ、奥野美和、霧矢大夢
★６人の女優と１人のダンサーで演じる１人の女の生涯。
2009年、36歳の若さで自らの人生に幕を閉じた女性作家。
ネリー・アルカンが9年の間に強烈に激しく書き綴った小説を

舞台化。 女であることへの戸惑い、怒り、コンプレックス、そして生きていくことへの辛さ、悲し
み、無力感と孤独。6人の女優と1人のダンサーで演じる1人の女の生涯。 ≪チケットぴあ≫　

ＦＡＸ申込土佐堀川  近代ニッポン―女性を花咲かせた女  広岡浅子の生涯

ＦＡＸ申込ダディ・ロング・レッグズ～足ながおじさんより～
日時／１２月１６日(土)
　　　１７：００開演
会場／中日劇場
席種／Ａ席　８，１００円
　　　（一般：１０，０００円）
※未就学児入場不可
※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］井上芳雄、坂本真綾
★客席中を優しさと愛で包み込
んだミュージカルが待望の再
演！！ 

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

公演日 開演時間

１2：００/17：00
１８：００１月１９日（金）

１月２０日（土）

※未就学児童
　入場不可
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共済会ニュース 9月号

日時／１２月２６日（火）
　　　１８：３０開演
会場／名古屋市芸術創造センター
席種／全指定席　５，２００円
　　　（一般：５，８００円）
※未就学児童入場不可
★国民の叔母　清水ミチコのひ
とりジャンボリー

ＦＡＸ申込清水　ミチコ

≪サンデーフォーク≫　

ＦＡＸ申込布袋　寅泰
日時／１２月２２日（金）
　　　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　７，２００円
　　　（一般：８，０００円）
※３歳以上有料/２歳以下入場不可
★布袋寅泰 JAPAN TOUR 
2017

≪サンデーフォーク≫　

日時／１月１３日（土）
　　　１７：３０開演
会場／アイプラザ豊橋
　　　講堂
席種／全指定席　５，２００円
　　　（一般：５，８００円）
※小学生以上有料/未就学児童のご
入場は同行の保護者の方の範囲内
で、周りのお客様のご迷惑とならな

いようにご覧いただくことを大前提とさせて頂きます。
★ORANGE RANGE LIVE TOUR 017-018

日時／１月１１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　５，８００円
　　　（一般：６，５００円）
※３歳以上有料
★“日本のかっこよさ”を世界へ
発信し、 エンターテイメント業界
に新たな流れを生み出し続けて
います。　

ＦＡＸ申込ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

ＤＲＵＭ　ＴＡＯ

≪サンデーフォーク≫　

日時／１０月５日（木）
　　　１８：００開演
会場／刈谷市総合文化センター
　　　大ホール
席種／全席指定　６，０００円
　　　（一般：７，５００円）
※未就学児入場不可
★コンサートツアー2017
～日本全国　歌の渡り鳥２～

日時／１月１４日（日）
　　　１７：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　大ホール
席種／全指定席　４，８００円
　　　（一般：５，４００円）
※３歳以上有料
★ベリーグッドマン“てっぺ

んとるぞ宣言”ツアー2017-2018　～超好感男と貴方
～

ＦＡＸ申込氷川きよしＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

ベリーグッドマン

≪鵜飼興業≫　

日時／１０月１５日（日）
　　　１２：００／１５：００開演
会場／豊田市民文化会館
　　　大ホール
席種／全席指定　４，０００円
　　　（一般：５，５００円）
※５歳以上有料、４歳以下は膝上無料
★吉本新喜劇辻本座長＆バラエ
ティーショーｉｎ豊田

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

≪鵜飼興業≫　

吉本新喜劇

●日　　時／2017年１１月２３日（木・祝）～１１月２６日（日）　９：００～１８：００
　　　　　　開場式：２３日（木・祝）８：３０～
●会　　場／ポートメッセなごや
●入 場 料／前売大人　９００円（一般：１，３００円）　※高校生以下無料
※中・高生の方は、チケット売り場で学生証を提示してください。提示いただけない場合、入場料をいただきます。
★中部地区最大の自動車イベントである名古屋モーターショーは、1979年に第1回目を開催して以来、隔年で開催し、今回で記念す
べき20回目を迎えることとなりました。名古屋モーターショーは2年に一度、東京ビックサイトで開催される東京モーターショーの終了
後、名古屋に会場を移して開催する国内初の地方モーターショーです。東京モーターショーに出展された、国内外の四輪・二輪車メー
カーのコンセプトカーや最新市販車が勢揃いするほか、各種試乗会などの体験型催事、クルマにちなんだ各種イベントを多数実施しま
す。また20回記念限定メニューを取り揃えたスイーツ企画やキッチングルメカーなど、皆さんがワクワクする企画を実施していきます。
ぜひこの機会に「名古屋モーターショー」にお越しください！！ ≪チケットぴあ≫　

申込締切：9月10日（日）まで

申込締切：9月10日（日）まで

親子で楽しむコンサートシリーズ
「音楽の絵本」クリスマスコンサート　ダブルクインテット

ＦＡＸ申込

日時／12月１7日（日） １５：００開演
会場／シビックセンター・コロネット
席種／全席指定 おとな（高校生以上）
　　　２，０００円（一般：２，５００円）
　　　こども（３歳～中学生） ６００円
　　　（一般：１，０００円）　

※おとな1名につき3歳未満のこども1名膝上観賞無料、ただし座席を利用する場合はこどもチケットを購入してください。
［出演］ズーラシアンブラス（金管五重奏）、ズーラシアンウッドウ
インズ（木管五重奏）、弦うさぎ　ベス（ピアノ）

［曲目］ジングルベル、赤鼻のトナカイ、踊り明かそう　ほか
★金管五重奏のズーラシアンブラスと木管五重奏のウッドウイン
ズが奏でるキラキラ輝くステキなハーモニー。 ≪シビックセンター≫　

©スーパーキッズ
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共済会ニュース9月号

ＦＡＸ申込

豊田スタジアム

14：0011月11日（土） ｖｓ ジェフユナイテッド千葉
試合日 対戦カードキックオフ

【 ２０１7　J2リーグ 】 名古屋グランパス ホームゲーム【 ２０１7　J2リーグ 】 名古屋グランパス ホームゲーム

※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。

■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）
　　　　　　ホームサポーターズシート大人：1,700円（一般2,300円）
　　　　　　ホーム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.
©2016 N.G.E.

図書カードＮＥＸＴの斡旋！図書カードＮＥＸＴの斡旋！　

●会　　期／９月３０日（土）～１１月１８日（土）　
　　　　　　１０：００～１９：３０（入場は閉館の３０分前まで）
　　　　　　　　※但し、最終日11/18（土）18：00閉館
●会　　場／松坂屋美術館（松坂屋名古屋店南館７階）
●入 場 料／前売一般　　７００円（一般：１，０００円（当日：１,２００円））
　　　　　　前売高大生　３００円（一般：　６００円（当日：　８００円））
　　　　　　前売小中生　１００円（一般：　３００円（当日：　５００円））
　　　　　　　　※未就学児入場無料。高大生は要学生証。
★お笑いにとどまらず俳優としても活躍し、1989年には北野武として映画監督デビューを果
たし、今では「世界のキタノ」と称されています。
そんなマルチな才能を持つビートたけしがアートに挑戦します。
本展では、版画や絵画、コラージュ作品など約100点を公開します。作品には目的も狙いもメッ
セージもなく、作品タイトルもありません。天才たけしの子どものようなピュアな視点から浮かぶ風景や不思議な人物など、童心にかえり、思わず
笑っちゃうようなユーモア溢れる作品の数々を余すところなく紹介していきます。「アートたけし」の世界を体感できる展覧会です。

ビートたけしが描いたアートが１００点！ アートたけし展ビートたけしが描いたアートが１００点！ アートたけし展

　全国の図書カードNEXT取扱書店で利用できる図書カードＮＥＸＴ。
この機会に、ぜひ利用ください。
●券　　種／１，０００円券を５枚１組　　　　●斡旋価格／４，４００円　　
●斡旋組数／５００組　　●申込資格／会員のみ　１人２組まで
※有効期限／約１０年　　※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。

FAX申込

窓口販売 販売期間：10月26日（木）まで

≪チケットぴあ≫　

ランス美術館展 窓口販売

●会　　期／10月7日（土）～１2月3日（日）
●開館時間／9：3０～１7：0０　金曜日は20：00まで（11月3日は除く） （入場は閉館の３０分前まで）
●会　　場／名古屋市美術館
●入 場 料／前売一般　　9００円（一般：１，2００円（当日：１,4００円））
　　　　　　前売高大生　6００円（一般：　8００円（当日：1,0００円））　※中学生以下無料。
★フランスの古都ランスは、シャンパーニュ地方の街で、５世紀から歴代のフランス王が戴冠式を行った大聖堂のあ
ることで知られています。発泡性のワインの「シャンパン（正式にはシャンパーニュ）」でも有名で、ランス美術館は、そ
の「シャンパン」の生産で財を成した人々によるコレクションをもとに、１９１３年に開館しました。現在ではフランスの
絵画や工芸を中心に、中世から現代に至る幅広い作品を有しています。この度、同美術館の大規模な改修に合わせ、
そのコレクションの精華をご紹介できることとなりました。本展では、ドラクロワ、ジェリコー、コロー、ミレー、ピサロ、
シスレー、ゴーギャン、ドニをはじめとする１７世紀から２０世紀の巨匠たち、そして晩年この地で洗礼を受け、制作も行ったレオナール・フジタ（藤田
嗣治）など、特別出品を含む名画約７０点を展示します。「美の街」ランスが誇る珠玉の作品の数々を、是非この機会にお楽しみください。

岡崎市美術博物館　ウェールズ国立美術館所蔵 ターナーからモネへ 窓口販売

販売期間：11月12日（日）まで●会　　期／９月２３日（土・祝）～１１月１２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　※ただし10月９日（月・祝）は開館、翌１０日（火）は休館
●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）　　※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、ターナーやコンスタブルといった印象派の先駆的動向にある「ロマン主義」をはじめとし、

「リアリズム」を代表するクールベやミレー、ブーダンやロセッティらの作品で構成する「パリのサロン
とロンドンのロイヤル・アカデミー」、モネやルノワールなどにみられる「印象派」、さらにヴラマンクら
の作品を採り上げた「ポスト印象派とその後」の５章で構成いたします。英仏間の交流を中心とした
ヨーロッパ近代絵画の変遷をぜひご覧ください。

販売期間：12月3日（日）まで

©OFFICE KITANO INC.
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●ご利用期間／２０１７年９月１日（金）～９月３０日（土）
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/

敬老の日記念　入浴施設入湯券の斡旋

入浴施設 券種（1冊） 一般価格 敬老の日特別斡旋価格

葵湯 10枚綴り回数券 6,000円 4,000円
楽の湯 10枚綴り回数券 6,800円 5,000円

　共済会では「敬老の日」のお祝いとして、好評の入浴施設入湯券（葵湯、楽の湯）を、
お値打ちに斡旋（対象者限定）します。この機会を是非ご利用ください！
●購入資格／平成29年9月1日現在で、満71歳以上の会員ご本人のみ
●申込方法／ＦＡＸ申込  ●斡旋冊数／1人合計2冊まで

満71歳以
上の会員ご
本人のみ

敬老記念品贈呈のお知らせ敬老記念品贈呈のお知らせ
●対 象 者／平成２９年９月１日現在で、満７１歳になられた会員ご本人の方
●贈呈時期／９月上旬より順次、各事業所にお届けします

　共済会では、毎年「敬老の日」のお祝いとして敬老記念品を贈呈しています。

お値打ちに斡旋（対象者限定）します。この機会を是非ご利用ください！

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　

FAX申込

●有効期間／３ヶ月　９月１日（金）～１１月３０日（木）　★新しいお店がたくさん増えました！
●斡旋料金／５００円（一般：９９４円（税込））
●購入資格／会員のみ　一人４冊まで　
★パスポートを提示するだけで西三河の人気飲食店約１００店舗のランチが５００円で味わえます！
★５００円で利用できるのはパスポートを持ってきた方のみです。（同行者は含まれません）
★期間中同一店舗で３回まで利用可。
★その他詳細は、冊子にてご確認ください。　※税込・税別の場合があります。

販売期間：9月1日（金）～10月31日（火）

お得なグルメ本　ランチパスポート西三河版　Vol.1２お得なグルメ本　ランチパスポート西三河版　Vol.1２
　西三河のお店を掲載したマップ付グルメ本であり、掲載店舗のランチがな
んと５００円（※）で食べられるパスポートです！ランチ仲間や会社の同僚とのラ
ンチに１冊いかがでしょうか！？

窓口販売
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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。

御返送
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〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
シダックス法人・団体会員の特典　≪本カードへの切り替えをお願いします。≫
■本会員特典内容／
　１．入会金、年会費無料
　２．お得なサービス　
　　Ａコース・・・ドリンク人数分サービス
　　　・サービスドリンクはパーティーコース専用
　　　　フリードリンクメニューよりおえらびください。
　　　・フリードリンクコース選択時は、コース料金
　　　　から５％ＯＦＦ。
　　　　　※ドリンクバー料金付店舗は対象外です。
　　Ｂコース・・・ルーム料金３０％ＯＦＦ
　　　フリータイム、フリータイム＆フリードリンク
　　　プラン（フリフリプラン）は各種パック料金
　　　から５％ＯＦＦ。
　３．パーティコース割引
　　　パーティーコース・各種パックご選択の場合、
　　　５％ＯＦＦ。
　４．バースデーサービス
　　　お誕生日月にご来店されたお客様にはバースデーケーキ（１ホール）とシャンメリーまたはワインを１本プレゼント
　　　　（※３日前までにご予約ください。）
■利用方法／カードの提示　　　■利用範囲／会員とその同伴者
■お問合せ／シダックス岡崎上地クラブ　0564-52-7733

お知らせ

★岡崎市役所西館１Fの情報コーナー
　共済会ニュースを毎月常設していただいています。どうぞご利用ください。
★保養所をご利用された方へ助成のお知らせ
　家族旅行・職場旅行などで共済会指定保養所やハイツ＆いこいの村などをご利用された会
員へ、年度内１回２，０００円の助成金を支給しています。詳しい申請方法はガイドブックをご覧
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

愛知労福協岡崎・額田支部 「第40回働く者の作品展」 作品募集！ ＦＡＸ申込

■募集作品／写真・絵画・書道・その他（木彫り、陶芸など）
■作品装丁／作品はすべて額装、軸装、パネル等の装丁とする。装丁のない作品は受付できません。
■応募資格／会員のみ
■応募期限／２０１７年１０月２０日（金）　　※作品は２７日（金）まで受付
■会　　期／２０１７年１１月１５日（水）～１１月１９日（日）
■展示会場／岡崎市美術館　第１展示室（明大寺町字茶園１１番地３　☎：５１－４２８０）
■表 彰 等／金賞・銀賞・銅賞・佳作・特別賞と、出展者全員に参加賞を贈呈します。
■そ の 他／「写真」「絵画」の部で佳作以上の入賞作品は、岡崎市勤労文化センターにて一年間

展示をさせて頂いています。ご協力をお願いします。なお、必ずしも強制するもので
はありませんので、ご都合の悪い場合は事前にお申し出ください。

切り取って使用することができます。（コピー可）


