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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

平成30年１月１日現在／事業所数737社 会員数：7，
905名
※表示金額は、
すべて消費税込みの金額です。

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。

始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。

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。

愛知の人気
スポット！

“桜の”国宝犬山城、成田山、城下町、
史跡探訪、
史跡探訪、食べ歩きフリープラン

【旅のポイント】

戌年にちなんだ観光スポット 犬山市！
下記旅行会社へＦＡＸ申込
国宝犬山城の城下町は尾張の小京都とも呼ばれ、インスタ映えスポットも
多くあり、いま大人気を集めています！歴史を感じながら、食べ歩きなどをお楽しみいただける
フリープランです！桜の時期でもありますので、桜の名所とともにお楽しみください。
★お食事、行き先自由のフリープラン。
★ゆっくり出発、早めの帰着です。
★桜の開花時期は例年、３月下旬から
４月上旬です。

イメージ

イメージ

●日
程／3月31日
（土）
●募集人数／35名《最小催行人数30名》
●参加料金／

会

員

1,500
1,500円

登録家族
一般同伴者

1,800 円円
4,200 円円

※気候により桜の開花時期が前後する場合がございますので、その点はご容
赦下さい。
※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。

行

勤労文化センター ―― 岡崎ＩＣ ―― 小牧IC ――

程

【重要】

イメージ

犬山城城下町（フリータイム）―― 小牧IC ―― 岡崎ＩＣ

9：45

10：00

11：30/15：30

―― 勤労文化センター

10：50

15：50

16：45頃

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！

◎旅行企画・実施

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。

近畿日本ツーリスト株式会社
〒444-0044

三河支店

岡崎市康生通南３－１１ 岡崎東ビル３階

《お申込・お問い合わせ》 TEL：0564-23-3121 FAX：0564-23-5838
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！
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検索

16：30

２月号 共済会ニュース

第23回

岡崎高原カントリークラブゴルフコンペ

ＦＡＸ申込

新春初コンペ！お気軽にご参加ください。
●日
時／３月12日
（月） ※９：００スタート予定
●場
所／岡崎高原カントリークラブ
（駒立町字ノボリ１０番地）
●競技方法／１８ホール、
ストロークプレイ
●ハンディ／ダブルペリア方式（上限なし）
●募集人数／５組２０名（最少催行人数６名）
●参加資格／会員と登録家族
●参 加 費／４，
５００円

※参加費には、
プレー代、乗用カート代、食事代、
ドリンク代、賞品代、各種税金等すべて含まれます。
※全組終了スコア集計後、表彰式を行います。

感謝
会員 ！
企画

昨年の参加者の皆様です

ＦＡＸ申込
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

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、自由行動でイルミネーションやハウステン
ボス歌劇団、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
●日
●内
●参 加

場／ラグーナテンボス
時／３月１８日
（日） ９：４５現地受付
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。
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
雨天でも開催いたします。
（荒天中止の場合は別途お知らせします）

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

「映画ドラえもん のび太の宝島」無料鑑賞会！
in シネプレックス岡崎

ＦＡＸ申込

申込締切：２月15日（木）

見つけたのは、宝物以上の、宝物
たからじま
め ざ
お おうな ば ら
すす
しじょう さいだい
「宝島」を目指して大海原を進め！ドラえもん史上最大
ぼうけ ん
はじ
た い へ い よう じょう
とつぜん あらわ
なぞ
しま
の冒険が始まる！太平洋上に突然現れた謎の島。そこ
かく
たから
ひ
し んじつ
に隠された宝に秘められた真実とは・
・
・
！？
●日
時／①３月１０日
（土）
１０：００開演 ②３月１１日
（日）
１０：００開演
●募集人数／各回１３０～２７０名 ※申し込み多数の場合は抽選となる場合もあります。
© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2018
●申込資格／会員及び登録家族 ※登録家族外の方のご鑑賞は固くお断りいたします。
【重要】沢山のお子様にご鑑賞いただくために、お子様３人までに対し高校生以上の方の付き添いはお一人様までとさせていただきます。
★申込人数に応じて収容人数の多いスクリーンにいたしますので、
どしどしご応募ください！
★座席につきましては抽選によって決定させていただきますので指定はできません。
（抽選上位の方から、前方から順にとさせていただきます。）

2

共済会ニュース ２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。
をご確認ください。

第６回こどものためのコンサート

神野美伽

ＦＡＸ申込

日時／３月１０日
（土）
午前の部 １１：００開演
午後の部 １４：３０開演
会場／岡崎市甲山会館
席種／全席指定 大人 ５００円
（一般：８００円）
3歳～小学生 ２００円
（一般：５００円）

日時／４月１２日（木）１４：００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 ４，
４００円
（一般：５，
０００円）
※未就学児童入場不可

［予定曲目］男船、千年の恋歌、無法松の
一生（度胸千両入り）、座頭市子守唄、酔歌
（ソーラン節入り）、歌はわが命 他
★群をぬく歌唱力に定評がある神野美
伽。神野ならではのいさぎよい“男歌”の
数々、そして彼女が切々と歌い上げる
“女歌”、さらに、美空ひばり、村田
英雄などの名代の名曲も披露する珠玉のコンサートです。≪チケットぴあ≫

※休憩含め６０分程度のコンサートです。

★第１部 音からとびだす♪どうぶつたち～音楽からイメージをふくらませて
～動物の謝肉祭より「白鳥」
「像」口笛吹きと犬 ほか。 第２部 サウンド・オブ・
ミュージック ドレミの歌 エーデルワイス ほか。

≪岡崎パブリックサービス≫

名古屋国際音楽祭 レ・ヴァン・フランセ

小野リサ

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／４月２７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／全席指定 ５，
０００円
（一般：５，
８００円）

日時／４月２２日
（日） １３：３０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 ６，
３００円（一般：８，
０００円）
Ａ席 ５，
４００円（一般：７，
０００円）
※未就学児童入場不可

★世界のトップ・プレイヤーが集結した最強音楽アンサンブルが紡
ぎ出す至上の響き
フルートのエマニュエル・パユ、オーボエのフランソワ・ルルー、クラリネットのポール・メイエなど、それ
ぞれがソリストとしても、一流オーケストラの首席奏者としても活躍する、まさにスーパー・スター集団。
フランス室内楽の伝統を引き継ぎながら、時代の最先端をゆくレパートリーにも意欲的に取り組んでい
る。おのおのが自由自在に表現を駆使しながらも、ぴたりと息が合う、まさに驚異のアンサンブル！

※未就学児童入場不可

［予定曲目］イパネマの娘、SO DANCO SAMBA、
SAMBA DE UMA NOTASO、いのちの歌、他
★ブラジル・サンパウロ生まれ。10歳までの幼少時
代をブラジルで過ごし、15歳からギターを弾きながら歌い始める。 1989年デビューし、ナ
チュラルな歌声、リズミカルなギター、チャーミングな笑顔で瞬く間にボサノバを日本中に広
める。日本におけるボサノバの第一人者としてその地位を不動のものとしています。心地良
いボサノバのリズムと清涼感溢れるヴォイスで癒されてください。
≪チケットぴあ≫

©wildundleise. de Georg Thum2014

※やむを得ない事情でプログラム内容、出演者など変更になる場合がございますのでご了承ください。
それにともなうチケットの払い戻しはいたしません。

≪チケットぴあ≫

上妻宏光 “Standard Songs”feat.佐藤竹善2018
ＦＡＸ申込
-三味線とPIANOで奏でる名曲達-

ストラディヴァリウス サミット・コンサート２０１８

ＦＡＸ申込

日時／６月７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 ８，
１００円（一般：１０，
５００円）

日時／５月２２日（火）１８：３０開演
会場／中川文化小劇場
席種／全席指定 ５，
４００円
（一般：６，
３００円）

※未就学児童入場不可

※6歳未満のお客様のご入場はお断りいたします。

★総額90億円以上の銘器をベルリン・フィルのトッ
プメンバーが奏でる夢のひととき。１台だけでも数億
円と言われるストラディヴァリウス１１台が、日本に集
結。時価総額約９０億円と言われる至高の楽器を弾
くのは、現代最高の技巧を誇るベルリン・フィルハー
モニー管弦楽団のトップメンバーを中心とした最高
の名手達です。三世紀以上の時を超え、高らかに鳴
り響く究極の音色をご堪能ください。≪チケットぴあ≫

［演奏予定曲］
メロディー、木蘭の涙、
SPAIN、津軽じょんから節、その他
※演奏曲は変更になる可能性がございます。ご了承ください。

★伝統をふまえつつ時代に応じた感性を加え、ボーダレスに津軽三味線の”伝統と革新”を追求し続け
ている上妻宏光。
「多くの人に三味線の音色を聴いてもらいたい。」という想いから始めた“Standard
Songs”公演にシングライクトーキングのボーカリスト佐藤竹善を迎えた2度目のTourが決定！スタン
ダード・ナンバーからJ-POP、原点である「津軽じょんから節」まで、ジャンルを超越し、和洋を融合させ、
キャリアに裏付けされた実力で、名曲達を創作するステージは必見です！
≪チケットぴあ≫

マリア･パヘス＆シディ･ラルビ･シェルカウイ
ＦＡＸ申込
DUNAS－ドゥナス－

ＦＡＸ申込
名古屋国際音楽祭
英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団「眠れる森の美女」

日時／４月５日
（木） １９：００開演
会場／アートピアホール
席種／全席指定 １０，
５００円
（一般：１２，
５００円）
※未就学児のご入場はご同伴の場合でもお断りいたします。

©Bill Cooper

［出演］マリア･パヘス Maria Pages、シディ･ラルビ･シェ
©David Ruano
ルカウイ Sidi Larbi Cherkaoui ほかミュージシャン7名
★フラメンコ×現代舞踊 エキゾチックな魔法が誘う魅惑のダンス。アントニオ・ガデス舞踊団の主役を務め、あの世
界的作品「リバーダンス」では主演ダンサーも務めた“フラメンコ界の至宝”マリア・パヘス。パリ・オペラ座を始め数々の
主要バレエ団の振付を担う他、オペラやダンスなどの芸術作品の演出も多く手掛け、様々な賞を受賞している“世界が
認めた天才振付家”シディ・ラルビ・シェルカウイ。2人の研ぎ澄まされた肉体が織りなす神秘の「DUNAS-砂丘-」、待望
の日本初演！名古屋では、アートピアホールの限られた空間で2人の迫真のパフォーマンスが間近に見られる超豪華プ
レミアム公演が実現！世界中で愛されてきた本作を、是非この機会に劇場でご覧ください。 ≪チケットぴあ≫

SHISHAMO

ＦＡＸ申込

日時／５月１５日
（火） 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 １７，
０００円（一般：１９，
０００円）
Ａ席 １４，
０００円（一般：１６，
０００円）
※未就学児童入場不可

［出演・その他］
【振付・演出】ピーター・ライト、【音楽】ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー、
【予定キャスト】オーロラ姫：サマラ・ダウンズ 王子：厚地康雄 【管弦楽】セントラル愛知交響楽団
★これぞバレエ！正統派の“ロイヤル・スタイル”で楽しむ古典の傑作

ロンドン／ロイヤル・バレエと並び英国バレエ界の双璧をなす、由緒正しきカンパニー。その“ロイヤル・スタイル”は世界のバレエファ
ンの憧憬を集めてやまない。この伝統を継承し、バーミンガムを世界トップに引き上げたピーター・ライトの振付けによる「眠れる森の
美女」。演劇的で気品溢れる“ロイヤル・スタイル”による本家本元の名作上演は、多くのバレエファンを魅了するに違いない。

※出演者の病気・怪我等の理由により変更になる場合がありますので、ご了承ください。
≪チケットぴあ≫
出演者の変更にともなうチケットの払い戻しはいたしません。

シエナ・ウインド・オーケストラ

ＦＡＸ申込

日時／４月８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 ４，
５００円
（一般：５，
０００円）

申込締切：2月12日（月）

ＦＡＸ申込

日時／５月１日
（火） １９：００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，
１００円
（一般：６，
８００円）
※４歳以上有料/３歳以下入場不可

★制作総指揮：植松伸夫/指揮：栗
田 博 文 / 演 奏：シエナ・ウインド・
オ ー ケストラ / M C：山 下まみ 。
BRA★BRA FINAL FANTASY VII BRASS de
BRAVO with Siena Wind Orchestra

※３歳以上有料

★SHISHAMO ワンマンツ
アー2018春
≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫

3

２月号 共済会ニュース

１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について
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。

Ｋｉ
ｒｏｒｏ

Do As Inﬁnity

ＦＡＸ申込

日時／５月１９日
（土）
１７：００開演
会場／刈谷市総合文化
センター大ホール
席種／全指定席 ６，
１００円
（一般：６，
８００円）

日時／５月１９日
（土）
１７：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／全指定席 ６，
７００円
（一般：７，
５００円）

※入場時ドリンク代 500円別途必要
※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

※３歳以上有料

★Kiroro “アイハベルが舞
う”Tour 2018

家入レオ

★Do As Inﬁnity LIVE Tour
2018

≪サンデーフォーク≫

森

ＦＡＸ申込

★家入レオ 6th Live Tour 2018

★MEGUMI MORI
“全国バンド
ツアー” FOLK ROCK LIVE
TOUR 2018“Rock LIVE”

※３歳以上有料
※入場時ドリンク代 500円別途必要

敬之

≪サンデーフォーク≫

2018春の感謝デイin志摩スペイン村

ＦＡＸ申込

日時

区分
大人
パスポート 中人
小人・シニア

★Makihara Noriyuki Concert
2018 “TIME TRAVELING
TOUR”1st Season

通常価格 斡旋価格
5,300円
4,300円 900円
3,300円

★パスポートは入園と無料のショーおよびすべてのアト
ラクションに使用可能。

≪近畿日本ツーリスト(株)三河支店≫

名鉄観光スペシャルデー

いつもよりお得な2日間！
日本モンキーパーク

ＦＡＸ申込

日時／３月３日
（土）／４日
（日）

ＦＡＸ申込

日時／３月１０日
（土）／１１日
（日） ※日付指定券です。
★大人＜中学生以上＞・中人＜小学生＞・小人＜幼児２歳以上＞

※日付指定券です。

★大人＜高校生以上＞・小人＜３歳～中学生＞
入園のみ

ＦＡＸ申込

※2歳以下の幼児は有料入園者(大人)１名様につき2名様まで無料。

≪サンデーフォーク≫

南知多ビーチランド＆おもちゃ王国

≪サンデーフォーク≫

日時／３月１０日
（土）、
または３月１１日
（日）
★日付指定 大人・中人・小人・シニ
ア共通パスポート（入園＋アトラク
ションフリー）

※３歳以上有料

区分
大人
小人

ＦＡＸ申込

日時／６月２３日
（土）
１８：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／全指定席 ４，
７００円
（一般：５，
２００円）

日時／７月１６日
（月・祝）
１８：００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）

日時

≪サンデーフォーク≫

恵

日時／５月２６日
（土）
１８：００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）
※４歳以上有料/３歳以下入場不可

槇原

ＦＡＸ申込

日時
区分
大人
入園＋
乗り物乗り 中人
放題券付 小人・シニア

通常価格 斡旋価格
1,700円
500円
800円

※大人・小人 統一料金 ※２歳以下無料。
※日付指定券のため、申込みの際はあらかじめ
どちらかの日にちをお選びください。

通常価格 斡旋価格
3,500円
3,000円 1,500円
2,000円

※大人・中人・小人 統一料金 ※１歳以下無料。
※日付指定券のため、申込みの際はあらかじめ
どちらかの日にちをお選びください。

すかいらーく優待券の斡旋

≪名鉄観光サービス(株)≫

ＦＡＸ申込

すかいらーく各店（ガスト、バーミヤン、ジョナサン、夢庵、ステーキガスト、グラッチェガー
デンズ、藍屋、魚屋路 約２，
５００店舗）の店頭でご利用いただけるプリペイドカードです。
■品
名／すかいらーくご優待券１，
０００円券
■斡旋内容／３枚１組 ３，
０００円分
■斡旋価格／２，
３００円
■申込資格／会員のみ 一人２組まで
■そ の 他／500円単位で利用可能。お釣りはでません。
使い切りカードです。
■有効期限／最大180日
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ボストン美術館の至宝展 東西の名品、珠玉のコレクション

窓口販売

■会

販売期間：5月30日（水）まで
期／2月18日
（日）
～7月1日
（日） 10：00～19：00
土日祝は17：00迄（入館は閉館の30分前まで）
■休 館 日／月曜日
（祝日・振替休日の場合はその翌日） ※4月30日（月・祝）は開館
■会
場／名古屋ボストン美術館
■斡旋価格／一般 ８００円（一般：１，
３００円） ※中学生以下無料。平日17：00以降の高校生無料（要証明書提示）。
★ボストン美術館は、世界屈指の規模と知名度を誇る百科事典的な美術館です。本展では、その広範なコレクションから、古代エジ
プト美術、中国美術、日本美術、フランス絵画、アメリカ絵画、版画・写真、現代美術の7分野にわたる珠玉の80点をご紹介します。ま
た同時に、ボストン美術館の素晴らしいコレクションの形成に寄与した収集家たちにもスポットを当てます。彼らはアメリカ国内だけ
ではなく、世界中を旅し、後にボストン美術館へと寄贈される貴重な美術品を見極め、それらを入手しました。東西の至宝を紹介しな
≪チケットぴあ≫
がら、収集家たちがどのように魅了され、コレクションを作り上げたのかを探ります。

マーベル展 時代が創造したヒーローの世界

窓口販売

フィンセント・ファン・ゴッホ
《郵便配達人ジョゼフ・ルーラン》1888年
Gift of Robert Treat Paine 2nd, 35.1982
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

販売期間：3月13日（火）まで

■会
期／３月１７日
（土）
～６月１０日
（日） ※９：３０～１７：００ （入場は１６：３０まで）
■休 館 日／月曜日 （４月３０日は開館）、毎月第３金曜日、
５月８日(火)
■会
場／名古屋市科学館
■斡旋価格／前売一般
６００円（一般：１，
０００円（当日：１，
２００円）
前売高大生 ２５０円（一般：５００円（当日：７００円） ※高大生は要学生証
前売小中生 １００円（一般：３００円（当日：５００円） ※未就学児無料
※上記料金でプラネタリウムを除く名古屋市科学館展示室もご覧いただけます。

★マーベル の魅力に迫る、日本初の大型総合展 ついに名古屋上陸！！アベンジャーズやスパイダーマンなど、マーベルの人気作品と
ヒーローたちの日本初公開となる貴重な資料、コミック、衣装や小道具など約200点を展示し、世相を反映しながら過去から現在まで進
化を遂げるマーベルとその世界観を余すことなく紹介。多くの文化や人々に影響を与えるマーベルの魅力に迫ります。 ≪チケットぴあ≫

東海地区最大級の鉄道模型イベント
わくわく鉄道博物館 ２０１８ ～鉄道模型と巨大ジオラマ～

おかざき世界子ども美術博物館

窓口渡し

お渡しは２月１日からとなります。

驚くほど精密に作られたジオラマの風景。その中を颯爽と走り抜ける鉄道模型は、子供から大
人まで、時間を忘れて見入ってしまう魅力があります。
本展では、全長９ｍにも及ぶ大スケールのジオラマをはじめ、様々な時代や場所が設定された
ジオラマを展示、時空を超えて旅をするような気持でミニチュアの世界をお楽しみ下さい。
■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、念のための確保はご遠慮ください。
※残券をご確認のうえ、お越しください

※まとめて取りに来られると一気に無くなってしまうため、
ご遠慮ください。

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／１月１３日(土)～３月１１日(日) ※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）

【 2018 明治安田生命Ｊ１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

３月３日（土）
申込締切：2月12日（月）

座席

キックオフ

対戦カード

未定

ｖｓ ジュビロ磐田

３月18日（日） 未定

指定席

ｖｓ 川崎フロンターレ

※キックオフ時間はホームページでご確認ください。

座席図
自由席

ＦＡＸ申込

券種

前売一般

斡旋価格

ロイヤルシート

6,700円

5,500円

SS指定席

5,200円

4,200円

S指定席

4,200円

3,400円

A指定席

3,600円

2,900円

人

3,100円

2,500円

B
自由席

大

小中高

1,200円

900円

ホーム
自由席

大

人

2,300円

1,900円

小中高

700円

500円

アウェイ 大 人
自由席 小中高

2,300円

1,900円

700円

500円

■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）

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

２月号 共済会ニュース

蒲郡クラシックホテル ニューハーフショー

FAX申込

●日

時／３月7日
（水）、8日
（木）
Ⓐタイム１８：３０開演
Ⓑタイム２０：３０開演 （入替え制）

●会

場／蒲郡クラシックホテル バンケットホール２階

●席

種／全席指定予約制 ４，
５００円
（一般前売り：５，
０００円（当日：６，
０００円）
※フリードリンク＆ミニオードブル付

≪蒲郡クラシックホテル≫

蒲郡オレンジパーク 補助券の取り扱い開始のお知らせ

窓口渡し

蒲郡オレンジパークは、いちご狩り、メロン狩り、ぶどう狩り、みかん狩りなどが
楽しめる施設です。季節を通じて、果物狩りをお楽しみいただけます。
この、蒲郡オレンジパークで使用できる補助券の取り扱いを開始いたしました
ので、ご希望の方は、共済会事務局窓口まで、会員証を持ってお越しください。
●券
種／３００円券
●有効期間／年度ごと
●利用範囲／登録家族まで １人１枚まで使用可
★蒲郡オレンジパークでの施設体験でのみ利用可能です。売店でのお土
産購入や飲食にはご利用いただけません。その他、セットプラン、
イベント
参加にもご利用いただけます。セットプラン、
イベント、施設体験について
は時期により内容が変わりますので、
ホームページでご確認ください。
●契約施設情報／蒲郡市清田町小栗見1-93
☎0533-68-2120
●ホームページ／www.orepa.jp

お年玉特別企画第二段！ ＪＣＢギフトカードの斡旋！

ＦＡＸ申込

お買い物・お食事・ご宿泊など、日本全国のJCBギフトカード取扱店で
幅広く使える、便利な商品券です。

●券
種／１，
０００円券
●斡旋内容／１，
０００円券５枚１組 ５，
０００円分
●斡旋価格／４，
０００円
●斡旋組数／5００組（申込多数の場合は抽選）
●購入資格／会員のみ（３セットまで）
●そ の 他／JCBカード加盟店のうち、百貨店・スーパー・レストラン・ホ
テル・ゴルフ場など、全国100万店以上のJCBギフトカード取扱店で利
用できます。
そのなかでも、JCBギフトカードが利用できる店舗は限られます。また、JCBギフトカード取扱加盟店の都合
により、利用できない場合があります。
●ＪＣＢギフトカードご利用の注意／●JCBギフトカードご利用の注意 ●つり銭のお返しはできません。額面以上にてご
利用ください。 ●左側のミシン線を切り取られますと無効になります。 ●有効期限はありません。旧デザインのJCB
ギフトカードも引き続き利用できます。 ●現金・新券・他の券種・金種との引き換えはできません。 ●盗難・紛失または
滅失などに関して、JCBは一切その責任を負いません。 ●金、銀、地金、商品券類、その他各店舗で指定した商品の購
入売り場などで利用できない場合があります。※1 ●ご利用店舗の都合により利用できない場合があります。※1
●ご利用可能店舗は、都
●チェーン店・ショッピングセンターなどの一部店舗では、利用できない場合があります。※1
合により予告なく利用できなくなる場合があります。※1 ●JTBグループの各店舗では利用できません。
●海外では利用できません。
≪株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション≫
※1 詳しくはご利用店舗にご確認ください。

花とみどりのギフト券 の 斡 旋

FAX申込

誕生日、母の日、出産、入学、結婚などのお祝いや励まし
に、催事の賞品、記念品等として、全国の取扱店でお好きな
時にお好きな花と交換することができるギフト券です。
■券
種／５００円券
（有効期限：２０２１年１２月３１日。ご利用の際にはお釣りはでません。）
■斡旋価格／１０枚１組 ４，
３００円 （一般：５，
０００円）
会員1名につき２組まで
■花とみどりのギフト券ＨＰ https://www.ﬂowercard.jp/
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中日ドラゴンズ公式戦

４月

4/3（火）
★18：15

巨人

4/4（水）
◎18：00

ＦＡＸ申込

ヤクルト

4/5（木）
◎18：00

4/10（火） 4/11（水） 4/12（木）
■18：00 ■18：00 ■18：00

阪神

広島

4/18（水） 4/19（木）
◎18：00 ◎18：00

4/20（金） 4/21（土） 4/22（日）
★18：00 ◎14：00 ◎14：00

DeNA

4/28（土） 4/29（日・祝） 4/30（月）
◎14：00 ★14：00 ◎14：00
席 種
ドラゴンズ外野応援席（２０１8シーズンシート）
ライト側 31 列 R530・R531 ２席１組
席種

おとな・こども

内野A
（1塁）

おとな

内野B
（3塁）

おとな

パノラマ
A

おとな

こども
こども

©中日ドラゴンズ

斡旋席数
各試合
１組

斡旋価格（2席）
巨人戦：2,800円 その他：2,300円
（一般参考価格：１席1,900円）

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）
3,500円（一般：3,900円） 3,100円（一般：3,500円）

3,600円
（一般：4,000円）

1,500円（一般：2,000円） 1,000円（一般：1,500円）
2,500円（一般：2,800円） 2,300円（一般：2,600円） 1,900円（一般：2,200円）

こども

300円（一般：500円）

※チケット料金は試合日により価格が変動します。

【共通事項】 会場／ナゴヤドーム

※おとな＝高校生以上、
こども＝小中学生が対象。

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。
※外野応援席以外は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。
※決定後のキャンセルはできません。
※申し込みの無かった外野応援席は号外でご案内いたします。

☆２０１8ナゴヤドームオープン戦
招待引換券プレゼント☆ ＦＡＸ申込
中日ドラゴンズ“オープン戦”の
招待引換券を抽選でプレゼント！
■申込資格／会員のみ（１人１日程まで）
■席
種／外野応援シート各日１組

日 時
3月 3 日
（土）
3月 4 日
（日）
3月 14日
（水）
3月 17日
（土）
3月 18日
（日）
3月 23日
（金）
3月 24日
（土）
3月 25日
（日）

対戦相手

時 間
12：30
14：00
14：00

VS 楽天

14：00

VS 阪神

18：00
14：00

VS 西武

VS ロッテ

岡崎市勤労文化センターを利用してみませんか？
会議や大会はもちろん、
ヨガやフラダンスなど体操など
にもご利用いただけるお部屋もあります。
ホールは３００名まで収容可能です。労働組合関係での
ご利用においてはご予約開始日、
ご利用料金とも一般の
ご利用より優遇されております。
なお駐車場もグラウンド臨時駐車場の利用を含め約２０
０台駐車可能です。
詳しくは、勤労文化センター（☎５３－４１６３）
までお電話
いただくか、HPを検索してください。
（ホームページ ： http://www.kyosai-yyy.or.jp/index_kinbun.html ）
岡崎市勤労文化センター
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検索

第１・２集会室

ホール

２月号 共済会ニュース

春の家庭常備薬の斡旋

窓口受付

花粉症の対策や、その他の薬の補充に家庭用常備薬はいかがでしょうか。
◆購入資格／会員のみ
◆申込方法／２月号折り込みの申込用紙に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／３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

お知らせ

●テ ー マ／『麻酔科医って何やってんの？～痛みのない世界へ～』
●講
師／福井大学 医学部 麻酔・蘇生学 准教授
藤林 哲夫 先生
●座
長／牧原整形外科クリニック 院長
牧原 敦彦 先生
参加費無料
●日
時／平成３０年２月１１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

★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！

共済会事務局
からの

お知らせ

岡崎市勤労者共済会

検索

★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。お
子様が小・中学校へ入学のご予定の方は、給付申請の際の提出物として入学通知書等を
お控えください。

★会費の口座引落しについて

第４期(１・２・３月)分会費の領収書を別に送付いたしますので、ご確認ください。
なおご不明な点については、事務局までお問い合わせください。

★給付の請求について

給付請求のお忘れはありませんか？給付請求期限は、事由が発生してから３年間とな
ります。共済会では、皆様の申請予定の内容を全て把握することはできませんので、ご
本人様で責任を持ってご請求くださるよう、お願いいたします。

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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