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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2月１日現在／事業所数740社 会員数：8,001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。

春の長谷寺・室生寺散策

牡丹・シャクナゲの花

この時期、長谷寺では150数種7000株のボタンが咲き乱れ、室生寺では
ピンクや白のシャクナゲの花が綺麗に見られます。

下記旅行会社へＦＡＸ申込

【旅のポイント】

●【長谷寺】観音霊場として名高い長谷寺には、清少納言
や紫式部も、その昔牛車を連ねて詣でています。４月下
旬から５月上旬にかけて 150 数種 7000 株のボタン
が咲き乱れ、花の寺にふさわしい姿を見せてくれます。
●【室生寺】密教の道場として女人禁制だった高野山に対
し、室生寺では女性の入山も許したのが『女人高野』と
呼ばれた所以です。４月から５月にかけてピンクや白
のシャクナゲの花で境内がおおわれています。
●昼食は長谷寺湯本 井谷屋

●日
程／4月28日
（土）
●募集人数／35名《最小催行人数30名》
●参加料金／

会

員

6,800
6,800円

登録家族
一般同伴者

イメージ

7,800 円円
9,000 円円

行 程

※気候により花の開花時期は前後しますので、その点はご容赦ください。
※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。

イメージ

勤労者共済会 － 岡崎IC － 御在所SA － 亀山IC － 長谷寺駐車場 － 長谷寺（参拝：散策）－ 長谷寺湯本 井谷屋（昼食）－ 長谷寺駐車場 －
7：30

8：30/8：45

10：30

10：50/11：50

12：00/13：00

13：10

室生寺駐車場 － 室生寺 － 室生寺駐車場 － 名阪関ドライブイン － 亀山IC － 刈谷ＰＡ － 岡崎IC － 勤労者共済会
13：40

【重要】

14：50

16：10/16：25

17：30/17：45

18：20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。

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
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

３月号 共済会ニュース

イオンスポーツクラブ イオンモール岡崎 窓口販売
施設利用チケットの取り扱いを開始いたします！

3月1日（木）より販売開始

イオンスポーツクラブ岡崎店をご利用いただけるチケットです。
共済会事務局窓口で販売いたしますので、ぜひご利用ください。
●斡旋価格／１枚 ５４０円
１回利用につき１枚使用
●購入資格／会員のみ（月６枚まで） ※有効期限あり
◆施設情報◆
●住
所／岡崎市戸崎町字外山３６－５ イオンモール岡崎店２F
TEL／０１２０－８１－６６８１
●営業時間／毎日９：００～２４：００
●休 館 日／毎月１４日・夏季休業・年末年始
★イオン直営だから、お手軽安心！
お買い物ついでに運動ができま
す。ショッピングセンター併設だか
ら駐車場も豊富！一緒に運動を始
めませんか？

窓口渡し

配布期間：3月1日（木）～7月29日（日）

愛知こどもの国南の東幡豆潮干狩りのご案内です。家族や職場、お一人様からお子様まで、どなたで
も、お楽しみいただけますので、ぜひご利用ください。

【利用期間】3月17日（土）～7月29日（日）
●利用時間／干潮の前後２時間程度
●場
所／東幡豆漁協管轄区域（東幡豆海岸・前島（うさぎ島）等）
●利用資格／会員と登録家族《１回につき会員と登録家族人数の２回分まで》
●利用料金／

区

分

大人・子供一律

一般料金

会員料金

1,000円

700円

※割引利用券及び潮見表・案内地図を共済会事務局窓口にてお渡しします。
会員証をご持参のうえ、お越しください。
※割引利用券に必要事項を記入し、会員料金を添えて現地にてお支払いください。

●施設情報／http://www.katch.ne.jp/̃higasihazu-gk

☎0563-62-2068（代）

第32回 働く者の青空フェスタ

参加者募集

ＦＡＸ申込

くらがり渓谷でマス釣り大会や、ちびっ子ゲーム大会、バーベ
キュー、お楽しみ抽選会などを開催！参加費は無料です。参加
希望の方は詳しい内容をご案内いたしますので、共済会事務局
までご連絡ください。
●日

時／５月13日
（日）１０：００～１３：００（９：００受付開始）

●会

場／『くらがり渓谷』
（受付・
・
・花の木広場）
岡崎市石原町字牧原日影3－1 ☎０５６４－８３－２０５７

※雨天予備日 ５月20日
（日）

※駐車場から広場まで約1.1km、徒歩20～25分ほどかかります。

●募 集 数／6家族限定
●主

※申し込み多数の場合抽選

催／愛知労福協岡崎額田支部

●そ の 他／釣具・餌は１家族１セット。バーベキューの場所・炭･鉄板は用
意していただけます（要予約）が、食材･食器･調味料等は各
参加者でご用意ください。バーベキュー炉は限られておりま
すので、共済会参加者同志で譲り合ってご利用ください。
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共済会ニュース ３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。
LA LA LAND － IN CONCERT －
ＦＡＸ申込
ラ・ラ・ランド in コンサート

北島兄弟コンサート

※未就学児童入場不可

席種／S席 ５，
２００円（一般：６，
０００円）

［プログラム］上演作品：
『ラ・ラ・ランド』※英語上映・日本語字幕付き。
音楽(作曲)：ジャスティン・ハーウィッツ。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ほか。※映画キャスト・シンガーは出演しません。

※未就学児童入場不可

［予定曲目］片道切符、アカシアの街で、のろま大将、
檜舞台、風雪ながれ旅、兄弟仁義 他

★映画『ラ・ラ・ランド』のシネマ・コンサートが帰ってくる♪アンコール公演開催決
定！！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』。オリジナルのミュージカル映画を、迫力の大スクリーン×オーケストラ・ジャズバンドによる生演奏の音楽
で体感できる新感覚のハイブリッド・コンサートです。今秋行われた日本公演では、各公演ともチケットはSOLD OUT、
超満員のお客さんから演奏に合わせて拍手・歓声が飛び交うなど会場は「ラ・ラ・ランド」フィーバーに包まれました。
是非、会場で再び興奮と感動を体感してください。
≪チケットぴあ≫

申込締切：3月14日（水）

★北島三郎の弟子がユニット“北島兄弟”を結成。北山たけしデ
ビュー15周年、大江裕10周年記念の特別企画。それぞれのオ
リジナル曲から師匠・北島三郎の曲まで存分に楽しんで頂けま
す。心に響く熱唱の北山たけしと、愛されキャラと抜群の声量の
大江裕。北島兄弟コンサートにご注目ください。

ＦＡＸ申込

日時／６月３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／S席 ５，
７００円
（一般：７，
０００円）

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

★1968年にキングズ・カレッジ（ケンブリッジ大
学）の学生6名で結成され、今に至るまで半世紀に
もわたり活動するイギリスのアカペラ・グループ。2016年には久々の来日を果たし、
大好評を博して各地でソールドアウトを続出、次の来日が今か今かと待たれていまし
た。他の追随を許さない年間150回を超える公演、そして通算2000曲以上ものレ
パートリーは、まさにアカペラの「王様」。世界最高の緻密なアンサンブルに酔いしれ
る、英国紳士の凛としたたたずまいや上品なユーモア漂う魅力的なステージ。釘付けに
なること間違いなしの公演に、どうぞご期待ください。
≪チケットぴあ≫

※５歳未満入場不可。５歳以上１人１枚要チケット。

★ウィーンの象徴・音楽大使として世界
中の人々の心を癒す天使たち。ウィーン
©www.lukasbeck.com
少年合唱団の創立は1498年。10歳か
ら14歳の約100名のメンバーは全員アウガルテン宮殿で全寮制の生活
をし、ハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブルックナーという合唱団にゆ
かりのある作曲家の名がついた4つのグループに分かれて活動。2018年
はハイドン組(カペルマイスター：ジミー・チャン)が来日。

≪チケットぴあ≫

フジコ・ヘミング＆スロヴァキア国立放送交響楽団
ＦＡＸ申込
指揮：マリオ・コシック

ＦＡＸ申込

日時／６月１３日（水）
１８：３０開演
会場／アートピアホール
席種／全席指定 ６，
３００円
（一般：７，
５００円）

日時／６月１４日
（木）
１４：００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，
８００円
（一般：１２，
０００円）

※未就学児童入場不可

★ハワイアン・ミュージックの
スーパーユット”
Ha’
aheo”
が
再結成！若きウクレレの伝道師ハーブ・オオタ・ジュニアを
中心に、ハワイの伝統と革新を併せ持つ実力派が終結し
たスーパー・ユニット。音楽とフラが融合する真のハワイ
魂に心を打たれるステージにご期待ください！ ≪チケットぴあ≫
名古屋国際音楽祭 イタリア・バーリ歌劇場
ＦＡＸ申込

※未就学児童入場不可

★"魂のピアニスト"フジコ・ヘ
ミング、刈谷に初登場！魂のピアニスト、
フジコ・ヘミングの
ピアノが聴ける！中欧屈指の名オーケストラ、
スロヴァキア
国立放送交響楽団とともに贈る名曲の数々。 ≪チケットぴあ≫

中嶌英雄

SHOW HOUSE ＧＥＭ ＣＬＵＢ Ⅱ

プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」(原語上演・日本語字幕付） ※画像有

申込締切：3月14日（水）

日時／６月２９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 ２５，
０００円（一般：２７，
０００円）
Ａ席 ２０，
０００円（一般：２２，
０００円）

ＦＡＸ申込

日時／４月１８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 ８，
１００円（一般：９，
８００円）
※未就学児童入場不可

［出演者］玉野和紀、中河内雅貴、東山光明、木戸邑弥、多和田秀
弥、本田礼生、松田岳、古田一紀、新垣里沙、原田優一、壮一帆
★若き才能の原石が競い合う珠玉のエンターテインメント・ショー
再び！！ミュージカルでありながらショー・スケッチが満載の新感覚
ショー・ミュージカル！新たなエンターテインメントを目撃せよ！
～GEM CLUB とは～
オーナー・総支配人・チーフマネージャーのもと、若い才能の原石（=GEM）たちが集うショーハウス。
今日も、GEMたちが夢を追い求め、ぶつかり合いながらも切磋琢磨している。
ＧＥＭたちの熱い汗と涙で光り輝く新たなショーが幕を開ける！
≪チケットぴあ≫

※未就学児童入場不可 ※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。

★南イタリアの古都バーリに燦然と輝くオペラの殿堂、待望の初来日！
バーリ歌劇場は、ミラノ／スカラ座、ナポリ／サン・カルロ劇場、パレルモ・
マッシモ劇場に並ぶ、イタリアの名門歌劇場。1887年の歌劇場完成以来、カラヤン、ムーティ、歌手ではティー
ト・スキーパ、パヴァロッティらが出演し、イタリア・オペラの精髄を今に伝えてきた。待望の初来日で披露するの
は、トスカニーニ指揮スカラ座初演版、ロベルト・デ・シモーネ演出による「トゥーランドット」。この絢爛豪華な作品
のタイトル・ロールを歌うのは、世界一流歌劇場で活躍する、最強のドラマティック・ソプラノ、マリア・グレギーナ！
これぞイタリア･オペラ！これぞプッチーニ！という音楽はここでしか味わえない！
≪チケットぴあ≫

火星の二人

≪チケットぴあ≫

ウィーン少年合唱団

ＦＡＸ申込

日時／５月３０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／全席指定 ５，
２００円
（一般：６，
０００円）

Ha ‘aheo Japan Tour 2018

ＦＡＸ申込

公演日
時間
会 場
5月15日（火）18：30 刈谷市総合文化センター大ホール
5月16日（水）14：00 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

日時／５月２日
（水） 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）

ザ・キングス・シンガーズ

申込締切：3月14日（水）

劇団四季ミュージカル「リトルマーメイド」

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／８月２５日（土）１３：００開演
会場／名古屋四季劇場
（名古屋市中村区名駅2丁目）
席種／S1席(1階席) ９，
８００円
（一般：１０，
８００円）

日時／５月２日
（水） １８：３０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 ８，
１００円 ※未就学児童
（一般：９，
５００円） 入場不可

［作・演出］倉持裕 ［出演者］竹中直人、生瀬勝久、
上白石萌音、池岡亮介、前野朋哉、高橋ひとみ

※３歳以上有料

※１人２枚まで

★名古屋で観られる機会もあとわずか！2018
年8月26日、ついに千秋楽。劇団四季とディズ
ニーの新次元ミュージカル「リトルマーメイド」最
新フライング技術を駆使した海中シーンなど物語
を華やかに再現！ハッピーエンドのエンディングが
もたらす圧倒的な幸福感。彼女の恋と冒険は、多
くの人の心に感動を届けます。 ≪チケットぴあ≫

★竹中直人、生瀬勝久がタッグを組む話題の演劇シリーズ
“竹生企画”第三弾。大事故から奇跡的に生き延びた男（竹
中直人）は事故の後、廃人の様になっていた。そして彼の息
子も人が変わったようになり、その恋人（上白石萌音）は悩んでいた。そこに、やはり同じ事故から生還し
た男（生瀬勝久）が訪ねて来る。生死の境が曖昧になってしまった男と、同じ経験からむしろ活力をみな
ぎらせている男の、終わりなき口論から垣間見える、生き抜くことを巡る物語。 ≪チケットぴあ≫
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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
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。

南こうせつ

Crossover Guitars 2018
渡辺香津美×押尾コータロー×沖仁

ＦＡＸ申込

日時／５月２０日
（日）
１７：００開演
会場／豊田市民文化会館
大ホール
席種／全指定席 ５，
２００円
（一般：６，
０００円）

日時／５月２０日
（日）１５：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全指定席
一般 ４，
９００円（一般：６，
０００円）
学生 ２，
５００円（一般：３，
０００円）
※未就学児の入場は不可

※未就学児入場不可

★誰もが認めるテクニックと、卓越し
た個々の音楽センスが光る何が起こ
るかわからない「一期一会」の夢のコ
ンサート
≪幸田町文化振興協会≫

★コンサートツアー2018
～おもかげ色の空～

松山

千春

ＦＡＸ申込

≪豊田市民文化会館≫

三浦

ＦＡＸ申込

日時／６月８日
（金） １８：３０開演
６月９日
（土） 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，
３００円
（一般：８，
１００円）

和人

ＦＡＸ申込

日時／６月１０日
（日）
１６：３０開演
会場／今池ガスホール
席種／全指定席 ５，
４００円
（一般：６，
０００円）
※３歳以上有料

★松山千春コンサートツアー２０
１８
「弾き語り」

★60ｔｈ Ｂｉ
ｒ
ｔｈｄａｙ Ｃｏｎｃｅｒ
ｔ
2018
〈ゲスト〉伊藤秀志/小西博之

≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫

※３歳以上有料

ＫＡＮ

豊橋市民球場 中日ドラゴンズｖｓ阪神タイガース

ＦＡＸ申込

日時／８月２４日
（金）
１８：３０開演
会場／名古屋市芸術創造センター
席種／全指定席 ４，
９００円
（一般：５，
５００円）

ＦＡＸ申込

日時／４月１７日
（火）
１８：００
（開門予定16：00）
席種／Ｓ席 ４，
２００円
（一般：４，
７００円）
★今年も恒例の豊橋市民球
場でのセ・リーグ公式戦開催！
竜戦士の躍動感あふれるプ
レーを、野外のナイターでお
楽しみください！

※未就学児入場不可

★弾き語りばったり #23 三歩進
んで何故戻る？
≪サンデーフォーク≫

名古屋城 酒まつり２０１８

ＦＡＸ申込

■会
期／３月３１日
（土）
～４月８日
（日） 各日１２：００～１９：３０
（閉門は２０：００） ※雨天決行
■会
場／名古屋城 西之丸エリア
（名古屋市中区本丸１－１）
■斡旋価格／前売券（酒まつり参加キット引換券）
１，
９００円（一般：２，
４００円）
ペア券（２名）
（酒まつり参加キット引換券・おつまみ券込） ３，
９００円（一般：４，
８００円）
グループ券（４名）
（酒まつ参加キット引換券・おつまみ券込） ７，
９００円（一般：９，
６００円）
■備

※名古屋城への入場料は別途かかります。

考／参加キット内容→「選べる３勺お猪口」
「銘酒カタログ」
「試飲コイン
（１２枚セット）」
※試飲コインは開催日程中いつでも使用可。
（購入後の換金は致しません）

■年齢制限／酒まつり参加キットの引換え及び購入は２０歳以上の方のみです。
★金シャチ横丁 開業記念イベント
愛知・岐阜・三重の銘酒が集結！江戸文化の花咲く名城で日本酒を楽しもう！
東海３県の酒造メーカーがブースを出店し、各蔵の腕を振るった銘酒を楽しめます。
（予定：出店蔵数約４０社・銘柄数１００点以上）
・試飲コインと引換えにお猪口にて提供（銘柄により必要なコインの枚数は異なります。 ・試飲ブースでは日本酒の即売も実施予定です。 ≪チケットぴあ≫

はなび Fes.2018 in ラグーナビーチ

ＦＡＸ申込

全てのチケットに 『ラグナシア』フリーパス付！
！ラグナシア＆花火 でお得に１日満喫しよう！
！

■開 催 日／６月９日
（土） １５：００～２１：００ （イベント１５：００～／花火１９：３０～）
■会
場／ラグーナビーチ
（大塚海浜緑地）
■斡旋価格／個人応援砂浜シート
（１名） ３，
１００円（一般： ４，
０００円）
５００円（一般：１４，
８００円）
個人応援砂浜シート
（４名）１１，
※写真はイメージです。
個人応援イス席
３，
３００円（一般： ４，
２００円）
特典① 各券種ともラグナシア パスポート付（入園・園内乗り物フリーパス） ※6/9（土）のみ有効、翌日順延の場合は6/10（日）のみ有効
特典② 個人応援砂浜シートはレジャーシート付
その他「個人応援SS席」
「カメラマン席」
「立ち見エリア入場券」
「駐車券」の取り扱いはございません。その他プレイガイトにてお買い求めください。

※小学生以上はチケット必要。
※未就学児童は無料。但し、席が必要な場合はチケット必要。
※雨天決行。荒天・時化の場合翌日に順延。翌日も荒天の場合は
中止いたします。
※中止の場合は払い戻しをいたしますが、途中終了の場合の払い戻しはありません。
※当日の実施が危ぶまれる場合、はなびFes.2018
「個人応援イス席」で
in ラグーナビーチ公式ホームページにてお知らせいたします。
※スピーカー等で一部見えづらい席がございます。
※「個人応援砂浜シート」
は、ケータイカメラ・コンパクトカメラ以外での撮影禁止。望遠レンズ付きカメラ・三脚での撮影を希望の場合は、
「個人応援イス席」のチケット購入の上、事前申請必要。詳細は問い合わせ先まで。

詳しくは、
「はなびFes.2018 in ラグーナビーチ公式ホームページをご覧ください。 http://www.hanabifes.jp （2018年2月5日現在

準備中）

★三河地域の本格的な花火シーズン到来直前の6月9日（土）に、ラグーナビーチにて、
「はなびFes.2018 in ラグーナビーチ ～花火と音楽と食と～」を初開催！指定席で
観覧する花火と音楽が融合した次世代型花火エンターテインメントショーをメインに、三河グルメを中心とした飲食ブースや地元アーティストなどによるステージ、キッズ
≪チケットぴあ≫
アトラクションと、昼間から楽しめるイベントも盛りだくさん。ぜひ、家族みんなで、
「はなびFes.2018 in ラグーナビーチ ～花火と音楽と食と～」へ。
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ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜

窓口販売

■会

期／４月２４日
（火）
～７月１６日
（月・祝）
販売期間：6月23日（土）まで
１０：００～１７：３０
（最終入場は１７：００まで）
■休 館 日／月曜日
（4月30日、7月16日は開館）
■会
場／豊田市美術館
■斡旋価格／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： ９００円（当日：１，
１００円）） ※中学生以下無料
★ブリューゲル一族は、4世代150年にわたって、10人もの画家を生み出しました。本展は“ブリューゲル王朝”ともいえる一族
の系譜と作品を一堂に集めた展覧会です。作品選定にあたっては、ブリューゲル一族の世界的な権威、クラウス・エルツ博士が参
画。同氏が世界のプライべ―トコレクションから、ブリューゲル一族の油彩、素描、版画、を中心に、ブリューゲルから影響を受けた
同時代の作家の作品を含むおよそ100点を厳選。出展作品のほとんどがプライベートコレクション。普段美術館に行っても見る
ことができない作品の数々を鑑賞できる、またとない機会です。本展は2012年以来、欧州各地で開催され、パリでは20万人以
上を動員するなど好評を博して来た国際巡回展。各地で成功を収めた展覧会が遂に日本で開催されます。
≪チケットぴあ≫

名古屋市美術館開館３０周年記念 モネ それからの１００年
■会

期／４月２５日
（水）
～７月１日
（日）

※午前9時30分～午後5時、金曜日
（5月4日を除く）
は午後8時まで
（入場は閉館30分前まで）

■休 館 日／月曜日
（４月３０日は開館）■会
場／名古屋市美術館
■斡旋価格／前売一般
８００円（一般：１，
２００円（当日：１，
４００円））
前売高大生
５００円（一般： ８００円（当日：１，
０００円）） ※中学生以下無料
早割ペアチケット １，
５００円（一般：２，
２００円）
★印象派を代表する画家、クロード・モネ（1840－1926）。風景をひたすら見つめ、繰り返し描き続けたその絵画は、いまもなお人々
を魅了してやみません。モネの芸術のもつ独創性、創作上の関心はまた、今日の作家たちにもさまざまな形で引き継がれています。
モネが最晩年の大作《睡蓮》に着手してから約100年。本展では、モネの初期から晩年までの絵画約20点に加え、後世代の約30作家
の作品群を一堂に展覧し、両者の時代を超えた結びつきを浮き彫りにします。画面にちりばめられた色彩の鮮やかさ、うち震える描線、
フレームを越えて拡張していくような画面、そして風景のなかに没入していく眼差し･･･モネの作品のうちにある特質を抽出し、その多
面的なエッセンスを現代アートに接続することで、
「印象派の巨匠」
「モダンアートの先駆者」といった従来の肩書を超える、モネの芸術
の豊かさと奥深さ、その普遍的な魅力に迫ります。

窓口販売

販売期間：3月15日（木）～
7月1日（日）まで

■モネ それからの100年
クロード・モネ《睡蓮》1906年
吉野石膏株式会社（山形美術館に寄託）

幸田町姉妹都市 島原物産展
幸田町と長崎県の島原市は姉妹都市の提携がされました。
この機会に島原の物産はいかがでしょうか。

①

FAX申込

②

◆斡旋品◆ 全部で合計４口まで（組合せ自由。①を４口などでもOK）
①島原さしみわかめ＋島原塩蔵茎わかめ ５００円（一般：８１０円）

200ｇ
・250ｇ賞味期限６ヵ月
・さしみわかめ／もっとも安定したわかめが収穫できる時期に期間限定で収穫し、
製造した最上級の塩わかめ。さしみ風やサラダ感覚で。
③
・茎わかめ／島原わかめのくきだけを湯通し塩蔵で製造。油炒め、煮物、佃煮、みそ
漬けなど

④

②有明海産高級

焼海苔 ９００円（一般：１，
４９０円） 全型１０枚×２袋
・波穏やかな有明海で採れる上質の海苔です。
【島原スペシャルクオリティ認定品】

③長崎プレミアム麺セット

８００円（一般：１，
２９６円）

ちゃんぽん３袋・皿うどん３袋
・長崎名物。野菜や豚肉などを山盛り載せてください。

⑤

④明月堂｜島原かすてら ８００円（一般：１，
４０４円） 賞味期限６ヵ月

・みかん、いちご、
ココア、抹茶、酒香味の五種類がおたのしみいただけます。
【島原スペシャルクオリティ認定品】

⑤島原あごだしそうめんつゆ＋焼きあごだしパック ８００円（一般：１，
２９６円）
400ｍｌ、
１０ｇ×７ｐ
・長崎では、お雑煮、お味噌汁、お吸い物、煮物、麺類のスープなどのだし等に欠か
せないものです。独特の旨味のある、上品な味をお楽しみください。

⑥まぼろしの島原茶＋しまばら和紅茶 １，
０００円（一般：１，
６２０円）

⑥

※斡旋は島原茶と和紅茶の

セットになります
各ティーパック３ｇ×１５個
・島原茶は彼杵茶、世知原茶と同様に長崎のブランド茶として全国で広く知られていました。
しかし、平成５年の雲仙普賢
岳災害で、殆どの茶畑は火砕流で焼け苦渋の思いでお茶を諦めました。
今では礫石原（くれいしばる）
に残る茶園と数件の方が小さな畑でお茶を作られている程度となりました。そして、
２０年
が経ち絶賛される島原茶が復活しました。和紅茶／茶木に適した気候や風土の島原礫石原の地で、農薬を一切使用せ
ず、有機で育て上げたヤブキタ茶を使用しました。八女の内閣総理大臣賞を受賞したことのある専門家の指導を受け、
皆で丹精込めて作り上げた和紅茶です。甘い香りに優しい味わい、
ケーキ、
クッキーにはもちろん和菓子や和食にも合い
ます。どうぞ、島原和紅茶をお楽しみください。
【島原スペシャルクオリティ認定品】
≪島原ふるさと物産館≫
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岡崎ニューグランドホテルお食事券
窓口販売

斡旋期間／３月１日（木）～３月20日（火）
●利用期間／３月１日
（木）
～５月３１日
（木）
桜期間／３月24日
（土）
～4月8日
（日）

1,200枚

●斡旋枚数／

※無くなり次第終了

●購入資格／会員のみ《１人４枚まで》

1,600

●斡旋価格／１枚
円（一般：2,100円）
※電話にて残券をご確認のうえ、
会員証を持ってお越しください。

2F 料亭
「おとがわ」
■昼席 ※桜期間中の金～日・祝は２部制
１１：００～１２：３０／１３：００～１４：３０

イメージ

スカイレストラン「パ

リ」

■夜席 １７：００～２１：００
【予約 ☎：
０５６４－２１－0116】

【予約 ☎：０５６４－２１－５１２５
（直通）】

●春のスカイランチブッフェ
※桜期間中は２部制

※全日予約制、前日17：00までにご予約ください。
※桜期間中個室でのご案内は致しておりません。

11:00～12:30/13:00～14:30

桜花膳

『メイン料理＋ブッフェ料理＋ソフトドリンク』

桜クーポン１枚（通常料金：２，
１6０円）

桜クーポン2枚

（通常料金：4,900円）

土曜日・日曜日のランチタイム限定特典！
お値段そのままでワインが飲み放題！

春の香りと彩りが満載
の桜づくしのお膳。

●夜桜コースディナー

イメージ

さくら会席

●3/17
（土）
～4/8
（日）１日限定１２名様
※前日１５：００までにご予約ください。

桜クーポン3枚 （通常料金：7,130円）
彩りと香りと豊かな味わいに酔う、桜づくしの
会席料理。

◎グランドコース

桜クーポン２枚（通常料金：４，
75０円）
『自家製ノルウェーサーモンのマリネと
小海老のミルフィーユ他 全８品』

1F ラウンジ
「ルポー」

◎ロイヤルコース

■昼席１１：３０～１４：００
【予約 ☎：０５６４－２１－0116】

桜クーポン３枚（通常料金：7,13０円）
『本日のお魚のポワレ白ワインソース
コリアンダー風味他 全９品』

舞花弁当
桜クーポン1枚

（通常料金：2,160円）
イメージ

イメージ

★他にスカイレストラン「パリ」では、共済会の会員証
提示で10％割引になります。どうぞご利用ください。★

岡崎ニューグランドホテル
☎0564-２１-５１１１㈹

●予約・総合問い合わせ先／

※貸切の場合がございます。予めご了承ください。
※たいへん混雑が予想されますので、お早めにご予約ください。
※利用できない時間帯・人数制限などがありますので、
事前にご確認及びご予約ください。
※市営岡崎公園駐車場をご利用の方は1.5時間まで無料券をホテルより差し上げます。

★詳しくは、同封のチラシをご覧ください！★
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美味しさ満開、
さくら色
に染め上げたお弁当。

共済会ニュース ３月号

中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
●日
●会
●券

ＦＡＸ申込

時／５月18日
（金） 第１日 （予選ラウンド ８：００スタート予定）
５月19日
（土） 第２日 （予選ラウンド ７：３０スタート予定）
５月20日
（日） 最終日 （決勝ラウンド ７：３０スタート予定）
場／中京ゴルフ倶楽部 石野コース （愛知県豊田市芳友町）
種／前売券 １，
6００円（一般：2，
８００円）

※1枚につき1日1名様有効。日にち指定はありません。
※高校生以下は入場無料。但し、中学生以下は保護者同伴の場合に限り入場可能です。

★今年も賞金女王の座を目指し、熱き女の闘いがグリーン上で展開されます。

≪チケットぴあ≫

昨年優勝者：上田桃子選手

【 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

キックオフ

5月5日（土・祝） 19：00
5月20日（日） 14：00
試合日

キックオフ

券種

ロイヤルシート
SS指定席
指定席
S指定席
A指定席
大 人
B
自由席 小中高
ホーム 大 人
自由席
自由席 小中高
アウェイ 大 人
自由席 小中高

ｖｓ 横浜Ｆ・マリノス
ｖｓ 柏レイソル

パロマ瑞穂スタジアム
5月2日（水） 19：00

座席

対戦カード

対戦カード

ｖｓ セレッソ大阪

座席図

前売一般

6,700円
5,200円
4,200円
3,600円
3,100円
1,200円
2,300円
700円
2,300円
700円

ＦＡＸ申込
斡旋価格

5,500円
4,200円
3,400円
2,900円
2,500円
900円
1,900円
500円
1,900円
500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。
※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。
※パロマ瑞穂スタジアムはＳ指定席・Ａ指定席・Ｂ自由席大人・Ｂ自由席小中
高のみの取り扱いとなります。

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

中日ドラゴンズ公式戦
５月の日程

広島

ＦＡＸ申込

阪神

5/15（火） 5/16（水） 5/17（木） 5/18（金） 5/19（土） 5/20（日）
◎18：00 ◎18：00 ◎18：00 ★18：00 ◎14：00 ◎14：00
セ・パ交流戦

オリックス

セ・パ交流戦

千葉ロッテ

©中日ドラゴンズ

セ・パ交流戦

ソフトバンク

5/29（火） 5/30（水） 5/31（木） 6/5（火） 6/6（水） 6/7（木） 6/8（金） 6/9（土） 6/10（日）
◎18：00 ◎18：00 ◎18：00 ■18：00 ■18：00 ■18：00 ◎18：00 ◎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

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。
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丸大食品のグルメ商品
旨味工房ビーフカレー

●丸大食品

ＦＡＸ申込

（中辛レトルト７食で１セット）
（賞味期限

約７００日）

28種類の厳選されたスパイスと、牛肉・にんじん・たま
ねぎ・じゃがいもを使い、完熟トマトを加えて仕上げた
マイルドな味わいのカレーです。賞味期限長め！

●斡旋価格／6００円（一般：１，
５００円）
●斡 旋 数／１００セット《申込多数の場合は抽選》
（１人3セットまで）

≪丸大食品株式会社≫

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
お知ら

りらくる 契約内容変更のお知らせ

せ

商品名（サービス名） 会員利用料金（税込）
６０分以上の全コース
２５０円割引 ⇒ ２００円割引
サービス内容 ６０分以上の
（２名以上で利用時は１名あたり３００円割引 ⇒ ２００円割引）
全コース
＊他割引・他サービス併用不可 ※初回利用時にりらくる会員登録が必要
利用可能店舗 ・北岡崎店 ・岡崎光ヶ丘店 ・カメリアガーデン幸田店 ・豊川店 ・西尾店

※赤字が変更箇所と
なります。

平成３０年度の球技系大会の日程のご案内
◎第１８回ソフトミニバレー大会
◎ソフトボール大会
◎第６５回ボウリング大会（団体戦）
◎第６６回ボウリング大会（個人戦）

共済会事務局
からの

お知らせ

６月３０日（土）
１０月２１日（日）
（予備日10/27（土））
7 月27日（金）
（サンボウル）
１１月１６日（金）
（岡崎グランドボウル）

★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

★会員の入退会書類提出期限について

会員の入退会の書類の提出期限は毎月２５日となっております。
２５日までにご提
出いただくと、翌月の１日が会員資格取得日となり、
２６日以降はまたその翌月１日
が会員資格取得日となります。
（例 ２月２６日～３月２５日提出＝３月３１日付退会、
４月１日付入会）

★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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