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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5月１日現在／事業所数739社 会員数：8,147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。

健康維持増進

上高地ハイキング バスツアー

昨年、好評でした上高地ハイキングツアーを今年も敢行！自然が
本当に素晴らしいので、ぜひ体験してみてください！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！

下記旅行会社へＦＡＸ申込

●日
程／7月29日
（日）
●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

5,500 円円
6,990 円円

勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― ひるがの高原ＳＡ ―
7：30

7：20

9：10/9：30

高山西IC ― 道の駅ななもり清見（弁当積込・休憩） ―
10：00

10：15/10：30

（安房トンネル）― 上高地（散策）―（安房トンネル）―

程

【重要】

行

※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。

【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

12：10/14：10

赤かぶの里（休憩） ― 高山ＩＣ ― ひるがの高原SA ―
15：10/15：40

16：20

岡崎ＩＣ ― 勤労文化センター
19：10

17：00/17：15

19：20

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
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

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

第６５回ボウリング大会（団体戦）
今回は春の団体戦です。この機会に新しい職場の
仲間と親睦を深めてください！もちろんご家族でも、
お一人様でもOK！

FAX申込

各賞賞品・
おなじみのストライク賞も
あります

【競技方法】 １．団体戦で２ゲームの合計点数（１レーン３～４人で投球）
で競います。
２．
１ゲームにつき女性は１５ピン、小学生以下のお子さんは３０ピンのハンディ付き。
●参 加 費／２ゲーム、貸し靴、軽食、賞品がついて、一人１，
０００円
※参加費には、傷害保険料が含まれています。

●日
●会

時／７月２７日
（金） １８：３０スタート
場／サンボウル（洞町 ☎２３-１１３１）

※駐車スペースが限られるため、なるべく乗り合わせの上ご来場ください。

●募集人数／９０名

※申込多数の場合は抽選
※少人数でのお申し込みの方同士で１レーンになる場合もあります。

●参加資格／会員と登録家族

第６4回ボウリング大会参加のみなさん

夏の☀トウモロコシ収穫祭！

FAX申込

夏の味覚、
トウモロコシの収穫体験！夏休みの思い出にいかがでしょうか。
●日

時／７月１４日
（土）、
１５日
（日）
午前の部：１０：００～１２：００ 午後の部：１３：００～１５：００
●場
所／幸田町深溝
／幸田町深溝（JR三ヶ根駅南、
ローソン幸田上天白店周辺）
●参加資格／会員と登録家族
●参 加 費／１本収穫につき５０円 １組最大１２本まで
●募集人数／５０組
●品
種／ゴールドラッシュ
●そ の 他／申込時に、
申込時に、希望の日時を指定し収穫本数をご記入くださ
い。来場時間は上記時間内にお願いします。雨天決行、荒
天中止。
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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。
をご確認ください。

長渕剛

ＦＡＸ申込
スター・ウォーズ in コンサート
JAPAN TOUR 2018 ～新たなる希望～

ＦＡＸ申込

日時／７月３１日（火）１９：００開演
８月１日（水）１９：００開演
会場／日本ガイシホール
席種／指定席 １０，
5００円
（一般：１１，
5００円）

日時／８月８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）
※3歳未満入場不可。

［出演］指揮：ニコラス・バック、演奏：東京フィルハーモニー交響楽団
★ジョン・ウィリアムズの歴史的音楽を生で体感する感動体験─『スター・
ウォーズ』のシネマ・コンサートが日本を駆け巡る！最新作『スター・ウォーズ／
最後のジェダイ』で再び日本を熱狂に包み、映画を超えた史上空前のエンター
テインメントと言われる「スター・ウォーズ」シリーズ。昨年10月開催の『ス
ター・ウォーズ／フォースの覚醒 in コンサート』に続き、いよいよシリーズ原点でもある『新たなる希望』がシネマ・コンサー
トとして日本上陸！！シネマ・コンサート史上、最大規模のJAPAN TOURの開催です。大スクリーンでの映画全編上映と迫力
満点のフルオーケストラの生演奏でお届けするシネマ・コンサートで、世界で最も有名な“あのオープニングロール”から始
まる壮大なるサーガをぜひ存分にご堪能ください。偉大なる音楽家ジョン・ウィリアムズの代表的作品である「スター・ウォー
ズ」伝説はここから始まった。2018年夏、再びフォースと共に！！ ※英語上映・日本語字幕付
≪チケットぴあ≫

※未就学児童入場不可
※価格には共済会
の補助が含まれています。 ※本受付内容に
ついて、SNS等への投稿はご遠慮ください。

★ファン待望、約4年ぶりとなる待ちに
待ったアリーナツアー“DON'T THINK
TWICE”の開催が決定しました。
熱いステージをぜひお楽しみに！

しまじろうコンサート
「たんけん！うみのワンダーランド」

≪チケットぴあ≫

見て・触れて・学べる体験型ショー ダイナソー・ズー ＦＡＸ申込
～恐竜どうぶつ園～ティラノサウルス×トリケラトプスの戦い?!

ＦＡＸ申込

日時／９月１５日
（土）
１０：３０／１３：１０開演
会場／アイプラザ豊橋
席種／全席指定 ２，
５００円
（一般：３，
１２０円）

日時／８月１４日
（火）
１３：００開演／１５：３０開演
会場／東海市芸術劇場大ホール
席種／全席指定 ２，
７００円
（一般：３，
５００円）

※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子
さま1名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）。

※3歳以上有料、2歳以下は保護者1名につき1名
まで膝上鑑賞無料。但し、席が必要な場合は有料。

★夏休み家族みんなで楽しめるリアルな恐竜ショー！昨年
のティラノサウルスに引き続き、今年は人気のトリケラトプスが初登場！「ダイナソー・ズー」は、オースト
ラリア発、世界各地で上演されている、家族みんなで楽しめる恐竜ショーです。大昔にタイムスリップし
たような空間で、恐竜たちを客席で見るだけでなく舞台に上がったり、客席やロビーで触れたり、楽しく
学べるエデュテインメントショーです。 ※舞台に上がれるのは一部の方のみに限られます。予めご了承ください。

［出演］
しまじろう、みみりん、
とりっぴい、
にゃっきい、はなちゃん、
ガオガオさん
©Benesse Corporation／しまじろう ★会場のみんなの参加で物語が進んでいく
「参加型コンサート」
！しまじろうコンサートでは、お子さま自身が登場人物の
ひとり。みんなでクイズに挑戦したり、力いっぱい応援したり、声や力を合わ
せながら、物語が進むから、最後まで飽きずに楽しめます！ ≪チケットぴあ≫

※日本語上演 ※終演後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ合えます。その際には写真撮影もＯＫです！

丸美屋食品ミュージカル「アニー」 ＦＡＸ申込

ミュージカル GHOST

日時／８月３１日
（金）１１：００開演／１５：００開演
９月 １ 日
（土）１１：００開演／１５：００開演
９月 ２ 日
（日）１１：００開演／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 ７，
１００円（一般：８，
５００円）

※未就学児童入場不可

［出演者］浦井健治 秋元才加 平間壮一 森公美子

★1990年、世界中を感動の渦に巻き込んだ大ヒット映画「ゴースト／ニュー
ヨークの幻」。同作にてアカデミー賞脚本賞®を受賞したブルース・ジョエル・ルー
ビンが手掛ける脚本・歌詞と、音楽・歌詞を担うディヴ・スチュワート&グレン・バ
ラードが紡ぐメロディが一体となりミュージカル版として誕生、世界中を席巻し
至高の評価を得た。日本版オリジナル演出を担うのは、
『ミス・サイゴン』をはじめ
数々の大作を手掛ける名匠ダレン・ヤップ。主演には高い歌唱力と繊細且つ濃密な演技で日本ミュージカル界を牽引する
浦井健治を迎え、映画版ではデミ・ムーアが演じた恋人役のモリーを、娘役トップを務めた宝塚歌劇団を卒業後初舞台とな
る咲妃みゆと、映画・テレビのみならず舞台でも活躍の目覚ましい秋元才加がＷキャストで演じ上げる。心の中まで響き渡
る数々のナンバーに載せて、生死を越えた儚くも確かな、変わらない愛の形を描く。
≪チケットぴあ≫

※４歳未満入場不可。チケットはお一人様１枚必要。

それいけ！アンパンマン ミュージカル まもれ！黄金の炎

ＦＡＸ申込

日時／１０月２７日（土）１７：３０開演
１１月２４日（土）１３：００開演
会場／名古屋四季劇場
席種／S席 １０，
８８０円
（一般：１１，
８８０円）

ＦＡＸ申込

日時／１０月１４日
（日）
１１：００／１４：３０開演
会場／豊田市民文化会館大ホール
席種／全席指定(前売) ２，
２００円
（一般：２，
７００円）

※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。

※2歳以下の入場不可。公演当日3歳以上有
料（膝上観劇不可）

★それいけ！アンパンマンがミュージカルになってやっ
てきます！アンパンマンたちといっしょに、うたって、わらっ
て、おどっちゃおう♪＜あらすじ＞きょうは「黄金の炎」のおまつりです。西部のまちにやってきたク
リームパンダたち。おまつりの準備の途中、クリームパンダはコロッケキッドとケンカをして西部の
まちを飛び出してしまいました。そのころ、ばいきんまんが黄金の炎を消してしまい、あたりは真っ
暗に・・・！！助けを呼ぶ声を聞いたアンパンマンは、西部のまちへと向かいます。はたして黄金の炎の
おまつりはどうなるのでしょうか？そして、２人は仲直りできるのでしょうか？ ≪チケットぴあ≫

★名古屋に劇団四季の『ノートルダムの鐘』が鳴り響く。世界的文豪ヴィ
クトル・ユゴーとディズニー音楽の巨匠アラン・メンケンが紡ぐカジモドの
切なく悲しい愛の物語。そのなかに見出す、ひとすじの光とは――。今回
の演出版では、ユゴーの原作がもつシリアスな印象を重要視し、人間誰も
が抱える“明”と“暗”を繊細に描くことで、深く美しい人間ドラマ。新作
『ノートルダムの鐘』にどうぞご期待ください！ ≪チケットぴあ≫

ミュージカル JERSEY BOYS

ＦＡＸ申込

日時／９月２２日
（土）１３：００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 １０，
０００円（一般：１２，
０００円）

［出演者］アニー：新井夢乃、宮城弥榮（ダブルキャスト）／
ウォーバックス：藤本隆宏／ハニガン：辺見えみり／グレース：
白羽ゆり／ルースター：青柳塁斗／リリー：山本紗也加 他
★世界中で愛される大人も子どもも楽しめるミュージカル
Annie2018©NTV
『アニー』は今年で日本公演33年目を迎えます！
「トゥモ
ロー」や「ハードノックライフ」など一度聴いたら忘れられない音楽、どんな時も
元気いっぱい前向きな「アニー」に会いにきてください。
≪チケットぴあ≫

劇団四季ミュージカル『ノートルダムの鐘』

≪チケットぴあ≫

©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

平成三十年秋巡業 大相撲豊田場所

ＦＡＸ申込

日時／１０月１８日
（木） １３：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
席種／全席指定 １０，
５００円
（一般：１２，
５００円）※未就学児童入場不可

ＦＡＸ申込

日時／１０月１３日
（土）
８：００開場 １５：００打出し
（終了）
会場／スカイホール豊田（豊田市総合体育館）
席種／ペアマスA席（2名） １８，
０００円
（一般：２０，
０００円）※ペアマスA席は「豊田場所記念座布団」付き
イスA席 ５，
４００円（一般：７，
０００円）

［出演者］中川晃教、伊礼彼方、矢崎 広、Spi、太田基裕、阿部裕、畠中洋、綿引さ
やか、小此木まり、まりゑ、遠藤瑠美子、大音智海、白石拓也、山野靖博、石川新太
★世界を熱狂させた伝説のミュージカル再び！フランキー・ヴァリ＆ザ・フォー・シーズンズ 実話に基づいた感動
のストーリー。トニー賞最優秀ミュージカル賞やグラミー賞などを受賞し、2014年には名匠クリント・イーストウッド
監督による映画化も好評を博した伝説のミュージカル『ジャージー・ボーイズ』。実力派の豪華キャスト陣を迎えてお
贈りする、”伝説のミュージカル”の新たな挑戦をお見逃しなく！ニュージャージー州の貧しい片田舎。”天使の歌声”を持つフランキーは、成功を夢見る
兄貴分のトミーとニックのバンドグループに迎え入れられる。鳴かず飛ばずの日々が続く中、作曲の才能溢れるボブが加入。過酷な下積み生活を経て、
ついにボブの楽曲と４人のハーモニーが認められる。彼らは「ザ・フォー・シーズンズ」としてレコード会社と契約し、《Sherry》をはじめとする全米ナン
バー１の楽曲を次々に生み出していく。しかし輝かしい活躍の裏では、莫大な借金やグループ内での確執、家族の不仲など、さまざまな問題が彼らを蝕
んでいた。それらはやがて大きな軋轢となり、グループを引き裂いていく。成功と挫折、その先で彼らが見たものとは―。 ≪チケットぴあ≫

※方角の指定は出来かねます。ご了承ください。 ※2歳以下
のお子様は保護者1名につき1名まで膝上無料。ただしお席の必
要な方は有料。
※1階と2階の通り抜けはできません。
※1階席は土足厳禁。スリッパ等をご持参ください。2階席は土足での観戦が可能です。

★地元で観ることができるド迫力の力士たちのぶつかり合いは必見！本場所では味わえない巡業だけのお楽しみ満載の一
日。大迫力の取組を、存分にご堪能ください。巡業名物「初切（しょっきり）」「相撲甚句」「握手会」などのお楽しみも満載です。
8：00開場 公開稽古／10：30ちびっ子わんぱく相撲／11：00幕下以下取組、初切、相撲甚句、太鼓打分な／12：30十両
土俵入り、取／13：30幕内・横綱土俵入り、記念セレモニー、幕内取組／15：00弓取式、打出し（終了）≪チケットぴあ≫
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６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。

労福協ファミリー映画会 無料鑑賞のご案内！ ＦＡＸ申込

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト 2018 岡崎公演

日
時／７月28日
（土） １3：4０受付
上映時間／14時20分～16時20分
（予定）
場
所／岡崎市民会館 岡崎市六供町出崎１５－１ ☎２１－９１２１
上映作品／怪盗グルーのミニオン大脱走
参加資格／会員と登録家族
申込締切：6月17日
（日）
斡旋枚数／30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。
お子様には
お菓子を
プレゼント！

日時／10月14日
（日）15:00開演
会場／岡崎市民会館 あおいホール
７００円（一般：５，
５００円）
席種／指定席 ４，
※未就学児童の入場は不可

［出演］高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト、村松亜紀（ピアノ）
★テレビなどで人気のヴァイオリニスト、高嶋ちさ
子が2006年の自身のソロデビュー10周年時に企
画・プロデュース、
“観ても、聴いても、美しく、楽しい
ヴァイオリンアンサンブル”というコンセプトで、クラ
シックの敷居の高さを払拭し、クラシック音楽やヴァ
イオリンをより身近に感じてもらえるように活動を
行っている。11年目を迎える2018年全国ツアー
公演で岡崎公演が実現。 ≪岡崎パブリックサービス≫

※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
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≫

a-nation 2018

May J.

ＦＡＸ申込

日時／７月２８日
（土） １５：００開演
会場／ﾅｶﾞｼﾏｽﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞ芝生広場･野外特設ｽﾃｰｼﾞ
席種／立ち位置指定 ８，
１００円
（一般：９，
０００円）

※入場時ドリンク代 500円別途必要
以上有料／２歳以下入場不可

稲垣

ＦＡＸ申込

日時／１０月５日
（金）
１６：００開演
会場／豊田市コンサ－トホール
席種／全指定席 ７，
２００円
（一般：８，
０００円）
★Ryoko Classicsコンサート
Ⅳ 森山良子withセントラル愛
知交響楽団

新司

ＦＡＸ申込

※未就学児入場不可

★稲垣潤一 コンサート2018

≪サンデーフォーク≫

ＴＵＬ
ＩＰ

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／１０月２６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，
０００円
（一般：７，
８００円）

日時／１０月６日
（土）
１６：３０開演
会場／アイプラザ豊橋 講堂
席種／全指定席 ７，
８００円
（一般：８，
６４０円）
※未就学児入場不可

★谷村新司コンサートツアー
～３８年目の昴～

劇団四季ミュージカル 王様の耳はロバの耳

潤一

≪サンデーフォーク≫

日時／１０月６日
（土）
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 ５，
９００円
（一般：６，
５００円）

※未就学児入場不可

谷村

※３歳

★May J. Tour 2018 -Harmony-

★WINNER / urata naoya(AAA) /
SKE48 / 倖田來未 / Da-iCE / MAG!C
☆PRINCE / and more…≪サンデーフォーク≫

良子

ＦＡＸ申込

日時／９月９日
（日）
１７：００開演
会場／Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａ
席種／全指定席 ５，
８００円
（一般：６，
４８０円）

※ﾁｹｯﾄ代にはﾅｶﾞｼﾏｽﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞの入場料が含まれています。 ※３歳以
上有料／２歳以下入場不可 ※雨天決行･荒天中止 ※出演者変更
に伴うﾁｹｯﾄの払い戻し、公演日の振替は出来かねますので、予めご了
承下さい。 ※出演するﾒﾝﾊﾞｰ(人数)は変更になる場合がございます
ので予めご了承下さい。尚、変更になった場合でも事前のご案内はご
ざいません。 ※開場/開演時間は変更になる可能性があります。

森山

ＦＡＸ申込

※未就学児入場不可

★フォーク全盛の時代に、ニュー
ミュージックというジャンルを築
き 上 げ 、J ポップス の 草 分 人と
なった。

≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫

NAGOYA JAZZ WEEK 2018 in TOYOTA
ＦＡＸ申込
渡辺貞夫オーケストラ

ＦＡＸ申込

日時／７月３１日
（火） １７：３０開演
会場／豊田市民文化会館 大ホール
席種／Ｓ席一般
４，
３００円（一般：５，
０００円）
Ｓ席中学生以下 ２，
７００円（一般：３，
０００円）
Ａ席一般
２，
７００円（一般：３，
０００円）
Ａ席中学生以下 １，
７００円（一般：２，
０００円）

日時／８月３０日
（木）
１９：００開演
会場／豊田市民文化会館
大ホール
席種／Ｓ席 ７，
９００円
（一般：９，
８００円）

★大切なのは真実を言う勇気。わがままな性格から、神様
にロバの耳に変えられてしまった王様と、その秘密を知って
しまった町の床屋。誰もが王様を恐れる中、床屋は勇気を出
して行動します。思い悩みながらも行動する床屋の姿に、人
生において大切なことは、
「真実を言う勇気」と「素直な心」
だと気づかされることでしょう。 ≪豊田市民文化会館≫

※未就学児入場不可

★ジャズ界のレジェンドが贈る、
心に迫るステージ
≪豊田市民文化会館≫
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中村美律子コンサート

ワイワイ スティール バンド ライブ ＦＡＸ申込
WAIWAIWAIWAI STEEL BAND LIVE ゴールデンアワーIN幸田

ＦＡＸ申込

日時／９月７日
（金）
１６：００開演
会場／幸田町民会館
さくらホール
席種／全席指定 ５，
３００円
（一般：６，
５００円）

日時／９月１６日
（日） １４：００開演
会場／幸田町民会館つばきホール
席種／全席指定 一般１，
５００円
（一般：２，
０００円）
学生 ７００円
（一般：１，
０００円）

※未就学児の入場は不可

★ ～ 歌う門 には 福 来 たる～
Vol.2。感激、感動に包まれた中
村美律子の大熱唱をじっくり楽し
めます！
！

人形浄瑠璃

文楽

※未就学児の入場は不可

★ドラム缶からできた楽 器「ス
ティー ルパン」を操る新 世 代ス
ティールパンオーケストラの演奏
です。
≪幸田町文化振興協会≫

≪幸田町文化振興協会≫

第26回岡崎市民クラシックコンサート

ＦＡＸ申込

日時／１０月６日
（土）
１３：３０／１８：００開演
会場／岡崎市せきれいホール
席種／A席 ２，
５００円
（一般：３，
０００円）

日時／９月２２日
（土）15：00開演
会場／岡崎市民会館 あおいホール
席種／全席指定
S席 ３，
４００円（一般：４，
０００円）
A席 ３，
０００円（一般：３，
５００円）
B席 ２，
６００円（一般：３，
０００円）

※未就学児の入場はご遠慮ください

※未就学児の入場はご遠慮ください。

★昼の部：義経千本桜・椎の木の
段、すしやの段。夜の部：義経千本
桜・道行初音旅、新版歌祭文・野崎
村の段。

［指揮］井上道義 ［ヴァイオリン］岡本誠司
［演奏］名古屋フィルハーモニー交響楽団

★今年は新進気鋭のヴァイオリニスト・岡本誠司をソリストに迎え、井上道義指揮の下「第26会
岡崎市民クラシックコンサートを開催します。宮廷サロンの雰囲気漂う楽曲から、人気ドラマ「の
だめカンタービレ」のテーマ曲でおなじみのベートーヴェン「交響曲第7番」を演奏いたします。
魅力的な楽曲たちを、井上道義の指揮でお楽しみください。 ≪岡崎パブリックサービス≫

≪岡崎パブリックサービス≫

愛されたセト・ノベルティ展

●会

ＦＡＸ申込

販売期間：7月21日（土）まで

窓口販売

期／８月４日
（土）
～１２月２日
（日） １０：００～１７：００

※入館は閉館の３０分前まで
※休館日＝毎週月曜日
（祝・休日の場合開館、翌日休館）、8/14
（火）
、8/15
（水）

●会
場／横山美術館（名古屋市東区葵1-1-21）
●斡旋料金／一 般 ６００円（一般：１，
０００円）
高・大学生・シニア（６５歳以上）４００円（一般：８００円）
中学生 ２００円（一般： ６００円） ※小学生以下無料 ※学生、６５歳以上は当日要証明書提示

★セト・ノベルティは、１００年以上に渡って制作が続けられ、輸出陶磁器の花形として多くの作品が海外に渡りました。戦前、戦後に制
作され輸出された作品には、日本の職人の技が発揮された素晴らしい工芸美術品といえる作品が多くあります。本展ではこれらの作品
に再度脚光を当て、当館所蔵のノベルティの中から選りすぐりの作品１６０点余りを展示します。特に米国の著名な画家であるノーマン・
ロックウェルの作品をもとに製作されたノベルティを一堂に紹介するとともに、大型の人形、鷲などセト・ノベルティの秀逸な作品の数々
≪チケットぴあ≫
もご覧いただけます。当時の職人たちの卓越した技巧と、大小様々な作品が織りなす世界をご堪能ください。

名古屋市美術館
開館30周年記念

至上の印象派展 ビュールレ・コレクション

●開催期間／７月２
／７月２８日
（土）
～９月２４日
（月・祝）
９：３０～１７：００
（毎週金曜日は２０時まで。）

●会

販売期間：9月16日（日）

窓口販売

場／名古屋市美術館

※入場は閉館３０分前まで ※休館日＝毎週月曜日
（ただし８月１３日、
９月１７日、
２４日は除く）
９月１８日

●斡旋料金／前売一般
前売大学生
前売高校生

９００円（一般：１，
３００円（一般当日：１，
５００円））
５００円（一般： ８００円（一般当日：１，
０００円））
４００円（一般： ６００円（一般当日： ８００円））

※上記観覧券で常設展もご覧いただけます。
※７月３１日（火）から８月３１日（金）までの休館日を除く平日（８月１３日
は含む）は、高校生無料デーを実施。学生証の提示で高校生は無料で観覧できます。
※身体等に障害のある方は、手帳の提示により本人と付添者２ 名まで当日料金の半額でご覧いただけます。
★スイスの大実業家エミール＝ゲオルグ・ビュールレ（1890-1956年）は、生涯を通じ絵画蒐集に情熱を注いだ、傑出したコレクターとして知られていま
ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢（可愛いイレーヌ）》
す。17世紀のオランダ派から20世紀の巨匠に至る作品、とりわけ印象派・後期印象派の作品は傑作中の傑作が揃い、そのコレクションの質の高さゆえ、世
1880年 油彩、カンヴァス E.G.ビュールレ・コレク
界中の美術ファンから注目されています。本展では、近代美術の精華ともいえる作品約60点を展示しますが、その半数は日本初公開です。なお、今回スイ
ション財団、チューリヒ
（スイス）
©Foundation E.G. Bührle Collection, Zurich
ス国外に初めて貸し出されることになった、モネ晩年の睡蓮の大作（200×425cm）が展覧会の掉尾を飾ります。
≪チケットぴあ≫
(Switzerland) Photo: SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn)

岡崎市美術博物館

特別企画展

名刀は語る

●会
期／６月２日
（土）
～７月１６日
（月・祝）
●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 ※７月１６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）
※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

― 美しき鑑賞の歴史
販売期間：7月15日（日）まで

★日本刀の一振りひとふりの美しさを心行くまでご鑑賞ください。そして、それぞれの
日本刀が語りかける物語に耳を傾けていただければ幸いです。
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「世界一受けたい授業 THE LIVE 恐竜に会える夏！」名古屋公演
●日

程／

4日
土
10：30 ●
17：00 ●
8月

5日
日
●
●

ＦＡＸ申込

●日
程／日本ガイシホール
申込締切：6月14日（木）
●斡旋料金／全席指定
大 人 ５，
４００円（一般：６，
５００円）
子ども ３，
９００円（一般：４，
９００円）

※子ども料金は３歳～小学生までです。
３歳未満でも席が必要な場合は有料です。
※車いすをご利用の方は、中京テレビ
事業までお問い合わせください。
※公演中止を除き、お申し込み・ご購入後の取消、変更、払戻しは致しかねます。
※機材やステージ・客席の構造等により、舞台の一部が見えにくい場合がございます。

★「世界一受けたい授業 THE LIVE 恐竜に会える夏！」会場がタイムマシンとなり古代の世界へ！世界最高レベルのリアル恐
竜を体験！日本初のオリジナルアリーナショー「ドラゴンクエスト ライブスペクタクルツアー」を手がけた製作委員会が再び集
結し、小中学生を中心に親子で学べ楽しめる新型アカデミック・ライブイベントをお届けします。日本テレビ系で放送中の人気番組「世界一受けたい授業」が初めて番
組を飛び出す壮大なショー！専門家による解説とともに、日本が誇るものづくり会社「ON-ART」が手掛けたリアルな恐竜たちを体感できます。楽しく学べるショーを
ナビゲートするのは芦田愛菜、八嶋智人(博士役)、山崎樹範(助手役)の3人組。2018年夏、全国5大アリーナでの20万人を動員する夏休みの超大型イベントです！
まるで生きているかのような世界最高レベルの恐竜たちとともに、番組から飛び出した“学べるエンターテイメント“をお楽しみください。
≪中京テレビ事業≫

【 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
7月22日（日） 18：00
8月5日（日） 18：00
8月11日（土・祝） 18：00
8月26日（日） 18：00

パロマ瑞穂スタジアム

試合日
キックオフ
8月19日（日） 18：00

対戦カード
ｖｓ サンフレッチェ広島
ｖｓ ガンバ大阪
ｖｓ 鹿島アントラーズ
ｖｓ 浦和レッズ

座席

券種

対戦カード
ｖｓ サガン鳥栖
前売一般

ロイヤルシート
6,700円
SS指定席
5,200円
指定席
S指定席
4,200円
A指定席
3,600円
大 人
3,100円
B
自由席 小中高
1,200円
大 人
2,300円
ホーム
自由席
自由席 小中高
700円
2,300円
アウェイ 大 人
自由席 小中高
700円
■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）

座席図

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

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

※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。

中日ドラゴンズ公式戦
８・９月の日程

DeNA

阪神

巨人

広島

ＦＡＸ申込

8/14
（火） 8/15
（水） 8/16
（木） 8/21
（火） 8/22
（水） 8/23
（木）
◎18：15 ◎18：00 ■18：00 ◎18：00 ◎18：00 ◎18：00
8/31
（金） 9/1
（土） 9/2
（日） 9/7
（金） 9/8
（土） 9/9
（日）
◎18：00 ◎14：00 ◎14：00 ◎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

こども
こども

斡旋席数
各試合
１組

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）

※チケット料金は試合日により価格が変動します。

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

【共通事項】 会場／ナゴヤドーム

©中日ドラゴンズ

1,500円（一般：2,000円） 1,000円（一般：1,500円）

※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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共済会ニュース ６月号

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23日(土)～９月9日(日) ※屋内プールは通年
●休 館 日／月曜日
（祝日の場合は翌日）
（7/21（土）
～8/31
（金）
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／6月30日(土)～９月２４日
（月）
●斡旋料金／2，
10０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，
7００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23日(土)～9月2日(日)
●利用時間／９：００～１７：００
●休園・休館日／夏休み期間中は無休（7/8（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／７月１日
（日）
～８月３１日
（金） １０：００～２０：３０

※この期間外の営業時間についてはホームページでご確認ください。

●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 4,200円（一般：5,000円） ●斡旋枚数／各１００枚
3,300円券 2,500円（一般：3,000円）
《申込多数の場合は抽選》
2,200円券 1,700円（一般：2,000円）
●問合せ先／ホワイトウェイブ２１ ☎(0563)34-8222

※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。
※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／6月30日(土)～9月2日(日) ※7/2～6、7/9～13、7/17～20はお休みとなります。 ※7/21～9/2は毎日営業
●営業時間／９：
３０～１７：００
（受付終了１６：００） ※8/11～19は9：00より営業
●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
900円（一般：1,500円）
●斡旋枚数／各１００枚
子 供
500円（一般：1,000円）
《申込多数の場合は抽選》
幼 児
250円（一般： 500円）

●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、子供は４歳以上小学生以下、幼児は2歳以上3歳以下。
※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(日)まで ※屋外は９月２日（日）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。
券種
斡旋価格
●斡旋料金／
●購入資格／会員のみ（１人計４枚まで）
大 人
550円（一般：1,030円）
●斡旋枚数／各１００枚
《申込多数の場合は抽選》
小 人
150円（一般： 410円）
●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。
【お知らせ】当プールは今シーズン終了をもって営業終了することとなりました。最後にぜひお楽しみください。
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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．
4ｋｇ×１個
②１．
６５ｋｇ×２個
●斡旋価格／①１，
7００円（一般：２，
４5０円） ②３，
1００円（一般：３，
８5０円）
※ご希望の住所へお届けいただけます。郵送料込。
●申込資格／会員のみ 計２セットまで
※ご贈答用としてもご利用いただけます。
●斡 旋 数／１００セット
（申込多数の場合は抽選の場合あり） ※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 田原市堀切町鳥屋道２６
☎（0531）35-6854

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！通常ご利用価格約３，
０００円です。

ＦＡＸ申込

●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１３日
（金）
～１０月３１日
（水）
※切り離してご利用いただけます。
※実物とは異なる場合がございます。
※ご利用にあたっては周遊クーポン内の
注意書きをご確認ください。
※表示価格はすべて税込です。
※ご利用店舗はワールドによって異なり
ます。詳しくは店頭までお問い合わせ
ください。

鈴鹿サーキット
サービスセンター優待デーのお知らせ

静岡・愛知・岐阜・三重
2018年6月1日（金）～7月13日（金）

合計10名まで
利用できます！

※除外日／6月12日
（火）
～14日
（木）
…場内整備休園です。

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

3,000円
小学生
2,200円
幼児（3才～） 1,300円
シニア（60才以上） 2,300円

共済会事務局
からの

お知らせ

通

常

4,300円

≪安城コロナワールド≫

■利用資格／会員と一般同伴者・お友達 合計10名
■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
3,000円
小学生
2,200円
幼児（3才～） 1,300円
シニア（60才以上） 2,300円
合 計

人数

金

額

人

円

人

円

人

円

人

円

人

円

3,300円
2,100円
3,000円

公益財団法人

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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