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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6月１日現在／事業所数740社 会員数：8,203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。

★ 共済会 おすすめツアー！★
日帰り
45047

神戸de10大中華ランチと 神戸港クルーズ
●旅行代金/お1人様（昼食付）

東岡崎駅
7：50出発

黒色
出発
赤色
出発

食べ放題ＭＥＮＵ
・サーロイン牛カツ
・馬刺し
・ローストビーフ
・牛、豚、鶏しゃぶしゃぶ
・生ハムサラダ

岡崎車庫
8：00出発

7月 6・11・15・24・26・28
8月 1・11・13・16・21・26・31
9月 2・6・11・15・19・24

●コース/各地～北野（昼食・異人館など散策）
～ＵＣＣコーヒー博物館（見学）
～
※クルーズ欠航時は、
ハーバーランド散策となり、
神戸港クルーズ～岡崎〈20：00頃〉 乗船料（弊社ツアー企画料金）を返金致します。

※道路状況等により行程が遅れた場合は、北野の散策・コーヒー博物館の見学を短縮または割愛させていただく場合があります。

新穂高ロープウェイと

二段せいろ蒸し膳

●旅行代金/お1人様（昼食付）

黒色
出発
赤色
出発

コース番号
西尾ルート コース番号
44038B 蒲郡ルート 44038C

西尾駅
7：00出発

東岡崎駅
7：50出発

岡崎車庫 蒲郡駅 幸田駅 東岡崎駅 岡崎車庫
8：00出発 7：00出発 7：15出発 7：50出発 8：00出発

7月 4・8・16・28・31 9月
7月 13・19・22
8月 9・14・24・26・30 12・24・29 8月 6・18・21 9月 19・23

※道路状況等により行程が遅れた場合は、
駒ヶ根高原の散策をを短縮または割愛させていただく場合があります。

日帰り
45034

飛騨牛 飛騨サーモン

絶景クルージングと こだわりの海鮮丼

8,480円
8,980円

岡崎ルート コース番号
44300A
東岡崎駅
7：10出発

●旅行代金/ 黒色
出発
お1人様
赤色
（昼食付） 出発

岡崎車庫
7：20出発

7月 2・11・17・22・27
8月 1・6・19・23・31
9月 6・11・16・21・29

9,480円
9,980円

●出発日

●出発日

（小学生は800円引き）
（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〈20：20頃〉

8,480円
8,980円

●コース/各地～駒ヶ根高原（散策）～駒ヶ根（昼食）～8種のおやつ試食～飯田（ 7・8月 桃 ・ 9月 巨峰
食べ放題・チューペット詰め体験）～カリカリ梅つかみどり体験～岡崎〈17：50頃〉 ※昼食の食べ放題は
50分間です。
東尋坊

日帰り
44300

●旅行代金/お1人様（昼食付）

8,880円
9,380円

岡崎ルート コース番号
45047A

直接
申込

夏に勝つ! ! サーロイン牛カツ＆桃又は巨峰食べまくりin南信州

●出発日

●出発日

黒色
出発
赤色
出発

日帰り
44038

旅行会社窓口で共済会会員証を提示すると３～５％割引！
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！

岡崎ルート

（小学生は500円引き）
（4才以上未就学児は
1,000円引き）

コース番号
45034A
東岡崎駅 7：40出発 岡崎車庫 7：50出発

7月 2・10・14・18・29 9月
8月 3・6・16・26・29 4・10・17・23

●コース/各地～ 6/30～8／3出発 花はす公園（はすまつり） 左記以外 越前そばの里（見学・大福あんぱん付） ～
～東尋坊（昼食・遊覧船乗船・散策）～日本海さかな街（お買物）～岡崎〈19：40頃〉
※歩きやすい靴・服装でご参加ください。 ※8/16出発は日本海さかな街へは立寄りいたしません。
※遊覧船欠航時は乗船代
（弊社ツアー企画料金）
を返金致します。

※新穂高ロープウェイ運休時は飛騨大鍾乳洞見学と高山散策に変更し、
差額を返金いたします。

◆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

名鉄観光バス株式会社 岡崎支店

観光庁長官登録旅行業

【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

※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

★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

７月号 共済会ニュース

渥美のメロン狩りと食べ放題 割引利用補助券
★利用補助券は、共済会事 【ニュー渥美観光（株）】
務 局 の 窓 口 で お 渡ししま メロン狩りをしてから、
す。会員証を持参の上、お 食べ放題となります。
現地の係員の指示に
越しください。
従ってください。

●利用資格／会員と登録家族

内 容
メロン狩り
（１玉）
＋３０分食べ放題

区 分
一般料金 会員利用料金
大人（小学生以上） 3,500円 2,500円
幼児（３歳以上） 2,300円 1,700円
大人（小学生以上） 2,200円 1,600円
食べ放題のみ
幼児（３歳以上） 1,000円
800円
（水）
～９月３０日
（日）※要予約 ※食べ放題／２歳以下無料
●メロン狩り開催期間／8月1日
●予約･産地問屋直売店 ニュー渥美観光（株）／田原市保美町段土165
☎：0531-32-0636 フリーダイアル☎：0120-334718

【（有）日研農園】

イメージ

窓口渡し

内

容

区 分
大 人
食べ放題（30分）
幼児（5歳以下）
どなたも
メロン狩り＋冷やしカットメロン
どなたも
バーベキュー

一般料金

2,000円
1,000円
2,000円
1,800円

会員利用料金

●メロン狩り開催期間／開催中～９月中 ※要予約
●予約･（有）日研農園／田原市堀切町鳥屋道２６
☎：0531-35-6854
http://www.nikken-n.com/

岡崎駒立ぶどう狩り 割引利用補助券

1,700円
700円
1,600円
1,400円

窓口渡し

アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。
券 種

種 類

区 分

一般料金

大人（中学生以上）１,5００円
ハウス
7/20～7/31 小人（小学生）１,1００円
デラウェア
幼児（3歳以上） 8００円
デラウェア
大人（中学生以上）１,4００円
デラウェア・ 8/1～8/下旬頃
小人（小学生）1,0００円
スチューベン スチューベン他
（3歳以上） 7００円
9/上旬～10/10頃 幼児
大人（中学生以上）1,8００円
小人（小学生）1,3００円
種なし巨峰 8/20～8/下旬
※無くなり次第種有へ
幼児（3歳以上）1,0００円
大人（中学生以上）1,7００円
巨峰
8/20～10/10頃 小人（小学生）1,2００円
幼児（3歳以上） 9００円

会員料金
1,0００円
8００円
5００円
9００円
7００円
4００円
1,3００円
1,0００円
7００円
1,2００円
9００円
6００円

●開園時間／
９：３０～１６：３０
●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。

◆ぶどう園のご案内は、案内所にお立ち寄りください。
◆バーベキューなど予約が必要な施設があります。
●予約・岡崎駒立ぶどう狩り組合／
☎0564-45-5151
●ホームページ／
http://www.nande.com/coma-grape

ハゼ釣り大会

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

イメージ

■開催日時／8月26日
（日） 受付６：００～ 開始６：３０～ 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名（中学生以下の方はどなたかとペアで参加ＯＫ）
■参 加 費／５００円 （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か（５００円）事前にご
準備ください。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。受付が済みましたら、場所はご自由に移動していただいてもOKです。

岡崎城下家康公夏まつり 第７０回花火大会 さ敷席の斡旋
この夏の思い出に岡崎の花火をごゆったりとお楽しみください。

ＦＡＸ申込

申込締切：7月15日（日）
●花火日程／８月４日
（土）１８：５０～２１：００
（予定） ●観 覧 席／乙川河川敷殿橋下流右岸さ敷席
●斡旋価格／３５，
０００円（一般：４８，
０００円）
●斡 旋 数／2桝 ※申込多数の場合は抽選
●申込資格／会員のみ
※花火当日は雨天決行ですが、警報等の荒天又は乙川増水の場合は翌日の８月５日(日)に順延となります。
開催の有無は当日午前１１時に決定します。
※一般抽選は７月８日
（日）
となっており、一般抽選後の締切となるため、
ご理解の上お申し込みください。

●岡崎市観光協会ホームページ／http://okazaki-kanko.jp
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≪岡崎市観光課・岡崎市観光協会≫

共済会ニュース ７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。

AAA DOME TOUR 2018 COLOR A LIFE

NAGOYA JAZZ WEEK
マンハッタン・
トランスファー

ＦＡＸ申込

日時／９月１５日（土）
１７：００開演
９月１６日（日）
１６：００開演
会場／ナゴヤドーム
席種／指定席 ８，
９００円
（一般：９，
９００円）

日時／９月４日
（火）
１９：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
ビレッジホール
席種／Ｓ席 １３，
０００円
（一般：１５，
０００円）
※未就学児入場不可

※3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料。(ただし、お席が必要な場合は有料となります。)
※本公演の定価と割引価格の差額は（当共済会）にて補てんされています。
※本受付情報についてSNS等への投稿及び営利目的の転売は固く禁止いたします。SNSへの投稿が確
認された際はチケットをご用意できなくなりますのでご注意ください。

★8/29（水）に発売する最新アルバム『COLOR A LIFE』を引っさげたドームツアー
『AAA DOME TOUR 2018 COLOR A LIFE』が決定しました！ ≪チケットぴあ≫

イル・ディーヴォ

アマラウ・ビエイラ ピアノリサイタル

ＦＡＸ申込

申込締切：7月17日（火）

日時／９月２８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 ４，
６００円（一般：５，
３００円）
★アマラウ・ビエイラは、ブラジルを代表するピアニスト。６歳でピ
アノを始め、ブラジルを代表する作曲家・指揮者であるソーザ・リマ
に才能を見いだされました。今回の公演では、①ベートーヴェンと
シューベルト、ブラームス、②リストとショパンなどの作品を取り上
げます。それぞれの作曲家の関係性が、作品に影響を及ぼしたこと
などを、ナレーションでわかりやすく説明します。また、２０１８年が
没後１００周年であるドビュッシーの最も有名な作品の１つである
『２つのアラベスク』も演奏する予定です。世界を舞台に活躍する
ビエイラの最高に美しいピアノの旋律をじっくりお楽しみ下さい。

★世界が恋に落ちた。ロマンス、
ドラマ、愛、情熱に満ち溢れた圧
倒的なパフォーマンス。待望の来
日公演決定！
≪チケットぴあ≫

鍵盤男子 コンサートツアー2018
ピアニズム in NAGOYA

ＦＡＸ申込

日時／１１月５日
（月）
１９：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／オールスタンディング
６，
８００円
（一般：７，
５００円）

≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

日時／１２月８日
（土）
１４：００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 ４，
３００円
（一般：５，
８００円）

※整理番号付 ※入場時ドリンク代別
途￥500必要 ※未就学児入場不可

※未就学児童入場不可

★あらゆる音楽をピアノで表現する、未来
型鍵盤デュオ。天才×奇才が一台四手で織りなす超絶技巧の高速ピアノ連弾！繊細
かつダイナミックな音楽を奏でるピアニスト大井健と、あらゆるジャンルの音楽を自
在に表現する作曲家中村匡宏がタッグを組んだ異色ピアノ・デュオ。

★ニューアルバム「ＯＭＮＩ」をリリースしたANGRA待望
の来日公演が11月に決定！

申込締切：7月17日（火）

≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

※未就学児入場不可

桂文珍 独演会 ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ

★グラミー賞を受賞した名実ともに
世界一のヴォーカル・グループ！ニュー・
アルバム「ザ・ジャンクション」を携え、
待望のホール公演決定！

©John Abbott

日時／１０月３日
（水）
１９：００開演
会場／ドルフィンズアリーナ
（愛知県体育館）
席種／Ｓ席 １４，
０００円
（一般：１５，
０００円）

ANGRA JAPAN TOUR 2018

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫

黄昏

ＦＡＸ申込

日時／９月１日
（土）
１１：００開演／１５：００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 ３，
９００円
（一般：４，
５００円）

≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

日時／９月５日
（水） １８：３０開演
９月６日
（木） １３：００開演
会場／アートピアホール
席種／全席指定 9/5：６，
９００円
9/6：７，
２００円
（一般：８，
５００円）※未就学児入場不可
［出演］八千草薫、朝海ひかる、松村雄基、
若山耀人、伊藤裕一、村井國夫
★～人生最高の輝きを今～1978年にアメリカで初演以来、世界各地で上演され1981年に映画化。
ヘンリー・フォンダ、ジェーン・フォンダ、キャサリン・ヘップバーンの共演で話題となり数々の賞を受賞し
たアメリカ人劇作家アーネスト・トンプソンの名作『黄昏』
（原題『On Golden Pond』）を上演します。過
去にも本作に出演した八千草薫をはじめ、魅力的なキャスティングで静かな湖畔の別荘で人生の黄昏を
迎えた老夫婦が見つめ直す老いと温かな家族の絆を描きます。

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

★“日本一多く高座に出ている落語家”と称される
上方落語の重鎮、桂文珍の独演会です。じっくり聞
かせる古典落語と、奇想天外なストーリーでアッと
驚かせる創作落語は、まさに聴きごたえ十分！会場
を沸かせる話術も当代随一と言われる桂文珍の爆
笑話芸に是非ご期待ください。 ≪チケットぴあ≫

LOTTE presents THE ICE（ザ・アイス）2018 名古屋公演

≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

日時／８月５日
（日） １４：００開演
申込締切：7月14日（土）
会場／愛・地球博記念公園（モリコロパーク）
アイススケート場
席種／スタンドS席 ９，
８００円（一般：１２，
０００円） ※3歳以下入場不可。4歳以上の方は座席券が必要です。
［出演予定スケーター］宇野昌磨、アリーナ・ザギトワ、ネイサン・チェン、ボーヤン・ジン、ドミトリー・アリエフ、セルゲイ・ヴォロノフ、
無良崇人、織田信成、友野一希、長洲未来、宮原知子、坂本花織、三原舞依、本田真凜、ガブリエラ・パパダキス＆ギヨーム・シズロン
出演スケーター情報は、公式HPにて随時発表いたします。どうぞご期待ください。
■THE ICE公式HP：http://fs-theice.com/ ※出演スケーターの変更に伴うご購入・申し込み後の変更、キャンセル、払戻し不可。
★-REBORN- 新伝説、ここから。THE ICE（ザ・アイス）は、世界のトップスケーターたちを中心としたコラボレーション満載の真夏のアイス
ショー。メダリストたちのトップレベルのスケーティングはもちろん、まるでミュージカルのような世界観やスケーター同士の会話が楽しめるトー
クショー、グランドフィナーレで会場全体が一体となるような企画など多彩な演出が特徴です。毎年ジュニアやノービスの次世代スケーターの
キラリと光る才能も紹介し、その後世界のメダリストへと羽ばたいたスケーターは多数。THE ICEで次世代スター誕生の瞬間に立ち会おう！
新生THE ICE、いよいよ始まる！公演時間：約２時間３０分（途中休憩１５分）予定
≪チケットぴあ≫
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７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。

クレイジーケンバンド

幸田町文化講演会 高橋 英樹「桃太郎の人生数え唄」 ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／１１月９日(金)
１８：３０開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席指定 ５，
６００円
（一般：６，
９００円）

日時／９月１５日(土)
１４：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席自由 ３００円
（一般：５００円）

※年齢制限なし。但し、4歳未満でもご入場さ
れるすべてのお子様のチケット必要。

※未就学児の入場は不可

★CRAZY KEN BAND TOUR
2018 GOING TO A GO-GO

≪幸田町文化振興協会≫

≪幸田町文化振興協会≫

劇団四季ミュージカル『ソング&ダンス65』ＦＡＸ申込

劇団四季ミュージカル「リトルマーメイド」

日時・会場／
10月25日(木)18：00開演
東海市芸術劇場 大ホール
10月29日(月)18：30開演
安城市民会館 サルビアホール
席種／S席 ７，
８００円
（一般：8,640円）

※3歳未満入場不可 ※合計１０枚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≫

★2018年に創立65周年を迎える劇団四季。この節目の年を前に『ソング&ダンス』最新作が
誕生します。作品やジャンルにとらわれない多種多様な名曲の数々を歌とダンスで紡ぐショウ形式
の作品です。
「ミュージカルでもない、ドラマでもない、まったく新しいエンターテイメント」劇団四
季65年の足跡と未来への道を描く感動と興奮のステージにどうぞご期待ください！≪劇団四季≫

青山 テルマ

日時／８月１９日（日）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／S席 ９，
８００円
（一般：１０，
８００円）
S席子ども ４，
８００円
（一般：５，
４００円）

撮影：堀勝志古

※公演当日3歳以上有料（2歳以下膝上観劇可）

甲斐 よしひろ

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／８月２４日
（金）
１９：００開演
会場／クラブクアトロ
２００円
席種／スタンディング ５，
（一般：５，
８００円）

日時／１０月８日
（月・祝）
１７：００開演
会場／Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａ
席種／全指定席 ９，
８００円
（一般：１０，
８００円）

★AOYAMA THELMA LIVE
TOUR 2018“HIGHSCHOOL
GAL”

★甲斐よしひろ2018
くでなしツアー 4

※入場時ドリンク代 600円別途必要/整理番
号有り ※未就学児入場不可

Ｃｈａｒ

※入場時ドリンク代 500円別途必要
就学児入場不可

≪サンデーフォーク≫

渡辺

ＦＡＸ申込

真知子

※未

愛のろ

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／１０月１２日
（金）
１８：３０開演
会場／今池ガスホール
席種／全指定席 ５，
９００円
（一般：６，
５００円）

日時／１０月１０日
（水）
１８：３０開演
会場／Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａ
席種／全指定席 ７，
０００円
（一般：７，
８００円）

※未就学児入場不可

※入場時ドリンク代 500円別途必要
※４歳以上有料

★渡辺真知子コンサート2018
～MACHIKO FES～

［出演］Char（Guitar）、古田たか
し(drums)、澤田浩史(bass)、
Dr.kyOn(keyboard)
★Char 2018 Tour“OLD NEWS”
≪サンデーフォーク≫

宝塚歌劇花組全国ツアー刈谷公演

©宝塚歌劇団
写真は公演とは異なります（イメージです）

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／１２月１１日
（火） １４
：００／１８：００開演
１２月１２日
（水） １２
：００／１６：００開演
１２月１３日
（木） １６：００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 ６，
２００円（一般：７，
３００円） ※各３０枚 ※３歳以上のお子様には座席チケットが必要です。 《主演》柚香光
★ サスペンス・コメディ『メラﾝコリック・ジゴロ』
－あぶない相続人－ 作・演出／正塚晴彦
1993 年に安寿ミラ主演の花組で初演、2008 年と2010 年には真飛聖主演の花組で、2015 年には朝夏まなと主演の宙組で再演された名作
コメディ。1920 年代のヨーロッパを舞台に、陽気なジゴロたちが一攫千金を企む夢物語を、笑いとペーソスの中に描いたミュージカルです。
★スパークリング・ショー『EXCITER!!2018』作・演出／藤井大介
2009 年と 2010 年の花組公演が大好評を博し、2017 年に花組全国ツアーでも上演された人気作の再演。刺激、熱狂、興奮を
もたらす者“EXCITER”。ありふれた人生も、ちょっとした刺激、スパイスでバラ色に輝く。
“音の革命”
“美の革命”
“男の革命”…。愛と
夢を現代社会に送り届ける宝塚こそ“EXCITER”であるという軸の上に、究極に格好良い場面で構成された現代的でエネルギッシュ
なショー作品。全国ツアーメンバーが作り出す2018 年版『EXCITER!!』にどうぞご期待ください。
≪阪急電鉄（株）
≫
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共済会ニュース ７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
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。
第24回

プロに教わるゴルフレッスン教室

ＦＡＸ申込

地元三河を大切にし、東海中部を代表するアマ選手を数多く育成しています。初めての人からトップアマまで幅
広く、分かりやすい指導には定評があります！この機会に是非、レッスンを受けてスキルアップはいかがでしょうか。
●利用施設／岡崎グリーンゴルフガーデン
（東阿知和町、東名沿い） ☎：0564-46-2525
●講
師／松井信潔プロ
●レッスン日時／ご都合に合わせてお選び下さい。完全予約制にて予約状況を確認のうえ、ご予約をお願いします。
【月曜日】
【火曜日】10:00～11:30､13:00～14:30､19:00～20:30
【木曜日】
【金曜日】
【土曜日】19:00～20:30
※8月から有効期間一年。

●購入資格／会員と登録家族（１人２セットまで）
●斡旋料金／１セット４回券
会員 ４，
０００円
※プリペイドカードは別途必要です

登録家族

5,000円（一般：１０，
０００円）

●斡旋枚数／３０セット《申込多数の場合は抽選》

名古屋城金シャチ海鮮市場BEER&BBQ

≪㈱岡崎グリーンゴルフガーデン≫

ＦＡＸ申込

【チケットのお渡しは８月からとなります】

●開 催 日／開催中～９月３０日
（日）【平日】
１７：００～２２：００ 【土日祝】
１１：００～１５：００、
１７：００～２２：００
２時間半の飲み放題、食べ放題（セルフサービス）。
３０分前ラストオーダー。
●定 休 日／不定休［荒天日・警報発令時］
●会
場／名古屋城「金シャチ横丁」義直ゾーン内
●斡旋価格／大人チケット ４，
０００円（一般：５，
０００円） ※３歳以下無料
※ご来場の前に電話もしくはHPから、お席の予約が必要です。

【予約専用ダイヤル】０７０－１６６６－６７００
【HP予約】http://fdbank.jp/nagoya-jyo-beer-bbq/予約受付中/

※ご利用の前に必ずお席をご予約のうえ、当日チケットをお持ちください。 ※ご予約されてから共済会へお申し込みされるの
をお勧めします。 ※大人チケットの他にシニア4,500円、未成年3,500円がございます。ご希望の方は当日会場にてお買い求
めください。 ※店内全面禁煙。近くに喫煙所あり。 ※席数400席（予約は全席テント屋根付き200席） ※ペットの入場は
お断りしております。予めご了承ください。 ※詳しくはHPへ http://fdbank.jp/nagoya-jyo-beer-bbq/

★今名古屋初”
海鮮BBQ食べ放題＆飲み放題”
。キリン「一番搾り」生ビールと、産地直送の「牡
蠣」を中心にした海鮮BBQ。クオリティー＆コスパ最高のスペシャルビアガーデン。 ≪チケットぴあ≫

サンリオピューロランド パスポート

販売期間：9月20日（木）まで

●有効期間／７月１４日
（土）
～９月３０日
（日） ※休館日…9/5（水）、6（木）、12（水）、13（木）
パスポート
（ご入場と各アトラクションがお楽しみ頂けます）
●券
種／大人（18歳以上）
【通常料金 平日 3,300円・休日 3,800円】
小人（3～17歳・高校生） 【通常料金 平日 2,500円・休日 2,700円】
●斡旋価格／大人・小人共通（3歳以上） １，
６００円 ※2歳以下無料
★メルヘンシアター 新作ミュージカル。
「 ＫＡＷＡＩ
ＩＫＡＢＵＫＩ～ハローキティ一座の桃太郎～」
3/10（土）上演スタート！サンリオキャラクターたちの
“ＫＡＷＡＩ
Ｉ”
と、歌舞伎という日本の
伝統的な
“和”
の融合、
プロジェクションマッピングの演出など、今までにない参加型スペク
タクル・エンターテイメントショーをお楽しみいただけます。
●アクセス／京王線・小田急線・多摩モノレール 「多摩センター」駅前。
© '17,'18 SANRIO/SHOCHIKU
●ホームページ／http://www.puroland.jp/

伊良湖ビューホテルサマープラン利用券
伊良湖ビューホテルのサマープランで、
ランチバイキング&ＳＰＡviewをお楽しみください。

■利用期間／７月２０日
（金）
～９月２日
（日） ※除外日／8/11～8/15
■料
金／大人（中学生以上） ３，
２００円（一般：３，
８００円）
小人（小学生）
１，
７００円（一般：２，
２００円）
幼児（３～５才）
７００円（一般：１，
１５６円）
●料金には、ご昼食（バイキング）、ＳＰＡview、休憩所（共同）が含まれます。
※お支払いは現地となります。

●ランチバイキング／１回目１１：３０～

２回目１３：１５～

※上記料金はいずれも税金・サービス料込みとなります。

●大浴場・SPAviewご利用時間／１３：００～１６：００

※貸しバスタオル・フェイスタオル付き ※大人のみ１５０円入湯税がかかります。

●休憩室ご利用無料（共同）／１０：００～１６：００
●プールご利用時間／１０：００～１６：００ ※別途料金
■購入資格／会員のみ ※会員と登録家族人数分まで
■予 約 先／名古屋営業予約センター ☎：052-582-4890
・土曜、日曜、祝日は休み
・営業時間 平日AM１０：００～１７：３０
予約の際、岡崎幸田勤労者共済会会員である旨をお伝え下さい。
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窓口販売

©'76,'93,'96,'99,'01,'18 SANRIO APPROVAL No.P1006132

≪チケットぴあ≫

窓口配布

配布期間：7月1日（日）～9月2日（日）

７月号 共済会ニュース

ケンタッキーフライドチキン 盆バーレル チケット
お盆にみんなでケンタッキーはいかがでしょうか？
！

窓口配布

配布期間：8月3日（金）まで

■予約期間／７月１０日
（火）
～８月３日
（金）
■受取期間／８月11日
（土）
～１9日
（日） 9日間
■内
容／オリジナルチキン10ピースバーレル＋ナゲット５個
■申込資格／会員一人につき２枚まで １セット１枚使用
■利用価格／２，
０００円 （通常価格：２，
850円）
■利用店舗／竜美ケ丘店・岡崎北店・アピタ岡崎北店の３店舗
■利用方法／共済会で配布するチケットを持って、予約期間内にご希望の店
舗にてチケットを渡してご予約ください。予約の際に代金をお
支払いいただき、発行される引換レシートを大切に保管してお
き、受取日に引換レシートを持って店舗でお受け取り下さい。

※お引渡し日及びお時間が、
ご希望に添えない場合がございますので、
ご予約はお早めにお願いいたします。

≪(株)タニザワフーズ≫

サーティワン アイスクリームギフト券の斡旋!

FAX申込

みんな大好き、サーティワンのアイスクリーム！ このギフト券をお値打ちに斡旋！
今回もうれしい「特典」付！ 「特典」と一緒にぜひご利用ください！
●券
種／５００円券を５枚で１セット
●斡旋価格／２，
0００円（一般：２，
５００円分）
●斡旋枚数／５００セット
●申込資格／会員のみ １人２セットまで
●特
典／サーティワンのアイス
（シングル）無料券付！
※特典の無料券は岡崎市内の４店舗のみ使用可能です。
※一部の店舗ではご利用になれません。
※ご利用になれない商品もございますのでご確認ください。
※有効期限はございません。
※利用金額が金券額面に満たない場合にはおつりがでます。
※支払い額が金券額面を超えた場合不足分を現金で支払えます。

≪(株)タニザワフーズ≫

みんなで楽しもう！花火の斡旋！

ＦＡＸ申込
申込締切：7月13日（金）

ご家庭で楽しむ花火のセットの斡旋です。みんなでわいわい楽しみましょう！
●斡旋価格／
①たっぷり花火.com ５００円
・たっぷり入った手持ち花火セット。
夜景や花火が★や♥で出現！まほうのうちわ付き！

①

②

②はなびんの夏休み！ １，
０００円
・あの復刻版『ドラゴン』入ってます！
③はなびダブルインパクト １，
１００円
・手持、噴出、打上、回転、ねずみ、懐かしのへび玉！
変わった花火にドッキドキ！
④夏花火フェス １，
９００円
・豪華有名花火続々登場！
手持、噴出、打上、大きいのが沢山！

③

④

両面タイプ

●申込資格／会員のみ
（各花火1セットまで）
●斡 旋 数／各5０セット

※斡旋価格には共済会の補助が含まれています。
※市場への供給状況によりパッケージ内容が変更になる
場合がございます。
※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて
対応させていただきます。

※見本が共済会にありますので、ご覧いただけます。
協賛 ≪㈱稲垣屋≫
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≪㈱太田煙火製造所≫

共済会ニュース ７月号

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／７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／８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。

富士サファリパーク
富士サファリパーク 入園券の斡旋
入園券の斡旋！
！
種 類
昼の
サファリ

区 分
一般料金 斡旋価格
大人（高校生以上） 2,700円 1,800円
小人（4歳～中学生） 1,500円
900円

※3歳以下無料
※受付で年齢を証明できるものをご提示ください。

ＦＡＸ申込

■申込資格／会員のみ １人4枚まで
■有効期限／８月から１年間有効
■券
種／基本マイカーで回るものになります。園内
バスをご利用の場合は、この別途1,300円
（３歳以上・エサ代）が必要となります。

昼のサファリ
［年中無休］
ナイトサファリ
［期間限定］
時 間
時 間
期 間
期 間
3月11日～10月31日 9：00～16：30
4月28日～5月6日
17：00～19：30
11月1日～3月10日 10：00～15：30 7月21日～8月26日
■施設情報／静岡県裾野市須山字藤原２２５５－２７ TEL：055－998－２１８５
■交通案内／新東名高速道路新富士ＩＣから３０分
★この他、詳しいことはＨＰをご覧下さい！ http://www.fujisafari.co.jp/index.html

【 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
パロマ瑞穂スタジアム
試合日

キックオフ

座席

券種

S指定席
指定席
A指定席
自由席 B 自由席 大 人

座席図

対戦カード

9月15日（土） 未定

ＦＡＸ申込

ｖｓ V・ファーレン長崎
前売一般

4,200円
3,600円
3,100円

斡旋価格

3,400円
2,900円
2,500円
©2016 NAGOYA GRAMPUS EIGHT INC.
©2016 N.G.E.

■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。

中日ドラゴンズ公式戦
９月の
日程

ヤクルト
9/23
（日） 9/24
（月）
◎14：00 ◎14：00

阪神
9/29
（土） 9/30
（日）
◎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）

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）

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）

【共通事項】 会場／ナゴヤドーム

©中日ドラゴンズ

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

※チケット料金は試合日により価格が変動します。

ＦＡＸ申込

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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７月号 共済会ニュース

鈴鹿サーキットプール券
●利用期間／6月30日(土)～9月9日
（日）

2018

窓口販売

●内
容／鈴鹿サーキット入園＋プール券
●斡旋料金／１，
2００円
（通常価格：大人（中学生以上）
２，
9００円、子供（小学生）2,0００円、
幼児（３歳～未就学児）
１，
4００円）
●購入資格／会員のみ １人４枚まで
●そ の 他／乗り物券は別途購入になります。
※入園及び乗り物券等の割引券は園ＨＰ等より入手してください。
※プール営業時間はHP等でご確認下さい。

≪鈴鹿サーキットランド≫

日本モンキーパーク“水の楽園”
「モンプル」利用券

窓口販売

●プール営業期間／７月７日
（土）
・８日
（日）
・１４日
（土）
～１６日
（月・祝）
７月２０日
（金）
～９月２日
（日）
・８日
（土）
・９日
（日）
●斡旋料金／300円
（一般：8００円、
２歳以上）
●購入資格／１回に会員と登録家族人数分まで
●そ の 他／別途入園料が必要です。
《共済会事務局窓口に割引利用券があります》
※ワンデーパスポート及びのりほうだい券ではレジャープールはご利用いただけません。

★リニューアルし好評を博した流れるプール
“モンプルぐるぐる”
をはじめ、1トン
の水が落ちてくる
“ウォータージャングル”、20mの水柱が噴き上がる古代遺
跡ゾーン
“ドバット”、小さなお子さま向けの浅瀬プールなど、ご家族・お友達で
お楽しみ頂けるアトラクションを多数取り揃えております。 ≪㈱名鉄インプレス≫

おかざき世界子ども美術博物館

杉山明博 造形の世界展

木のおもしろワールド

窓口渡し

今回の展覧会は、
１９９９年以来当館から全国に発信してきた「杉山明博 造形の世界展」の集
大成となります。
「考えて」
「見て」
「創る」という当館のコンセプトから、さらに「おもしろく」
「楽し
く」
「夢中に」なることを体験してもらいたい。子どもたちに探求心と創造力に満ち溢れた豊かな
人生と世界が広がっていくような願いを込めて「木のおもしろワールド」をお贈りします。
●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、必ず行ける方でお願いします。また残券をご確認のうえ、お越しください
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／７月７日(土)～９月３０日(日) ※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
●休 館 日／月曜日（7/16、8/13、9/17、9/24の月曜日は開館。7/17、9/18、9/25の火曜日は休館）
●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）

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！
岡崎幸田勤労者共済会

検索

★会費の口座引落しについて

７月は、
７･８･９月分の会費の請求月です。
７月１０日
（火）
にお申し出の口座から引落します
のでご準備ください。詳細や請求書が必要な事業所は、お手数ですが事務局までご連絡くだ
さい。
この時期にご連絡させていただいております、当共済会の会費の消費税に係る取り扱いに
ついては、課税対象外として処理していただきます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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