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公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会
平成30年7月１日現在／事業所数742社 会員数：8,214名
※表示金額は、
すべて消費税込みの金額です。

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 クラブツーリズムより★

下記旅行会社へＦＡＸ申込

おすすめツアーは共済会が1,000円の補助をいたします！
旅行代金（おひとり）

8,980円～9,980円

受 1名 ■
催 28名 ■
TD 同行 ■
BG なし
無印8,980円、○印9,980円 ■
バス会社 帝産観光バスまたは名鉄観光バス同等

99610-082

安城（7：40）東岡崎
（8：10）
9月 21日

99611-082

10月 5・16日

安城（7：40）東岡崎
（8：10）
化粧台トイレ付バス（9列）

9月 ⑯日

10月 ⑩日

各地 ー ？？？
（お客様の声にお応えしたミステリーツアーに出
発します！バスはどこへ向かうのでしょうか）ー 各地（17：40
～19：20予定
軽 昼 軽

旅行代金（おひとり）11,000円～12,000円

受 1名 ■
催 28名 ■
TD 同行 ■
BG なし
無印11,000円、○印12,000円 ■
バス会社 帝産観光バスまたは名鉄観光バス同等

99049-082

東岡崎（8：00）安城
（8：30）
9月 28日

99050-082

東岡崎（8：00）安城
（8：30）
トイレ付足元ゆったりバス（10列）
10月 ⑫日

各地 ＝ ○夫婦岩（観賞と参拝）＝ 伊勢（国産イセエビづくしの昼食）＝ 伊勢（真
珠製品の買い物）＝ ○伊勢神宮・内宮（自由参拝）… ○おかげ横丁（自由散策）
＝ 伊勢（海産物の買い物）＝各地（18：00～19：30予定）
ー 昼 ー

◆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
◆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、是非ご利用ください。 ※クラブツーリズムは除く

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。

【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！
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 三河支店 〒444-0044 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

◎旅行企画・実施

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

８月号 共済会ニュース

第42回

ソフトボール大会
ソフトボール大会

ＦＡＸ申込

毎回、白熱した試合が展開されるソフトボール大会！優勝チー
ムは来年度春の「労福協ソフトボール大会」に共済会代表チーム
として推薦いたします。賞品もご用意しておりますので、ぜひご
参加ください！一致団結、絆を深め目指せ優勝！
●開 催 日／１０月２１日
（日） 予備日：１０月２７日
（土）
●開始時間／８：３０集合 ９：００プレイボール予定

前大会より

●会
場／岡崎中央総合公園 「運動広場」
●募 集 枠／８：３０集合 ９：００プレイボール予定

※申込チーム多数の場合は抽選を行う場合があります。
※１事業所で９名に満たない場合は、他の会員事業所と合同で１チーム編成していただ
くことも可能です。
※試合はトーナメント戦で行います。

●参 加 費／１チーム ３，
０００円
●参加資格／会員と登録家族
他事業所の会員との混合チーム可
●チーム編成について／労福協のチーム編成ルールに合わせ、監督（プレイ可）
を含む１２～１５名までのチームで、
“女
性”
又は
“５０歳以上の男性”
を計３名以上含むチームといたします。また、試合中は必ず
“女性”
又は
“５０歳以上の男
性”
が常時２名以上プレイするようにしていただきます。
●お知らせ／今回の労福協ソフトボール大会への出場は優勝チームのみとなります。

三河湾リゾートリンクス 夏のランチブッフェ

販売期間：8月26日（日）まで

窓口販売

今年は『リンクス サマーランチバイキング グリルステーキフェア』を開催！この機会に是非ご利用ください。
●日
程／８月１１日
（土）
～８月26日
（日） 16日間
●時
間／ランチ：①１１：３０～ ②１３：１５
入 浴：１２：００～
●斡旋料金／（価格は税込みです）
大人 ２，
５５０円（一般：３，
０２４円）[中学生以上]
小人 １，
３００円（一般：１，
６２０円）
[６才～１２才]
幼児
４００円（一般： ５４０円）
［３才～５才］ ※２才以下無料
★入浴付でバスタオルもついているプランです。食事前の入浴も可能です。
（入浴通常：９７２円） イメージ
●購入資格／会員のみ（１人４枚まで） ※家族人数分まで
●予 約 先／三河湾リゾートリンクス ☎０５６３－３２－３７２０
西尾市吉良町宮崎中道下１５
月～土曜日９：００～１８：００
（祝日は除く）
●ご利用方法／三河湾リゾートリンクスへご希望の日・時間帯に
空きがあるかご確認の上、
ご予約をお願いいたします。
上記へご予約後、共済会事務局窓口でチケットをご購入ください。
≪(株)三河湾リゾートリンクス≫

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

蒲郡クラシックホテル サマーファミリーバイキング ★ディナー
共済会でチケットを配布します！地元食材をたっぷりと使用！
！うれ
しいソフトドリンク付！チケットを持って、
“ディナーバイキング”
を楽
しもう！開催期間中は会場内で楽しいイベントが盛りだくさん。
●場
所／蒲郡クラシックホテル バンケットホール２階
●開催期間／８月１２日
（日）
～１５日
（水）
●時
間／Aタイム１７：００～
Bタイム１９：００～
（１７：００～２１：００
（ラストオーダー／２０：３０））
●利用価格／大 人 ３，
６００円（参考：５，
０００円、前売券４，
５００円）
小学生 １，
６００円（参考：２，
０００円）
園 児 ７００円（参考：１，
０００円）
※プラス１，
０００円飲み放題プランもございます。
※３歳以下は無料です。

★お支払いは現地となります。チケットをお忘れになりますと、一般料金と
なりますのでご注意ください。
●受取資格／会員のみ
※家族人数分まで。代金のお支払いは、
ホテルにてお願いします。

満席となる日もございます。お早めにご予約ください。
●ご予約・お問合せ／蒲郡クラシックホテル：蒲郡市竹島町１５－１
☎０５３３－６８－１１１１
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イメージ

窓口渡し

配布期間：8月15日（水）まで

共済会ニュース ８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。

アリス=紗良･オット ピアノ･リサイタル

Cinema Music with Sarah Àlainn ＦＡＸ申込
シネマ・ミュージック with サラ・オレイン

ＦＡＸ申込

日時／９月２４日（月・休）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／A席 ３，
６００円
（一般：４，
５００円）

日時／９月２４日（月・休）１５：００開演
会場／東海市芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席 ６，
３００円
（一般：７，
５００円）
※未就学児童入場不可。

※未就学児童入場不可。

［プログラム（予定）］ラ・ラ・ランド Medley （映画『ラ・
ラ・ランド』より）、007 Medley（映画『007』シリーズよ
り）、オン・マイ・オウン（映画『レ・ミゼラブル』より）
★３オクターブを超える歌声と幻想的なヴァイオリンで
人々を魅了。若手実力派として注目されるサラ・オレインがお届けする映画音楽コンサート。いつか
映画をつくりたいという思いから生まれたこのコンサートは、一本のミュージカル映画を見ているよ
うな感覚になり、監督としての、また表現者としてのサラをお楽しみいただけます。

★“美しく、カッコいいピアニスト！”メディア露出等で知
名度抜群！名門ドイツ・グラモフォンからすでに８枚のア
ルバムをリリース、ダウンロードサイトでのクラシック
ⒸJonas Becker
チャート１位獲得、数々のコンクール入賞歴を誇り、超一
流オーケストラや著名指揮者との共演経験も多く、世界の注目が集まるピアニスト。天性の華や
かさに演奏にも深みが加わり、益々将来に期待が高まる大器のリサイタル。 ≪チケットぴあ≫

≪チケットぴあ≫

メ～テレ MUSIC WAVE
ＦＡＸ申込
「SUNNY TRAIN REVUE～テレビがフェス作っちゃいました～」

ブルガリア国立歌劇場「カルメン」 ＦＡＸ申込

日時／１０月７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／A席 １６，
０００円（一般：１９，
０００円）
B席 １４，
０００円（一般：１６，
０００円）

日時／９月２９日
（土）
１２：３０開演 終演２０：００
（予定）
会場／蒲郡・ラグーナビーチ（大塚海浜緑地）
席種／入場券 ７，
２００円（一般：８，
０００円）

※未就学児童入場不可。

※1枚につき小学生以下2名まで無料（保護者の同伴が必要）

［プログラム 出演］ビゼー「カルメン」全4幕 ＜日本
語字幕付＞、劇場総裁･演出：プラーメン･カルターロ
フ、ブルガリア国立歌劇場管弦楽団･合唱団／バレエ団
★“歌の国”ブルガリアから、オペラの名作を新演出で。ゲー
ナ・ディミトローヴァ、ニコライ･ギャウロフなど世界の名歌手を
多く輩出した「歌の国」
「合唱の王国」ブルガリアの歴史と伝統を誇る名門オペラ劇場。名演出家
としてオペラ界でつとに名高いこの劇場総裁カルタ―ロフのオペラ作品は近年評価が高まって
いる。オペラの名作「カルメン」、渾身のカルタ―ロフ新演出版を上演。

［出演］氣志團、GRANRODEO、ゴールデンボンバー、こぶしたかし(レイ
ザーラモンRG)、私立恵比寿中学、超特急、DJダイノジ、BiSH、ベリーグッ
ドマン、BOYS AND MEN、OPENING ACT：BRIAN SHINSEKAI
【注意事項】[開場]11：00 / [開演]12：30 (予定) /[終演]20：00（予定）

※雨天決行・荒天中止 ※駐車券付入場券10,000円はイープラスのみで取扱いとなります。※エリア内自由（ブロック・整理番号なし）

★氣志團・ボイメンら超豪華アーティストがラグーナビーチで夢の競演！！テレビでお馴染みの超
豪華アーティストがラグーナビーチに大集合！この日限りの夢の共演が実現！！海と山に囲まれた自
然豊かなロケーションに極上の音楽が響きわたれば、そこはもうパラダイス・・・ ≪チケットぴあ≫

ラ・ハグア コンサート

≪チケットぴあ≫

アラン･ギルバート 指揮
ＦＡＸ申込
NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団 ピアノ：エレーヌ･グリモー

ＦＡＸ申込

日時／１１月２日
（金） １８：３０開演
会場／刈谷市総合文化センター 大ホール
席種／S席 ４，
９００円（一般：５，
８００円）

日時／１１月７日
（水） １８：４５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：２０，
０００円）
A席 １４，
０００円（一般：１７，
０００円）
B席 ９，
０００円（一般：１２，
０００円）

※未就学児童入場不可。

★「ラ・ハグア」は、コロンビアの伝統楽器を守り、活性化させる
ことを目的とした若手バンドです。コロンビアの多彩な伝統楽器
を取り入れ、体が自然と動き出す、底抜けに明るいラテンのリズ
ムを主体とした彼らの音楽は、幅広い世代からも支持を受けて
おります。２０１５年には、コロンビア南部最大のフェスティバル
「ペトロニオ・アルバレス太平洋音楽祭」のコンテストで優勝し、その地位を確立しました。ワールド・ミュー
ジックの祭典「WOMAD」にも出演が決まり、今後、さらに世界から注目される存在になってきています。
今回の公演は、
「ラ・ハグア」の初来日公演となります。日本・コロンビア外交関係樹立１１０周年を迎える
本年、コロンビア音楽の魅力が詰まったステージにどうぞご期待ください。
≪チケットぴあ≫

ジョージア国立民族合唱舞踊団「ルスタビ」

※未就学児童入場不可。

［プログラム］
ワーグナー：歌劇「ローエング
リン」から 第1幕への前奏曲、
ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調、
ブ
ラームス：交響曲 第4番 ホ短調 op.98
★ドイツの名門(旧ハンブルク北ドイツ放送交響楽団) グリモーのピアノとともに。
北ドイツ放送交響楽団が本拠地と名称を新たに！次期シーズンから首席に就任するア
ラン・ギルバート(元ニューヨーク・フィル音楽監督)の指揮で、久しぶりに名古屋に登場
する美貌のフランス人名ピアニスト、エレーヌ・グリモーを迎えて。 ≪チケットぴあ≫

キエフ･バレエ「白鳥の湖」

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／１１月１４日
（水）
１４：００開演／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 ６，
３００円（一般：７，
５００円）

日時／１２月２日
（日） 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 １２，
５００円（一般：１５，
０００円）
A席 ９，
８００円（一般：１２，
０００円）
B席 ７，
３００円（一般：９，
０００円）

★ジョージア共和国(旧グルジア)が世界に誇る国立民族合唱舞踊
団「ルスタビ」を日本に招聘いたします。「ルスタビ」
（ 地域名）は
1968年に設立された国を代表する民族合唱舞踊団です。これまで世界80カ国以上で5000回ものステー
ジを行い、各地で絶賛を博しております。2018年は同舞踊団として創立50周年の佳節を迎えます。ジョージ
アに残る伝統音楽の数々は、世界的にも大変注目されており、合唱の原点ともいわれる｢ポリフォニー(多声音
楽）」は2001年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。今回のステージでは、そうしたジョージアの
舞踊と合唱を中心に、超絶技巧のダンステクニックと楽団を加えた重厚感あふれる迫力のポリフォニーの演奏
をお届け致します。観る人の心を引き付ける圧巻のステージに是非ご期待下さい。
≪チケットぴあ≫

［プログラム 出演］チャイコフスキー「白鳥の湖」 全3幕、
音楽：P.チャイコフスキー、原振付：M.プティパ L.イワノフ F.
ロプホフ、振付・演出：V.コフトゥン
★優美の極み、伝統を受け継ぐ名門。ボリショイ、マリインスキー･バレエとならぶバレエ界の至宝にして
数々のスターダンサーを輩出した名門。キエフ･バレエの魅力は、主役からコール･ド･バレエ(群舞)までロシ
ア･バレエの流麗なスタイルをしっかり身につけていること。美しさと抜群のテクニックをあわせ持ち、良き伝
統を受け継ぐダンサーたちが絢爛豪華な舞台でダイナミックな踊りを繰り広げる。 ≪チケットぴあ≫

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

※未就学児童入場不可。

ディズニー･オン･クラシック ～まほうの夜の音楽会 2018
Disney on CLASSIC ～a Magical Night 2018
ＦＡＸ申込
Find Your Hero ～そして君のもとへ

吉本ミニ新喜劇＆バラエティーショー

申込締切：8月15日（水）

日時／１０月８日
（月・祝） １８：００開演
１０月９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／Ｓ席 ７，
7００円（一般：８，
7００円）
※未就学児童入場不可。

［キャスト］指揮・編曲：ブラッド・ケリー、オー
ケストラ：THE ORCHESTRA JAPAN
★ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの名曲たち
©Disney
を、フルオーケストラとニューヨークのヴォーカリストたちの生演
奏でお贈りする、大人のための音楽会、ディズニー・オン・クラシック。16回目の今年は、
“Find Your Hero
～そして君のもとへ”をテーマに、アラン・メンケンが音楽を手掛け、壮大でソウルフルな名曲が詰まった『ヘ
ラクレス』の音楽をフィーチャーし、ディズニーの輝く名曲の数々をお届けいたします。 ≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

日時／９月２日
（日）
①１２：３０ 開演
②１６：００ 開演
会場／みよし市文化センター
サンアート
席種／指定 ３，
６００円
（一般：４，
５００円）
★新喜劇とバラエティーショーの
二本立てでお楽しみください！出
演は宮川大助・花子、星田英利、
テ
ンダラー、
オレンジ。
≪みよし市文化センター サンアート≫
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きゃりーぱみゅぱみゅ
申込締切：8月11日
（土）

MISIA

ＦＡＸ申込

日時／１月１３日
（日）
１７：００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，
９００円
（一般：８，
８００円）

★きゃりーぱみゅぱみゅ ホール
ツアー2018

★20th Anniversary MISIA
星空のライヴⅩ Life is going
on and on

※４歳以上有料/３歳以下膝上可。但し、お席
が必要な場合は有料

葉加瀬

※３歳以上有料

≪サンデーフォーク≫

太郎

森山

ＦＡＸ申込

日時／１２月６日
（木）
１２月７日
（金）
１２月２５日
（火）
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）

申込締切：8月5日（日）

日時／２月１１日
（月・祝）
１７：００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 ６，
２００円
（一般：６，
９００円）

倖田來未

ＦＡＸ申込

日時／１２月２６日
（水）
１８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
コンサートホール
席種／全指定席 ４，
９００円
（一般：５，
５００円）

申込締切：8月11日（土）

※未就学児入場不可

★高嶋ちさ子 12人のヴァイオリ
ニストコンサートツアー 2018
「女神たちの華麗なる音楽会」

ナオト・インティライミ

ＦＡＸ申込

★ 森 山 直 太 朗 コン サ ートツ
アー2018～19『人間の森』

★日医工presents 葉加瀬太郎
コンサートツアー 2018 ALL
TIME BEST
≪サンデーフォーク≫

ちさ子

直太朗

≪サンデーフォーク≫

※４歳以上有料/３歳以下入場不可

※３歳以上有料

高嶋

ＦＡＸ申込

日時／１０月２８日
（日）
１７：００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，
３００円
（一般：５，
９４０円）

≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

日時／１２月２３日
（日・祝）
１８：００開演
１２月２４日
（月・休）
１５：００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，
９００円
（一般：８，
８００円）

※小学生以上有料/小学生未満のお子様でも
お席が必要な場合は有料

★KODA KUMI LIVE TOUR
2018 ～DNA～ ≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫

ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／１月１４日
（月・祝）
１７：００開演
会場／ナゴヤドーム
８００円
席種／スタンド指定席 ６，
（一般：７，
５８０円）
スタンド自由席 ４，
０００円
（一般：４，
５００円）

日時／１２月２９日
（土）
１５：００開演
会場／ナゴヤドーム
席種／全指定席 ７，
０００円
（一般：７，
８００円）
※３歳以上有料

★ナオト・インティライミ ドーム
公演2018～4万人でオマットゥ
リ！年の瀬、みんなで、
しゃっちほ
こ！＠ナゴヤドーム～

※未就学児入場無料（保護者1名につき1名
まで膝上観覧可、お席が必要な場合は有料）

★名古屋を拠点に歌・ダンス・芝居を基軸に活動し、東海地区で徐々に知
名度を上た「ご当地男性アイドルグループ」。愛知県警察広報大使や名古
屋観光特使など、行政と協力した活動も行っている。 ≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫

ＱＵＯカードの斡旋！

FAX申込

ＱＵＯカードの加盟店は、全国約５７，
０００店！
コンビニやファミレス、書店など多くの場所で利用できます。
●券
種／５，
０００円券
●斡旋価格／４，
５００円
●申込資格／会員のみ
１人２枚まで
※有効期限はございません。
※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。
※支払い額が残額を超えた場合、不足分を現金もしくは残額のあるＱＵＯカードで支払えます。
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THE ドラえもん展 NAGOYA 2018

販売期間：８月１日～（前売券：１１月１４日（水））
（セット券：９月２３日（日））まで

窓口販売

●会
期／９月２７日
（木）
～１１月１８日
（日） ※会期中無休
●時
間／１０：００～１９：３０ ※最終日は１７時閉館 （入館は閉館の30分前まで）
●会
場／松坂屋美術館（松坂屋名古屋店 南館7階）
●斡旋価格／前売り 一般
９００円（一般：１，
２００円（当日一般：１，
４００円）
前売り 中･高校生 ６００円（一般： ８００円（当日一般：１，
０００円） ※小学生以下無料
村上隆オリジナルクリアファイル セット券 １，
４００円（一般：１，
６００円）
※クリアファイル(￥540)と一般入場券のセット券。券種は一般のみ ※障害者手帳・特定疾患医療受給者証をお持ちの方と付添の1名様まで無料

★「あなたのドラえもんをつくってください」
2018年、NAGOYAで、アートがドラえもんと夢を見る。
1970年の誕生以来、
ドラえもんは、日本中にたくさんの夢を届けてくれました。
いま世界を舞台に活躍するアーティストたちの中にも、
ドラえもんと出会い、夢を膨らませ
てきた方々がたくさんいます。
日本を代表するアーティスト28組が、いま、それぞれの「ドラえもん」、
見たことのない「ドラえもん」、世界にひとつだけの新しい「ドラえもん」をつくっています。
NAGOYAで、
「アート」が「ドラえもん」
と出会う、その特別な瞬間がもうすぐやってきます。

岡崎市美術博物館

村上隆「あんなこといいな 出来たらいいな」(部分)
©Takashi Murakami/Kaikai KikiCo.,Ltd.All Rights Reserved.
©Fujiko-Pro

［参加アーティスト］会田 誠、梅 佳代、小谷元彦、鴻池朋子、佐藤雅
晴、しりあがり寿、奈良美智、西尾康之、蜷川実花、福田美蘭、町田久
美、Mr.、村上 隆、森村泰昌+コイケジュンコ、山口 晃、渡邊 希、クワ
クボリョウタ、後藤映則、近藤智美、坂本友由、シシヤマザキ、篠原
愛、中里勇太、中塚翠涛、増田セバスチャン、山口英紀+伊藤 航、山本
≪チケットぴあ≫
竜基、れなれな （50音順・敬称略）

ジョルジュ・ブラック 宝飾デザインの輝き

キュビスムの創始者ブラックが追い求めた美の世界へ
●会
期／７月２８日
（土）
～９月１７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 ※９月１７日（月・祝）は開館
●斡旋価格／一般（高校生以上） ４００円（一般：８００円）

窓口販売

販売期間：9月16日（日）まで

※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

★本展の出品作品は、ブラックが晩年に取り組んだ「メタモルフォーシス」のうち、彼がデザインを手がけた工芸
品を中心にご紹介します。工芸デザインに関する平面作品をはじめ、陶磁器やジュエリー、彫刻、ステンド・グラ
ス、タピスリーなど、これまで日本で注目される機会があまりなかった約９０点におよぶ作品を展観します。晩年
期のブラックによる造形への探究から創出された、独創的できらびやかな工芸の世界をぜひご覧ください。

古代アンデス文明展

販売期間：８月１日（水）～１２月２日（日）

窓口販売

●会
期／10月6日
／10月6日
（土）
～12月2日
（日）
［日数：48日］
●時
間／9時30分～17時00分
（入場は閉館の30分前まで）
●休 館 日／毎週月曜日
（祝日の場合は開館、その直後の平日休館）・第4火曜日
10/9(火)、15(月)、22(月)、23（火）、29（月）、11/5(月)、12(月)、19(月)、26(月)、27(火)
●会
場／名古屋市博物館
●斡旋価格／一般
８００円（当日一般：１，
３００円） 高大生 ５００円（当日一般： ９００円）
小中生 ２００円（当日一般： ５００円）
★古代アンデス文明は、南アメリカ大陸の太平洋岸は南北4,000km、標高差4,500mにわたる広大な空間に、先史時代
からインカ帝国滅亡までのおよそ15,000年という時間に盛衰したさまざまな文化全体をさします。この展覧会では、いく
つもの文化が連なり、互いに影響を与え合うなかで育まれた神話や儀礼、神殿やピラミッドをつくる優れた技術、多彩な自
然環境に適応した生活様式などを、古代アンデス文明を代表する９つの文化から選び抜かれた貴重な資料で紹介します。

シルク・ドゥ・ソレイユ『ダイハツ キュリオス』名古屋公演

FAX申込

23 25
1 2 3 5 7 9 10 13 17 19 20 21 23
16 18 20 24
12月
1月
土 日 月 水 金 日 月 木 月 水 木 金 日
金 日
水 金 日 木
12：00
●
12：00
●
12：00 ★
●
15：00
●
15：00 ○
15：00
★
★
15：30
★
15：30
★ 15：30
16：00 ★
●
★ 16：00
16：00
● ●
● ●
19：00
●
19：00
○
○
19：00

11月

11月、12月公演はS・A席のみ

●会

1月公演はＳＳ席のみ

場／名古屋ビッグトップ
（ナゴヤドーム北）

平日公演
土日祝公演
一般価格 会員価格● 会員価格○ 一般価格 会員価格★
1月公演 ＳＳ席 12,500円
9,000円 13,500円 10,500円
11,000円 8,100円
11・12月公演 Ｓ席 10,000円 6,300円
7,500円 5,800円
11・12月公演 Ａ席 6,500円 4,500円
席種

Photos: Martin Girard, Pierre Manning / shootstudio.ca © 2014 Cirque du Soleil

※グループチケット、SS席（オリジナル特典付）のお取扱いはございません。
※演出上、演目によっては一瞬照明が眩しく感じる座席がございます。
※演出機材により、舞台の一部が見づらい席がございます。
※車イス席(Ａ席料金)をご希望のお客様は事前にお問い合わせください。
※３歳以上有料。
３歳未満は保護者膝上であれば無料。但し、座席が必
要な場合はチケットをお求めいただきます。

★シルク・
ドゥ・ソレイユ創設30周年記念作品。好奇心に満ちた不思議の世界への扉が開く。2014年の開幕以来、モントリオー
ル、シカゴ、ニューヨークなどで250万人以上の観客を魅了してきた珠玉のサーカス・エンターテインメント「キュリオス」。これ
≪チケットぴあ≫
ぞ、シルクの集大成！2018年11月いよいよ名古屋公演開幕！
◆上演時間：約２時間２０分（途中休憩含む）
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“幸田の梨『豊水』”の斡旋！

申込締切：８月１５日（水） FAX申込

果肉はやわらかで多汁。甘味の中にほどよい酸味があり食味に
優れています。幸田町の梨は、ふるさと納税の返礼品としても利用
（お渡しは9月6日頃予定）
されており大変人気となっております。
●内

容／５Kg箱入り
（１０～１２玉）

※玉の大きさによって数が変わる場合がございますのでご了承ください。

●品
種／豊水
●斡 旋 数／１６０箱
●斡旋価格／２，
８００円（一般価格：３，
８００円）
●申込資格／会員のみ
１人１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）

カレーハウスCoCo壱番屋・パスタデココ 割引利用券
店内でのお食事・テイクアウトにご利用いただけます。

窓口配布

配布期間：無くなり次第終了

●利用期間／８月１日
（水）
～９月３０日
（日）
●利用店舗／岡崎５店舗（北岡崎店、岡崎上地店、岡崎牧御堂店、
岡崎矢作店、パスタデココ岡崎上地店）
●券
種／２００円券
●申込資格／会員のみ１人４枚まで 限定３００枚
※ご利用は登録家族まで

※無くなり次第終了。残数のご確認をお願いします。

●利用内容／カレー及びパスタひとつにつき１枚まで使用可

≪
（株）
壱番屋≫

防災食品の斡旋

FAX申込

いざという時のために備えておく防災食品はいかが
でしょうか。
●斡旋価格／

①
和洋メニュー＋お水セット
４，
５００円（一般：５，
67０円）
容／五目ごはん、わかめごはん、
ドライカレー、チキンライス
（各３袋）
（各１００ｇ 出来上がり２６０ｇ）、保存水５００ｍｌ
×６本
賞味期間５年

①尾西食品 アルファ米
●内

②
和風メニュー＋お水セット
４，
５００円（一般：５，
67０円）
容／五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯（各３袋）
（各１００ｇ出来上がり２６０ｇ
（山菜おこわ、赤飯は２１０ｇ））、
保存水５００ｍｌ
×６本 賞味期間５年

②尾西食品 アルファ米
●内

③北アルプス保存水（２ℓ）
６本
●内
容／賞味期間５年

1，
０００円（一般：2,030円）

④ブルボン 缶入りミルクビスケット
（２４缶）
●内
容／７５ｇ×２４缶 賞味期間５年

4，
9００円（一般：６，
48０円）

⑤カゴメ 野菜たっぷりスープ詰合せ（１６食） ４，
3００円（一般：５，
4００円） ④
●内
容／トマトのスープ・豆のスープ・かぼちゃのスープ・きのこのスープ
各１６０ｇ×各４個 賞味期間３．
５年
⑥サタケ マジックライス 雑炊醤油だし風味（２０袋）
４，
８００円（一般：6,048円）
●内
容／７０ｇ
（出来上がり重量約２８０ｇ）
⑤
賞味期間５．
５年
●申込資格／会員のみ
●注

１人各１つまで

意／納期がかかる場合があります。予めご了承の上、
お申し込みください。
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⑥

③

共済会ニュース ８月号

岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内
デジカメ教室（初級）

ＦＡＸ申込

8月7日（火）午前8：30よりより受付開始（事前受付不可）

●日
程／９月１日・１５日、
１０月６日・２０日、
１１月３日・１７日
隔週土曜日 全６回
●時
間／１０：００～１２：００
●募集人数／２０名予定（先着）
●参加費／無料 ※テキスト無料配布
●持ち物／カメラ
（必ず満充電のもの）
・コンパクトデジタルカメラ ・デジタル一眼カメラ （いずれも希望可）
・メモリーカード ・カメラの取扱説明書 ※携帯電話・スマホ等のカメラは対象外
●会
場／岡崎市勤労文化センター 第２研修室
●内
容／簡単なデジカメから本格的な一眼レフカメラまで、
ご希望のカメラの色々な機能を
学び、最大限に使いこなして楽しくご自慢の傑作写真を撮りましょう。
●講
師／酒井 富夫 先生（フォトマスター・検定１級 市民講座講師）

※岡崎・幸田の広報にも記事を掲載し、一般の方からも広く募集をいたします。参加者は先着順となりますので、
ご了承ください。
（８月７日から受付開始）

“新規加入事業所”ご紹介キャンペーン
キャンペーン期間／平成30年８月１日（水）～10月31日（水）

ぜひ未加入事業所をご紹介ください！
500円の図書券×加入者人数をプレゼント！

共済会から会員の皆様へ、より魅力ある事業を提供するためには、会員数の増大が必要不可欠です。
そこで、会員拡大推進の一環として『新規加入事業所・特約店ご紹介キャンペーン』を展開いたします。
取引先やお知り合いの中で、共済会に“ ご興味 ”を示されている未加入の事業所がございましたら、
ぜひご紹介ください。もしよろしければ、共済会からご説明にもお伺いします！
ご紹介いただいた未加入事業者が共済会の会員になられた場合、ささやかではございますがご紹介
者様へ加入者 1 名様につき 500 円の図書券を進呈します。また、ご要望があれば次年度の共済会
ガイドブック巻末へ両事業所様の広告を無料で掲載させていただきます ( 併せて 1/4 ページ )。
※通常のポイントも加算いたします。

※図書券プレゼントの上限は 30,000 円分とさせていただきます。

◎ご加入いただけるのは▶岡崎市内及び幸田町内に事業所がある個人事業主及び企業並びに各種団体です。
※２名以上の事業所様に限ります。

◎特約店とは▶会員カードを提示すれば、割引が可能なお店です。 ※契約時に会報誌に掲載いたします。
◎紹介方法▶『ご紹介票』
に必要事項を明記して、共済会へＦＡＸかご郵送ください。
（ニュースに同封）
◎実施期間▶平成30年８月1日～１０月３１日
◎進呈時期▶新規入会者の加入手続きが完了した時点で進呈。
※新規特約店契約が完了後、次年度のガイドブックに任意で掲載。

連絡先／共済会事務局

☎０５６４－５４－８４９５

ハートフルガイドを活用しよう！
４月にお送りした『ハートフルガイド２０１８』はお手
元に届いていますか？
共済会がハートフルへ会員加入しており、会員の
皆様にはハートフル提携店において、割引価格にて
ご利用いただけるようになっております！ハートフル
マークのあるお店では全てご利用いただけます！会
員証のハートフルマークをご提示ください！

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター会員

公益財団法人

岡崎幸田勤労者共済会

会 員 証
MEMBER’S CARD

皆様にお配りしたハートフルガイドはこの地区のものを選んで掲載してあります
が、名古屋等の他の地域の情報がより多く掲載されているハートフルガイドの
冊子もございます。
（共済会事務局窓口にて３００円で販売しております。）

詳しい使用方法は、ハートフルガイドの冊子をご覧ください！
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岡崎市民大学及び新・家康公検定の助成について
岡崎市民大学の講座受講による助成金につきまして、内容※が変更となります。また、新・家康公
検定を受験された場合の受検料の一部を助成する制度を設けましたので、お知らせいたします。
※2018年度ガイドブック記載の市民大学助成金額（1,000円）は訂正いたします。
内容は表の通りとなりますので、よろしくお願いいたします。
区 分
岡崎市民大学（※受講料の合計が１，
０００円以上の場合）
新・家康公検定の受検料

申請資格
会員のみ
会員のみ

助成金の額
５００円
１，
０００円

■申請方法／事由発生後、
「助成金申請書兼給付事由証明書」に受講（受験）
したことを証する書類及び主催者が発行した
受講（受験）者名の記載された領収書を添付のこと。

岡崎市医師会 健康教育講座のご案内
●テ ー マ／『白内障について
～岡崎市民病院でおこなっている治療について～』
●講
師／岡崎市民病院 眼科 統括部長 岩瀬 紗代子 先生
●座
長／桐渕アイクリニック 院長 桐渕 利次 先生
●日
時／平成３０年８月５日
（日）午前１０時より
参加費無料
●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

おうちでドッグのご案内
全福センターからこの度、自宅でできる人間ドック「おうちでドック」のご案内が届きまし
たので、会員の皆様へご案内いたします。共済会ホームページにお申し込み方法なども記
載してありますので、ぜひ一度ご覧頂けたらと思います。
★「おうちでドック」は数滴の血液と尿を採取し郵送することで、がんや生活習慣病のリスクチェックができる検診キットで
す。
（※疾病を特定・確定し、診断でき
るものではありません。）病院で行う
腫瘍マーカー検査、生化学検査を同
等の精度で検査する特許技術を保
有しております。
（厚生労働省初の組
合管理医療機器認証）
さらに、結果に
ついて希望者には電話による医師の
無料説明を受けることができます。

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

共済会会費２期分（７月～９月）の領収書を別に送付していますので、
ご確認ください。

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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