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勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― 恵那峡ＳＡ ― 飯田山本ＩＣ ― 信州

つけもの処伊那路（お買物） ― 山都飯田（昼食） ― 飯田ＩＣ ― 松川ＩＣ 

― 細江のりんご農園（りんご狩り・梨食べ放題） ― 松川ＩＣ ― 駒ヶ根ＩＣ ― 

信州苑光前寺店（お買物）…光前寺（自由参拝）― ビアンデさくら亭（夕食） 

― 駒ヶ根ＩＣ ― 恵那峡ＳＡ ― 岡崎ＩＣ ― 勤労文化センター

行

　程

8：45 9：00 10：15/10：30

11：15/11：45

13：25/14：25

15：00/15：50 16：00/17：00

14：40 14：55

11：50/13：00 13：05 13：15

11：00

19：4019：2518：00/18：1517：05

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。

始めによくお読みください共済会ニュース内容の申込について共済会ニュース内容の申込について

◎旅行企画・実施　 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

【重要】【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！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。

下記旅行会社へ
ＦＡＸ申込

①一口栗ようかん1個
②りんごマシュマロ
　すくい取り体験
③漬物小袋
④ミニマロンソフト

賞味
⑤ミニ栗どら焼き1個

⑥信州蜜入り
　りんご飴1個
⑦護摩団子試食
⑧じじみ汁試飲
⑨赤飯饅頭試食
⑩ドーナツ1個

うれしい10大お楽しみうれしい10大お楽しみ 旬のフルーツ
食べ放題

旬のフルーツ
食べ放題

※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。

6,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,000000000000円円円円6,000円6,000円
登録家族 6,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,500円円円円6,500円6,500円
一般同伴者 7,9807,9807,9807,9807,9807,9807,9807,9807,9807,9807,9807,9807,9807,980円円円円7,980円7,980円

会　員

●日　　程／10月7日（日）
●募集人数／40名《最小催行人数35名》
●参加料金／

秋の南信州フルコース　日帰り２食付き秋の南信州フルコース　日帰り２食付き秋の南信州フルコース　日帰り２食付き
食欲の秋！食べまくりバスツアー！　
【旅のポイント】
★松茸料理の和洋フルコース！10大食べ放題！
★うれしい10大お楽しみ
★旬のフルーツ食べ放題　 ★選べるミニ丼の軽夕食

※昼食は11時頃からとなり、食べ放題は50分間です。※食べ放題の梨はあらかじめ用意したものとなります。

※すべて旅行代金に
　含まれます。

りんご狩り食べ放題
＆

梨食べ放題

検索岡崎幸田勤労者共済会

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。

① FAX申込 ・・・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。
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。

92018

平成30年8月１日現在／事業所数744社 会員数：8,224名

No.431

※表示金額は、すべて消費税込みの金額です。

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

★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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共済会ニュース９月号

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
【重要】【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！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！

　
《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-65-5445　FAX：0564-65-5446

◎旅行企画・実施　 名鉄観光バス株式会社　

※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。

◆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。
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。

●旅行代金/お1人様（弁当付）●旅行代金/お1人様（弁当付）
6,990円6,990円666,,,990990990990990990990990990円円円990990990円円円6,990円

岡崎ルート コース番号
44315A

東岡崎駅
7：10

岡崎車庫
7：20

9月
10月

1・7・12・17・26
2・11・15・23・27

●出発日

※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。その場合帰着が約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。

●コース/各地 ～（車中食）～ 上高地（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）～ 名産品お買い物 ～ 岡崎〈19：50頃〉

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 ランチ券の斡旋

★共済会 おすすめツアー★★共済会 おすすめツアー★
旅行会社窓口で共済会会員証を提示すると３～５％割引！

割引金額からさらに共済会が1,000円の補助！
旅行会社窓口で共済会会員証を提示すると３～５％割引！

割引金額からさらに共済会が1,000円の補助！

直接申込

ＦＡＸ申込

◆利用期限／平成３１年３月３１日まで
◆斡旋枚数／５００枚　　※申込多数の場合は抽選　
◆申込資格／会員のみ　一人４枚まで
◆斡旋金額／２，３００円（一般：３，０００円）
　　　　　　ガーデンコートランチブッフェ、スターゲイトランチ エスポワールのいず

れか。
◆利用時間／午前１１時３０分からで、レストランによって終業時間、ラストオーダー時

間が違います。
◆要 予 約／利用時は必ずご予約をお願いいたします。クリスマス期間、年末年始期間

及び特別催事開催等の期間中は利用内容が変わる場合もございますの
で、ご了承ください。

●利用できるレストラン【予約・問合せ】
　ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋内下記２レストランのランチ
・スカイレストラン「スターゲイト」－３０階　☎052-683-4702
・ブッフェダイニング「ガーデンコート」（平日）－２階　☎052-683-4199
　※土日祝は別途追加料金５００円がかかります。
　※３歳以下無料。小学生1,600円、４歳～就学前1,000円

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋でランチを楽しみましょう！

●旅行代金/お1人様（昼食付）●旅行代金/お1人様（昼食付）

8,980円8,980円888888,,,980980980980980980980980980980980980980980980980980980円円円980980980980980980円円円円円円8,980円
黒色
出発

9,480円9,480円999,,,480480480480480480480480480480480480円円円480480480円円円円円円9,480円

10,480円10,480円101010101010101010101010,,,101010101010,,,,,,480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480円円円480480480480480480円円円円円円10,480円

赤色
出発
青色
出発

●旅行代金/お1人様（昼食付）●旅行代金/お1人様（昼食付）

8,880円8,880円888888,,,880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880880円円円880880880880880880円円円円円円8,880円
黒色
出発

9,380円9,380円999,,,380380380380380380380380380380380380円円円380380380円円円円円円9,380円

10,380円10,380円101010101010101010101010,,,101010101010,,,,,,380380380380380380380380380380380380380380380380380380380380380380380380380380380円円円380380380380380380円円円円円円10,380円

赤色
出発
青色
出発

西尾ルート コース番号
44196Ｂ

西尾駅
7：10

東岡崎駅
8：00

岡崎車庫
8：10

9月
10月

4・8・16・28
2・8・14・18・24

蒲郡ルート コース番号
44196Ｃ

蒲郡駅
7：10

幸田駅
7：25

東岡崎駅
8：00

岡崎車庫
8：10

9月
10月

1・13・19・23
6・12・16・28

11月 1・7・10・20・26 11月 3・16・25・29

●
出
発
日

※歩きやすい靴・服装でお出かけください。　※紅葉の状況にかかわらずツアーを催行する場合があります。

岡崎ルート コース番号
45047Ａ

東岡崎駅 7：50 岡崎車庫 8：00
9月

10月
2・6・11・15・19・24
5・8・16・18・28

11月 3・6・19・22・28
12月 5・16・21・26・29

●
出
発
日

●
出
発
日

西尾ルート コース番号
43174Ｂ

西尾駅
7：30

東岡崎駅
8：30

岡崎車庫
8：40

9月 10月2・15・24 11・26
11月 12月4・24・28 2・10

9月 10月10・22 20
11月 12月11・21 7

蒲郡ルート コース番号
43174Ｃ

蒲郡駅
7：30

幸田駅
7：45

東岡崎駅
8：30

岡崎車庫
8：40

※9月の水曜日出発は、選べるミニソフトが2種類となります。

●旅行代金/お1人様（昼食付）●旅行代金/お1人様（昼食付）

7,980円7,980円777777,,,980980980980980980980980980980980980980980980980980980円円円円円円980980980円円円円円円7,980円
黒色
出発

8,480円8,480円888,,,480480480480480480480480480480480480円円円480480480円円円円円円8,480円

9,480円9,480円999999,,,,,,480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480480円円円480480480480480480円円円円円円9,480円

赤色
出発
青色
出発

●コース/各地～掛川花鳥園（入園）～焼津（昼食）～ふじのくに茶の都
ミュージアム（見学）～  9月 可睡斎（拝観）　10～12月出発 小國神社・
小國ことまち横丁など自由 ～岡崎〈17：40頃〉～各地

●コース/各地～北野（昼食・異人館など散策）
～  9月出発 ＵＣＣコーヒー博物館（見学）　
10～12月出発 神戸ハーバーランド（散策） 
～神戸港クルーズ～岡崎〈20：00頃〉　
※クルーズ欠航時は、ハーバーランド散策となり乗船
料（弊社ツアー企画料金）を返金いたします。
※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又は神戸ハーバーランドの散
策を短縮または割愛させていただく場合があります。

イメージ

●コース/各地～いわむら城下町（散策）～恵那（昼食）～恵那川上屋（お買物）～  9・10月 とうしん美濃陶芸美術館
（見学）～ぎふ清流里山公演（散策）～岡崎〈17：20頃〉～各地　11月 香嵐渓（紅葉まつり）～岡崎〈17：40頃〉～各地

（4才以上未就学児は800円引き、お子様ランチとなります。）

※昼食は大皿料理
となります。

※料理写真は５名
様盛りです。

イメージ
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共済会ニュース ９月号

ドビュッシー没後100年記念  パスカル・ロジェ ピアノ・リサイタル
～ドビュッシー・ピアノ名曲集

日時／１１月２２日（木） １８：４５開演
会場／電気文化会館 ザ･コンサートホール
席種／全席指定　４，０００円
　　　（一般：５，０００円）
※未就学児童入場不可
★1971年にロン=ティボー国際コンクールで優勝し、一躍
脚光を浴びた、パスカル・ロジェ。以後、世界の主要なオーケスト

ラや指揮者との共演を重ねると共に、世界中のホールでソロリサイタルを行い、現在は名実ともにフランスを
代表するピアニストの一人である。フランス音楽を最も得意とし、中でも、フォーレ、ドビュッシー、ラヴェル、サ
ティなどは絶対的な評価を得、彼ならではの独自の世界を構築している。今回はドビュッシー没後100年を記
念して、オール・ドビュッシー・プログラムを披露、ロジェの紡ぐ淡く美しい音色をご堪能ください。

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。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。

会場／東海市芸術劇場大ホール ※未就学児童入場不可
［作・演出等］作：アーサー・ミラー、翻訳：徐賀世子、演出：長塚圭史
［出演］風間杜夫  片平なぎさ  山内圭哉  菅原永二  伊達暁  加藤啓  大谷亮介  村田雄浩  ほか

★長塚圭史の演出と実力派俳優により、家族の絆・普遍的な人間の姿を紡ぎ出す！本作品は、
ニューヨーク劇評家賞・ピューリッツァ賞を受賞し、アメリカ現代演劇の旗手と呼ばれるアー
サー・ミラーの地位を確立した代表作です。このたび、長塚圭史による演出のもと、「スチュワー
デス物語」以来35年ぶりの共演となる風間杜夫・片平なぎさ（夫婦役！）をはじめ、個性豊かな実
力派キャストが集結します。第二次世界大戦後に顕著になったアメリカ社会の影の部分を鋭く
えぐった本作を、現代の日本や家族にも通じる競争社会の問題・親子の断絶・家庭の崩壊・若者
の挫折感など、長塚の演出により、いまを生きる観客に問います！

木嶋真優&上原彩子 デュオ・リサイタル
日時／１２月５日（水） １８：４５開演
会場／電気文化会館
　　　ザ･コンサートホール
席種／全席指定　４，０００円
　　　（一般：５，０００円）
※未就学児童入場不可

［出演］ヴァイオリン：木嶋真優
　ピアノ：上原彩子
★１０代からその才能が注目され、最近では

２０１６年第１回上海アイザック・スターン国際ヴァイオリンコンクールで優勝した木嶋真
優と、チャイコフスキー国際ピアノコンクール優勝後もさらなる活躍をしている上原彩
子。実力派二人にしかできない、贅沢なデュオ・リサイタルが実現！

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　 ≪チケットぴあ≫　

≪岡崎パブリックサービス≫　

ＦＡＸ申込

セールスマンの死 ＦＡＸ申込
席　種日　時

全席指定
全席指定11月29日（木） 19：00

11月30日（金） 13：00

料　金

7,000円（一般：9,000円）
7,500円（一般：9,000円）

≪チケットぴあ≫　

岡崎ジャズストリート２０１８ 窓口販売

日時／１１月３日（土）　１３：００開演
　　　１１月４日（日）　１１：００開演
会場／岡崎城二の丸能楽堂、Libraホール等
席種／前売り　単日券３，２００円
　　　　　　　（一般：４，０００円）
　　　　　　　両日券６，０００円
　　　　　　　（一般：７，０００円）
★１３回を重ねる岡崎ジャズストリート。
今年もトップレベルプレイヤーたちが一
堂に集結、ここでしか観られない夢の競
演も。街にあふれるサウンド・シャワーを
楽しもう！

販売期間：10月31日（水）まで

≪ＮＰＯ法人岡崎ジャズストリート≫　

藤原　さくら ＦＡＸ申込

KING CRIMSON　JAPAN TOUR 2018 
日時／１２月２１日（金）　１９：００開演
会場／センチュリーホール
席種／Ｓ指定席　１４，０００円
　　　（一般：１６，０００円）
※未就学児童入場不可　※カメラ・ビデオテー
プレコーダー・カメラ付き携帯電話等による出演者
アーティストの撮影、録音は禁止致します。　※会
場内・外で発生した事故・盗難について主催者・
会場・アーティストは一切責任を負いません。

★キング・クリムゾン結成50周年、全音楽ファン必見のジャパン・ツアー決定！1969年、ファーストアルバム『ク
リムゾン・キングの宮殿』でビートルズの『アビー・ロード』をアルバム・チャートのトップから蹴落とすという衝撃的
なデビューを飾った。2015年に行われた日本ツアーはその年のベストライブとの呼び声も高く、多くのファン、
メディアから喝采を浴びた。そして2018年、結成50年を記念し、東京7公演を含む全15公演の日本ツアーが
決定！キャリアを総括する全音楽ファン必見のステージになることは間違いない。

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

イーヴォ･ポゴレリッチ　ピアノ･リサイタル
日時／１２月６日（木）　１８：４５開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／Ｓ席 １1,600円（一般：14，０００円）
　　　A席　8，9００円（一般：１1，０００円）
　　　B席　8，1００円（一般：  9，０００円）
※未就学児童入場不可。

［プログラム］モーツァルト：アダージョ ロ短調 K.540、リスト： ピア
ノ・ソナタ ロ短調、シューマン：交響的練習曲 op.13（遺作変奏付き）
★“天才ピアニスト”、過激と円熟の境地。「だって彼は天才よ！」
1980年のショパン国際コンクールで、ポゴレリッチが本選を前に落

選となったことに抗議して帰国してしまった当時の審査員マルタ・アルゲリッチのこの有名な言葉をいまも
覚えておられる方は多いだろう。個性的でユニークな音楽性で知られるピアニスト。キャリアを重ね、年々
凄みを増した演奏は高く評価されている。2018年は彼の60歳記念ツアーとなる。

パーヴォ･ヤルヴィ 指揮　ドイツ･カンマーフィルハーモニー管弦楽団
ヴァイオリン：ヒラリー･ハーン ＦＡＸ申込

日時／１２月１３日（木）　１８：４５開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／Ｓ席 １７，０００円（一般：２０，０００円）
　　　A席 １４，3００円（一般：１７，０００円）
　　　B席　９，8００円（一般：１２，０００円）
※未就学児童入場不可。

［プログラム］モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲、
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第5番「トルコ風」、
シューベルト：交響曲 第8番 ハ長調 D.944「ザ･グレイト」

★人気のヤルヴィとヒラリー・ハーンの妙技。日本で抜群の人気と知名度を誇る世界一流の指揮
者、パーヴォ･ヤルヴィがニュアンスに富んだデリケートな表現でドイツ・カンマ―フィルを鳴らす。
ヴァイオリンは圧倒的な演奏技術、豊かなレパートリー、幅広い解釈を誇る世界のトップ・ヴァイオ
リニスト、ヒラリー・ハーン。非常に価値の高い組み合わせで聴ける公演。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／１０月５日（金）
　　　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／全指定席　４，４００円
　　　（一般：４，８６０円）
※３歳以上有料/２歳以下入場不可
★Sakura Fujiwara Tour 2018
　yellow

≪チケットぴあ≫　

申込締切：9月7日（金）

ＳＣＡＮＤＡＬ 
日時／１１月２日（金）
　　　１９：００開演
会場／Ｚｅｐｐ　Ｎａｇｏｙａ
席種／1Ｆ　スタンディング
　　　４，４００円
　　　（一般：４，８６０円）
※４歳以上有料
※入場時ドリンク代 500円別途必
要/整理番号有り

★SCANDAL TOUR 2018 "感謝祭"

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

ヒマナシスターズ
日時／１２月８日（土）
　　　１３：００開演
会場／岡崎市民会館あおいホール
席種／指定席　５００円
　　　（一般：８００円）　
★司会者の軽妙な語りと、リクエ
ストに即座に応える演奏と会場が
一体となって、歌う『来場者の皆
さんが主役』といった形が定着
し、幅広い年齢層から支持されて
いる。

ＦＡＸ申込

©武藤 章

©TANKA. ©三浦興一

©Malcolm Crowthers

©Julia Baier
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細坪　基佳
日時／１１月２３日（金・祝）
　　　１５：００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
★細坪基佳LIVE2018～
Old Time Good Time～

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

DRUM TAO
日時・会場／
　１２月１日（土）　１７：００開演
　長良川国際会議場
　１２月２日（日）　１７：００開演
　アイプラザ豊橋 講堂
　１２月４日（火）　１８：３０開演
　日本特殊陶業市民会館　フォレストホール

席種／岐阜・豊橋公演：ＳＳ席 ６，１００円（一般：６，８００円）
　　　名古屋公演：ＳＳ席 ６，８００（一般：７，５００円）
※５歳以下入場不可
★DRUM TAO 2018 「RHYTHM of TRIBE～時空
旅行記～FINAL」

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

MONKEY MAJIK
日時／１２月７日（金）
　　　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／全指定席　６，１００円
　　　（一般：６，８００円）
※３歳以上有料/２歳以下のお子様は保護
者の膝上鑑賞可
★MONKEY MAJIK Tour 

2018 ～Singles Collection～

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

稲川　淳二
日時／12月９日（日） １７：００開演
会場／NAGOYA ReNY limited
席種／全自由席　４，５００円
　　　（一般：５，０００円）
※未就学児入場不可
※公演当日、何らかの怪奇現象が引き起こし
た不慮の事故に関して、主催者側は一切責任
を負いませんので予めご了承ください。霊に
とりつかれやすいお客様や、心臓の強くない
方のご入場はご遠慮ください。
★MYSTERY NIGHT TOUR 2018  稲
川淳二の怪談ナイト 　番外編　　～真冬の
ライブハウスツアー～

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

ORANGE RANGE
日時／１０月２７日（土） １８：００開演
会場／豊田市民文化会館大ホール
席種／全指定席　５，０００円
　　　（一般：５，８００円）　
※未就学児童の入場は同行の保護者の方の
座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にな
らないようにご覧いただくことが前提　　※
小学生以上はチケットが必要　※１０枚まで
★LIVE TOUR 018-019　
ELEVEN PIECE。沖縄出身ロッ
クバンドＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥが
豊田に初登場。

ＦＡＸ申込

≪豊田市文化振興財団≫　

布袋　寅泰
日時／１１月３０日（金）
　　　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　７，２００円
　　　（一般：８，０００円）　
※３歳以上有料/２歳以下入場不可/お子様の
会場における安全責任は、同行保護者に負っ
て頂きます。
★布袋寅泰 HOTEI Live In 
JAPAN 2018

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

阿部　真央
日時／１２月１日（土）
　　　１８：００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　５，４００円
　　　（一般：６，０００円）
※３歳以上有料
★阿部真央 らいぶNo.8 ～
Road to 10th Anniversary～

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

ＦＡＸ申込Perfume 

≪サンデーフォーク≫　

日時／１１月１９日（月）
　　　１９：００開演
　　　１１月２０日（火）
　　　１９：００開演　
会場／日本ガイシホール
席種／全指定席　７，３００円
　　　（一般：８，１００円）
※４歳以上有料/３歳以下入場不可
★Perfume 7th Tour 2018

「FUTURE POP」

4

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
と交換できるギフト券です。
■券　　種／５００円券
　　　　（有効期限：２０２２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/

花とみどりのギフト券の斡旋花とみどりのギフト券の斡旋

申込締切：9月7日（金） 申込締切：9月7日（金）

申込締切：9月13日（木）
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●内容と斡旋価格（税・送料込）／
　①マイレットmini10（10回分）×３箱セット　４，７００円（一般：５，８２０円）
　　＜荷姿＞１セット＝10回分×３箱(1人約３日分)　
　　●内容／抗菌性凝固剤30袋、排便袋30袋、ポケットティッシュ6個、持ち運び袋30袋
　②マイレットS-100(マイレット100回分です)　１１，５００円（一般：１６，２００円）
　　＜荷姿＞Ｂ５版サイズ／１箱＝100回分
　　●内容／抗菌性凝固剤100袋、排便袋100袋、大型外袋10袋、
　　　　　　使用方法ポスター１枚
　③プラダントイレ　３，６００円（一般：4,480円）
　　・ポリプロピレン樹脂製なので水や湿気に強い繰り返し利用可能　　
　　・大人が載っても安心（耐加重600kg以上）
　　　[サイズ]W290×D310×H410mm（組立時）
　④プラダントイレセット　８，２００円（一般：１０，3００円）
　　「プラダントイレ」と「マイレットmini10」３箱セット
※「マイレット」について
　（特長） ａ．汚物を素早く固めて匂いも閉じ込める。
 ｂ．安全で安心な優れた抗菌性凝固剤を使用。皮膚刺激性試験、経口毒性試

験済（10年間保存可能）、感染症の原因となるアンモニア産生菌、大腸菌、
サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌等の菌に対して初期抗菌性があり抗菌効果
が長期間持続します。

 ｃ．処理後は、袋ごと可燃ゴミとして処分。

●内容と斡旋価格／
　⑤２枚入×３袋　６００円（一般：８００円）
《特徴》①水やタオルを使わない、頭髪の汚れを拭き取る手袋型のシャンプーシートです。
　　　　②『入浴できない』『シャンプーができない』ストレスを軽減し、災害時の生活度UP！
　　　　③水を使わない・泡が出ないので、場所を問わず簡単にご使用いただけます。 
　　　　④手袋型のため、細かな部分まで力を入れしっかり拭き取ることができます。
　　　　⑤使用後は頭皮や髪がベタベタせず、髪が根元からふっくら立ち上がります。
　　　　⑥長期保存ＯＫ（5年保存)

■非常用トイレ

■水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋

全福ネット防災シリーズの斡旋全福ネット防災シリーズの斡旋 ＦＡＸ申込

いざという時のために備えておく防災品はいかがでしょうか。

●申込資格／会員のみ　　①～④は１人各１セットまで、⑤は１人３セットまで
●注　　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。

岡崎ぎゅーっと肉味噌の斡旋岡崎ぎゅーっと肉味噌の斡旋 ＦＡＸ申込

岡崎の美味しさがつまった人気商品！
①岡崎ぎゅーっと肉味噌　
　岡崎商業高校生が１年をかけて企画、製品化した商品です。岡崎市の特産品である八丁味噌と岡崎

おうはんの鶏肉を原料使用しており、岡崎の美味しさをぎゅーっと凝縮した濃厚な肉味噌。
②岡崎ぎゅーっと肉味噌　ピリ辛唐辛子味
　レギュラーの味からニンニクを抜いて唐辛子を加えた辛いもの好きな人にはたまらない逸品です。
③岡崎ぎゅーっと肉味噌　はちみつマイルド味
　はちみつを加えることにより味がマイルドになり子供も食べられる仕様になりました。
■斡旋価格／各３００円（一般価格：５９４円）　※価格には共済会の補助が含まれています。
■申込資格／会員のみ　１人各２個まで　※各３００個限定　※申し込み多数の場合は抽選

【商品内容】１３０ｇ／消費期限１８０日 ≪（株）スマイル－リンク≫　

ポール・マッカートニー　フレッシュン・アップ・ジャパン・ツアー2018
日時／１１月８日（木）　１８：３０開演　　　　会場／ナゴヤドーム
席種／S席　１７，５００円（一般：１８，５００円）　※未就学児童入場不可

★史上最高のロック･レジェンド、ポール・マッカートニー。「アウト・ゼアー」「ワン・オン・ワン」
に続く全世界待望の最新ワールド・ツアーが最速日本上陸！ついに初の名古屋公演が決定し
ました！
※開場・開演時間は予定のため変更の可能性があります。ご了承ください。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　 ©MPL CommunicationsMJ Kim

①

②

③

④

⑤

①

② ③
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豊田スタジアム
【 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【 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

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

ＦＡＸ申込

16：0010月7日（日） ｖｓ ＦＣ東京
14：0011月3日（土・祝） ｖｓ ヴィッセル神戸

試合日 対戦カードキックオフ

パロマ瑞穂スタジアム

15：0012月1日（土） ｖｓ 湘南ベルマーレ
試合日 対戦カードキックオフ

■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）

座席

指定席

自由席

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

大　人 3,100円 2,500円
小中高 1,200円 900円
大　人 2,300円 1,900円
小中高 700円 500円
大　人 2,300円 1,900円
小中高

B
自由席
ホーム
自由席
アウェイ
自由席 700円 500円

座席図

ＦＡＸ申込高級筆柿の斡旋！高級筆柿の斡旋！ 10月中旬頃配布予定

イメージ

●幸田の筆柿について
　筆柿は全国でも幸田町でしか栽培されていない大変珍しい柿で、この地方では徳川時代から栽培されて
おり、とても古い歴史があります。また、不完全甘柿とも呼ばれ、甘柿と渋柿が１本の木に両方実り、出荷の際
には、甘柿と渋柿を選別します。とても濃厚な甘さが特徴の柿です。
●筆柿の栄養・効能
・ビタミンB1、B2、カロチンなどの栄養素やミネラル、酵素、
　植物繊維がたっぷりと含まれています。
・ビタミンＣとタンニンが血液中のアルコールを外へ排出します。
・カリウムには利尿効果があります。
●内　　容／高級筆柿２３玉入り（化粧箱入り）　
※写真は２５玉入りですが２３玉入りが基本となります。筆柿の大きさによって変わる可能性が
　ございますのでご了承ください。
●斡旋価格／１，８００円（一般価格：２，８００円）
●申込資格／会員のみ　１人２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）

全国の生産量の95%を占める幸田町特産の筆柿！その中でも高級筆柿を
ご案内いたします。

図書カードＮＥＸＴの斡旋！図書カードＮＥＸＴの斡旋！
　全国の図書カードＮＥＸＴ取り扱い書店で利用できる図書カード
ＮＥＸＴ。この機会に、ぜひ利用ください。
●券　　種／１，０００円券を５枚１組　　
●斡旋価格／４，４００円　　　●斡旋組数／５００組
●申込資格／会員のみ　１人２組まで
　※有効期限／約１０年　※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。

※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　
※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。

ＦＡＸ申込

※ヴィッセル神戸戦はホーム自由席大人のみ１０枚限定の取扱となり
ます。申込多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。
※ヴィッセル神戸戦はホーム自由席大人のみ１０枚限定の取扱となり
ます。申込多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。
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東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート　

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート　
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公益財団法人
岡崎幸田勤労者共済会

敬老の日記念　入浴施設入湯券の斡旋

入浴施設 券種（1冊） 一般価格 敬老の日特別斡旋価格

葵湯 10枚綴り回数券 6,000円 4,000円
楽の湯 10枚綴り回数券 6,800円 5,000円

　共済会では「敬老の日」のお祝いとして、好評の入浴施設入湯券（葵湯、楽の湯）を、
お値打ちに斡旋（対象者限定）します。この機会を是非ご利用ください！
●購入資格／平成30年9月1日現在で、満71歳以上の会員ご本人のみ
●申込方法／ＦＡＸ申込 
●斡旋冊数／1人合計2冊まで

満71歳以
上の会員ご
本人のみ

敬老記念品贈呈のお知らせ敬老記念品贈呈のお知らせ

●対 象 者／平成30年９月１日現在で、満７１歳になられた会員ご本人の方
●贈呈時期／９月上旬より順次、各事業所にお届けします

　共済会では、毎年「敬老の日」のお祝いとして敬老記念品を贈呈しています。

FAX申込

こちらからお切り離しくださいこちらからお切り離しください✂✂
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共済会事務局
（勤労文化センター内）

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。

お電話をください。

御返送

1

1

248
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共済会ニュース９月号

■利用方法／共済会会員証の提示
■利用範囲／会員と登録家族
■施設情報／蒲郡市鹿島町浅井新田１番３６（クラスポ蒲郡内）
　　　　　　国道２４７号線沿い　競艇場より南へ約５分
　　　　　　年中無休　10：００～２３：００　

★岡崎市役所西館１Fの情報コーナー
共済会ニュースを毎月常設していただいています。どうぞご利用ください。

★保養所をご利用された方へ助成のお知らせ
　家族旅行・職場旅行などで共済会指定保養所やハイツ＆いこいの村などをご利用された会員へ、
年度内１回２，０００円の助成金を支給しています。詳しい申請方法はガイドブックをご覧ください。

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！

検索岡崎幸田勤労者共済会

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
天然温泉　湯の花　あじさい　契約内容変更のお知らせ お知らせ
　「天然温泉　湯の花　あじさい」は９月２日をもって閉店となります。
その後、大幅なリニューアル工事を実施し、スーパー銭湯単体の施設

「がまの湯」が９月１５日（土）に、スポーツクラブJOYFITが１２月１日
（火）にオープン予定となります。
 「湯の花　あじさい」から「がまの湯」へ名称変更となり、内容は別表
の通りとなりますので、ぜひ引き続き温泉施設をご利用ください。

区　分 入泉料

中学生以上
６５０円

入泉料
600円
700円

平日
80０円土日

※他割引サービスとの併用不可
※４歳～小学生まで：平日３００円、土日４００円

愛知労福協岡崎・額田支部 「第41回働く者の作品展」 作品募集！
ＦＡＸ申込■募集作品／写真・絵画・書道・その他（木彫り、陶芸など）

■作品装丁／作品はすべて額装、軸装、パネル等の装丁とする。装丁のない作品は受付できません。
■応募資格／会員のみ
■応募期限／２０１8年１０月２０日（土）　　※作品は２７日（土）まで受付
■会　　期／２０１8年１１月１4日（水）～１１月１8日（日）
■展示会場／岡崎市美術館　第１展示室（明大寺町字茶園１１番地３　☎：５１－４２８０）
■表 彰 等／金賞・銀賞・銅賞・佳作・特別賞と、出展者全員に参加賞を贈呈します。
■そ の 他／「写真」「絵画」の部で佳作以上の入賞作品は、岡崎市勤労文化センターに

て一年間展示をさせて頂いています。ご協力をお願いします。なお、必ずし
も強制するものではありませんので、ご都合の悪い場合は事前にお申し出
ください。

画像は「湯の花　あじさい」のものです。


