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平成30年12月１日現在／
事業所数751社 会員数：8,228名

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

※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。
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謹んで新春の
お慶びを申し上げます

隆
副理事長

勤労者共済会の会員の皆様には、お健やかに新
しい年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げま
す。また、旧年中の本会の運営に対しましてご支
援ご鞭撻を賜り感謝申し上げます。
当共済会は、岡崎市と幸田町の企業に従事され
る勤労者の皆様のための総合的な福祉事業を行う
ことにより、企業勤労者の皆様の福祉の向上を図
るとともに、企業の振興及び地域社会の活性化に
寄与することを目的に昭和五十六年に発足して以
来、両地域の企業の皆様のご協力をいただきまし
て 、 事 業 所 数 は 昨 年 十 二 月 時 点 で は４ 倍 を 超 え る
７５ １ 事業所、また、会員数も５ 倍に迫る８ ，２
２８ 名 と な っ て お り ま す 。 こ れ も ひ と え に 企 業 の
皆様のご理解の賜物と厚く御礼申し上げます。
本共済会を取り巻く情勢もいろいろ変化してい
く中ではございますが、今後もこの地域の勤労者
の皆様の福利厚生のより一層の向上と企業の皆様
の更なるご発展、及び地域の活性化に寄与できま
すよう新年にあたり気持ちを新たに、また、変化
にも対応できますよう職員一丸となりより良い事
業に取り組んでまいりたいと考えておりますの
で、引き続きご理解ご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

最後に、今年一年が企業の皆様、そして会員と
ご家族の皆様にとりまして更なる飛躍の年であり
ますことをご祈念申し上げ、新年
のご挨拶とさせていただきます。
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★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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あけまして
おめでとうございます

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。

潤
靖夫

職員一同

検索

1月号 共済会ニュース

宝塚大劇場 月組公演観劇バスツアー

下記旅行会社へＦＡＸ申込

光ヶ丘女子高出身！珠城りょう出演の月組公演を見に宝塚大劇場へ！
グランステージ『夢現無双

-吉川英治原作「宮本武蔵」より-』 脚本・演出／齋藤 吉正

吉川英治のベストセラー小説をもとに、二刀流
“二天一流”
の開祖であり、天下無双を誇る剣豪・宮本武蔵の生き様を、彼を慕い続けるお通との恋を交
えて劇的に描き上げる。
関ヶ原の戦に勝利した徳川家による治世が始まった頃̶̶。並はずれた度胸を持つ作州宮本村の郷士・新免武蔵（しんめんたけぞう）
は、立ちはだかる
敵を打ち倒す暴れ者となっていた。
しかし、旅の僧侶・沢庵の教えを受け己の浅はかな行為を悔い改めた武蔵は、名を宮本武蔵（みやもとむさし）
と改め、
剣の道を極める為、心身を研磨する旅に出る。苦難に満ちた剣術修行の中で、様々な人々と出会い、悩み苦しみながら成長していく武蔵だが、幼馴染み
のお通との恋は、互いに想い合いながらもすれ違いを重ねていく…。一方、同じ頃、その名を世に広く轟かせる天才剣士が民衆の話題をさらっていた。彼
の名は佐々木小次郎。浅からぬ因縁で結ばれた武蔵と小次郎。やがて訪れる宿命の対決の行方は…。
なおこの公演は、珠城りょうと美園さくらの新トップコンビの大劇場お披露目公演となります。

●主な配役

宮本武蔵 ／ 珠城 りょう

お通 ／ 美園 さくら

佐々木小次郎 ／ 美弥 るりか

レビュー・エキゾチカ『クルンテープ 天使の都』 作・演出／藤井 大介

神秘的でオリエンタルな雰囲気に包まれた国、
タイ。その首都はタイの人々から
「クルンテープ
（天使の都）」
と呼ばれている。青い海と色鮮やかな花々に抱かれた、南の楽園を舞台に、珠城りょうを中心とした月組の新
たな魅力を引き出すエキゾチックなレビューをお届け致します。
※上演時間は、幕間休憩（30分）
を含めて約3時間です。
※宝塚歌劇では、出演者一同お花のお届け物を辞退させていただいております。

●日
程／4月7日
（日） ●募集人数／45名《最小催行人数35名》
●行
程／７：００勤文発 － 適宜休憩 － 宝塚大劇場（昼食：観劇）－ 適宜休憩 － １８：１５頃勤文着
●参加料金／

会

員

11,500
11,500円

登録家族
一般同伴者

旅のポイント

12,700 円円
15,200 円円

●昼食はお弁当付
（1,620円）

※申込多数の場合は抽選。 ※旅行保険代込の金額です。 ※一般の方のみでの参加はでき
ません。 ※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。 ※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。 ※チケットのお渡しは当日となります。

◎旅行企画・実施

日本中央交通株式会社

愛知県知事登録旅行業 第２－９１７号
〒４４４－０２０２ 愛知県岡崎市宮地町柳畑１８番地

●開演時間／１１：００
●チケットはS席（8,300円）を
ご用意します。

Ⓒ宝塚歌劇団

【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。

《お申込・お問い合わせ》
TEL：0564-54-0001 FAX：0564-53-2129

まるや八丁味噌『味噌煮込みうどん』の斡旋！

ＦＡＸ申込

創業延元二年（一三三七年）まるや八丁味噌の『みそ煮込みうどん』はいかがでしょう
か。味噌と生麺との相性が良いみそ煮込みうどんは、郷土料理のひとつで、その味が皆様
にご好評頂いております。
●商 品 名／味噌煮込みうどん６食入
●賞味期限／製造日より常温６０日
●斡旋価格／１，
5００円（一般価格：３，
２４０円（税込））
※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２セットまで
★クックパッドでレシピ公開中！HPよりご覧下さい！
WWW.8miso.co.jp
≪
（株）
まるや八丁味噌≫

全国農業協同組合連合会

農協全国商品券

ＦＡＸ申込

農協のAコープ店舗、JAギフト加盟店や幸田憩いの農園などで使える
農協の商品券です。園芸や家庭菜園などチャレンジしてみてはいかがで
しょうか。
■券
種／５００円券１０枚１組
■斡旋価格／４，
５００円
■申込資格／会員のみ １人２組まで
■斡旋枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）
■そ の 他／有効期限はありません。購入金額が額面に満たない場合、
お釣りがでません。
使用できる場所の詳細は全農ホームページでご確認ください。
■ホームページ／http://www.zennoh.or.jp/bu/seikatu/gift/index.htm
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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 ""をご確認ください。
をご確認ください。
名古屋国際音楽祭 ジョナサン・ノット指揮
ＦＡＸ申込
スイス・ロマンド管弦楽団

松田聖子 Seiko Matsuda
ＦＡＸ申込
“SEIKO JAZZ 2”Concert Tour 2019

日時／３月１７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 １０，
０００円
（一般：１１，
０００円）

日時／４月１２日
（金） １８：４５開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
０００円（一般：１５，
０００円）※未就学児童
席種／Ｓ席 １３，
Ａ席 １１，
０００円（一般：１３，
０００円） 入場不可
［プログラム演奏］メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64、
マーラー：交響曲 第6番 イ短調「悲劇的」

※未就学児童入場不可

★注目のノット率いる伝統のスイス・ロマンドが贈る、マーラー「悲劇的」。
2014年に首席客演指揮者の山田和樹と来日、音楽祭でも色彩感溢れるロマン
ド・サウンドを披露し、満員の観客を魅了したスイス・ロマンド。今回は、2016年に音楽監督に就任した、ジョナサ
ン・ノット。世界一流のオケと客演を重ね、長年、ドイツ・バンベルク響の名指揮者として活躍、最近では、音楽監督
を務める東京交響楽団と次々に旋風を巻き起こしている。そんなノットが、スイス・ロマンドとどんな旋風を巻き
起こすか、また、大垣出身の注目のヴァイオリニスト、辻彩奈が音楽祭に初登場するのも楽しみである。

★SEIKO JAZZがツアーとなって帰って
きます！長年に渡る構想の末、本格始動した
「SEIKO JAZZ」。
スタンダードからボサノヴァまでアーバンな
名曲満載のコンサートにご期待ください！

©K.Miura

※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。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。 ≪チケットぴあ≫

≪チケットぴあ≫

名古屋国際音楽祭 パーヴォ・ヤルヴィ指揮
エストニア・フェスティバル管弦楽団 ＦＡＸ申込

ブルーマングループ WORLD TOUR IN JAPAN

公演日
６月５日（水）
６月6日（木）
６月８日（土）
６月９日（日）

日時／４月２７日
（土） １７：００開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／Ａ席 １３，
０００円（一般：１５，
０００円）
※未就学児童入場不可

［プログラム］ペルト：ベンジャミン・ブリテンへの哀悼歌、ショスタコー
ヴィチ：室内交響曲 op.110b、プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲 第
1番 ニ長調 op.19、チャイコフスキー：交響曲 第5番 ホ短調 op.64

★新時代の巨匠、P．ヤルヴィが創設したオーケストラ、待望の初来日。五
嶋みどりが、２６年ぶりに音楽祭に登場！日本での人気も高い、現代最高の指揮者、P.ヤルヴィが、最も信頼を置く世界トップオー
ケストラの主要メンバーや、母国エストニアの若き精鋭たちを集め創設したオーケストラ。2018年のエストニア建国100周年
を機に、本格的に国外ツアーを開始。1月にはウィーンやベルリンでヨーロッパ公演を行い、世界的に高い評価を得た。そしてい
よいよ日本へ。初来日にふさわしく、ソリストには世界的ヴァイオリニスト、五嶋みどりを迎える。

©Kaupo Kikkas

©Greenﬁeld-Sanders

※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。 ≪チケットぴあ≫

２０１９年春巡業 大相撲西尾場所

公演時間 Ｓ席料金（一般：９，
５００円）Ａ席料金（一般：８，
５００円）
１９：００

８，
１００円

１７：００
１６：００

８，
６００円

※方角の指定は出来かねます。ご了承ください。

◆横綱セット(相撲土産3種、横綱弁当、お茶、パンフレット) ５，
５００円
５００円
◆大関セット(相撲土産2種、大関弁当、お茶、パンフレット) ３，
◆お弁当セット(特製お弁当、お茶、パンフレット) ２，
０００円

★Makihara Noriyuki Concert
Tour 2019“Design & Reason”

★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です！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。 ≪チケットぴあ≫
申込締切：1月11日
（金）

WEAVER

ＦＡＸ申込

日時／３月１７日
（日）
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，
２００円
（一般：８，
０００円）

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／３月２３日
（土）
１８：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／スタンディング
３，
９００円
（一般：４，
３００円）

※４歳以上有料/３歳以下膝上観賞可

※３歳以上有料

★DEAN FUJIOKA 1st Asia
Tour 2019“Born To Make
History”

GLIM SPANKY

ＦＡＸ申込

※３歳以上有料

※予約販売のみとなり、当日会場での販売はありません。 ※お弁当・お土産セット券のみでの
入場はできません。別途座席券をお買い求めください。 ※当日、会場引換場にて10時～15時に引換えします。お引換
えなき場合、無効となります。 ※１階席での膝上観戦はできません。２階席は４歳未満無料。但し、席が必要な場合は有
料。 ※１階席は土足厳禁。スリッパ等をご持参ください。 ※２階席の券では1階アリーナにはご入場いただけません。

FUJIOKA

敬之

日時／３月 ９ 日（土）１８：３０開演
３月１０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，
０００円
（一般：７，
８００円）

日時／４月７日（日）８：００開場 １５：００打出し
（終了）
会場／西尾市総合体育館
席種／イスＳ席（1階）８，
１００円（一般：９，
０００円）
イスＢ席（2階）３，
６００円（一般：４，
０００円）

DEAN

７，
２００円

日時／愛知県芸術劇場大ホール ※未就学児童入場不可
★青いヤツらが帰ってくる！世界3,500万人が熱狂！バージョンアップした世界最新ブルーマン
が日本初上陸！名古屋初演！あのブルーマンが進化して、待望の再来！東京では異例の超ロングラ
ンヒットを記録、80万人以上が衝撃を受けたブルーマン！今なお進化を続けるブルーマンは
2016年からワールドツアーをスタート。18ヵ国38都市を巡る公演では、世界3,500万人が熱
狂！年齢、性別、国や文化の境界を超え、あらゆる人々を魅了し続けている。その最新版公演「ブ
ルーマングループ ワールドツアー」が日本初上陸！あの音楽、アート、コメディが融合した唯一無二
のステージがバージョンアップし、さらなる領域へ。 ≪チケットぴあ、中京テレビ事業≫

槇原

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

★WEAVER 14th TOUR
2019 『I’
m Calling You～流星前夜～』

≪サンデーフォーク≫

吉川

ＦＡＸ申込

日時／５月１１日（土）
１８：００開演
５月１２日（日）
１８：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／スタンディング
３，
９００円
（一般：４，
３２０円）

晃司

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／８月１０日
（土）
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，
３００円
（一般：８，
１００円）
※３歳以上有料

★KIKKAWA KOJI 35th Anniversary LIVE TOUR

※入場時ドリンク代 500円別途必要/整理番号有り ※高校生以上有料
/中学生以下保護者同伴に限り無料

★LOOKING FOR THE MAGIC Tour 2019

≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫
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1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。

BEGIN

ＦＡＸ申込

日時／２月１６日
（土） １７：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
席種／全指定席 一般（高校生以上） ５，
９００円（一般：６，
５００円））

※未就学児童は、保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料(座席が必要な場合は有料） ※現在発売中の公演です。

★「第23回 BEGINコンサートツアー2019」

≪サンデーフォーク≫

第7回こどものためのコンサート

ＦＡＸ申込

日時／３月２３日
（土） １１：００開演／１４：３０開演
会場／岡崎市甲山会館
席種／全席指定 大人 ５００円（一般：８００円） ３歳～小学生 ３００円（一般：５００円）
★第１部：ふしぎなどうぶつえん～動物の謝肉祭より～、第２部：音でかんじてあそんでこころもえが
お。・春～ヴィヴァルディ
『四季』
より～。・となりのトトロ 他。
０才から入れます。休憩含め６０分６
０分程度のコンサートです。
「みんなでいっしょに」のコーナーもあるよ！
！
≪岡崎パブリックサービス≫

劇団あおきりみかん

結成20周年記念公演『ワード・ロープ』

日時／３月１６日
（土） １３時３０分開演
会場／豊田市民文化会館 小ホール
席種／自由 一般 ２，
２００円（一般：２，
８００円）
学生 １，
０００円（一般：１，
２００円）
★豊田市文化会館自主事業。

ＦＡＸ申込

≪豊田市民文化会館≫

蒲郡クラシックホテル

まるごとギュッと ＦＡＸ申込
タイランドフェス2019
■日時／２月２２日
（金）、
２３日
（土）
Aタイム １７：３０受付
Bタイム １９：３０受付
■会場／蒲郡クラシックホテル
■席種／全席指定 ４，
０００円
（一般前売券：５，
０００円、
一般当日券：６，
０００円）

※入替え制
※フリードリンク＆ミニオードブル付
※閣僚理の模擬店をご用意しております。
当日、お食事チケット
（５００円券×２枚綴り）
をお求めください。

★本格タイ料理、ムエタイショー、バラエティーショー
など盛りだくさん！

≪蒲郡クラシックホテル≫

Disco Party

窓口販売

■日時／１月２５日
（金） 17：30～21：30
１月２６日
（土） 16：30～20：30
■会場／蒲郡クラシックホテル
バンケットホール２F クラブクラシック
■席種／【ドリンク・フードチケット３枚付】
４，
９００円（一般６，
０００円）

※現地で共済会のチケットとドリンク・フードチケット３枚をお引
換ください。 ※現地ドリンク・フードチケット１枚５００円 ※蒲
郡駅南口からの送迎バスがございます。２５日（金）／17：00、
17：15、17：30。
２６日（土）／16：00、16：15、16：30。 ※生ビール・ハイボール １チ
ケット。フライドチキン、フライドポテトなどフィンガーフードをお楽しみいただけます。

★DJ MURAKAMIGO／人並みはずれた粋の圧巻DJプレイは、垣根うんぬんんを超えたすべ
てのパーティーミュージックを巧みに操る。どんなフロアをも確実にカンプなきまでに完全にロッ
クしてしまう彼についた異名は誰もが頷くフロアの神。名古屋からスタートしたDJキャリア。現在
では地元は勿論、東京、大阪、京都、福岡でレギュラーパーティーを掲げるように。その他全国各
地年間２００本以上にも渡る超多忙な現場スケジュールをこなす。 ≪蒲郡クラシックホテル≫

改組 新 第５回日展東海展
■会

■会

窓口販売

期／１月３０日
（水）
～２月１７日
（日）
１０：００～１８：００
（入場は閉館３０分前まで）
※毎週金曜日は２０：００まで。最終日は１６：００閉館。
※休館日＝２月４日
（月）、
２月１２日
（火）

場／愛知県美術館ギャラリー
（名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター8階）
■斡旋価格／前売一般
６００円（一般：８００円（当日１，
０００円））
前売高大生 ３００円（一般：５００円（当日 ７００円））
※中学生以下無料

★改組 新 第5回日展本展（2018年11月、国立新美術館で開催）の出品作品（日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書の5部
門）
から指定された全国巡回作品と東海三県からの出品作品をあわせた約600点を展示する総合美術展

特別展「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」
●会

窓口販売

期／２月２３日
（土）
～４月７日
（日） ９：３０～１７：００
（入場は閉館３０分前まで）

※毎週金曜日は２０：００まで。最終日は１６：００閉館。※休館日＝毎週月曜日、第４火曜日
（2/26、3/26）

●会
場／名古屋市博物館
●斡旋価格／前売一般
７００円（一般：１，
１００円（当日１，
３００円））
前売高大生 ５００円（一般：７００円（当日９００円））
前売小中生 １５０円（一般：３００円（当日５００円）） ※未就学児童無料

※身体等に障害のある方または、難病患者の方は、手帳または受給者証の提示で本人と介護者２名まで当日料金
の半額で窓口にて購入可。 ※各種割引は重複してご利用いただくことはできません。ご了承ください。

歌川国芳「相馬の古内裏」名古屋市博物館蔵
（高木繁コレクション）

★旺盛な好奇心と柔軟な発想、豊かな表現力を武器として浮世絵のさらなる活性化につなげた歌川国芳(1797-1861)。本展では国芳の武者絵を中心としながら、月岡芳年（1839-91）ら弟子たちの作
品にもスポットを当てます。そして幕末から明治にかけ、国芳の個性がどのように継承、変化していったのかを、尾崎久弥(1890-1972)、高木繁(1881-1946)のコレクションなど当館が所蔵する浮世絵に
よってたどります。人々の嗜好に合わせ最後まで新しい画題と表現に挑み続けた、国芳を領袖とする「芳ファミリー」の活躍をご覧ください。なお展示作品には残虐な描写のものが含まれます。ご用心!!
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ディズニー・オン・アイス“LIVE YOUR DREAMS”名古屋公演 １階SS席の先行予約！

ＦＡＸ申込

２０１９年のディズニー・オン・アイスは「塔の上のラプンツェル」、
「美女と野獣」、
「シンデレラ」、
「モアナと
伝説の海」、
「アナと雪の女王」そして「リメンバーミー」が初登場！
！
■そ の 他／今後のニュースで、S席とA席のお値打ちな席の斡旋を予定しています！
SS席は今回のみのご案内となります。
■会
場／愛知県体育館（ドルフィンズアリーナ） ※今回は日本ガイシホールではありません。
★公演スケジュール
8月

2
金

朝

11：00

3
土

4
日

5
月

6
火

7
水

8
木

9
金

10
土

11
日

12
月・祝

11：00 11：00 11：00

11：30 10：30 11：00 10：00

昼

15：00 14：30 14：00 15：00 15：00 15：00

15：00 14：30 14：00 14：00

夜

19：00

■席

18：00

19：00 19：00

19：00

18：00

種／

１階
SS席

©Disney, ©Disney/Pixar

■座席表
土日

平日

３００円 こども ４，
３００円 大人 ５，
４００円
大人 ６，
２００円 こども ５，
（一般価格：６，
９００円）（一般価格：５，
９００円）（一般価格：５，
９００円）（一般価格：４，
９００円）

※申し込み多数の場合は抽選
※こども料金は3歳から小学生まで。2歳以下の方は大人1名につき1名までひざ上無料。
ただし、席が必要な方は有料。

≪中京テレビ事業≫

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

✂

1

2

6

こちらからお切り離しください

8

公益財団法人
岡崎幸田勤労者共済会
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新春・共済会 おすすめツアー！
ドラゴンズパックＮｏ．

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！

直接申込

ドラゴンズパックＮｏ．

49950

45355

■一般旅行代金／6，
580円

■一般旅行代金／

お一人様
（昼食付）

お一人様 （昼食付）

黒色出発 9，
2８０円
赤色出発 ９，
7８０円

●出発日

●出発日

西尾ルート

蒲郡ルート

西尾ルート

コース番号
コース番号
49950Ｂ
49950Ｃ
西尾駅 7：10 東岡崎駅 8：00 岡崎車庫 8：10 蒲郡駅 7：05 相見駅 7：30 東岡崎駅 8：00 岡崎車庫 8：10

１月
20・24・26

２月
3・5・11・17・20・22

１月
29

蒲郡ルート

コース番号
コース番号
45355Ｂ
45355Ｃ
西尾駅 7：20 東岡崎駅 8：20 岡崎車庫 8：30 蒲郡駅 7：15 相見駅 7：45 東岡崎駅 8：20 岡崎車庫 8：30

２月
9・14・24・27

１月 13・
24・29

●コース/各地～いちご狩り食べ放題～～伊勢神宮内宮（参拝）
・おかげ横丁（自
由昼食・散策）～海産物お買物～岡崎〈17：40頃〉～各地

２月 4・10・ 3月 2・6・
15・21・23・27 11・17・21・28

１月
31

２月
6・11・19

3月
9・15

●コース/各地～敦賀赤レンガ倉庫（ジオラマショー鑑賞）～気比神宮（参拝）～湾彩（昼
食）
・日本海さかな街（お買物）～ヤマトタカハシ昆布館（お買物）～岡崎〈17：40頃〉～各地

ドラゴンズパックＮｏ．

ドラゴンズパックＮｏ．

44265

44620

■一般旅行代金／

■一般旅行代金／

（昼食付）

浦村かき

伊勢海老・あわび お一人様

黒色出発 11，
2８０円
赤色出発 11，
7８０円

●出発日

西尾ルート

１月
18・27

２月
3・13・21

西尾ルート

西尾駅 7：00

コース番号
44620Ｂ
東岡崎駅 7：50
岡崎車庫 8：00

１月 16・18・20・22・24・ ２月 1・3・5・7・9・11
26・28・30

蒲郡ルート

コース番号
44620Ｃ
蒲郡駅 6：55 相見駅 7：20 東岡崎駅 7：50 岡崎車庫 8：00

蒲郡ルート

コース番号
コース番号
44265Ｂ
44265Ｃ
西尾駅 7：10 東岡崎駅 8：00 岡崎車庫 8：10 蒲郡駅 7：05 相見駅 7：30 東岡崎駅 8：00 岡崎車庫 8：10

１月 9・20・ ２月 2・7・ 3月 7・10・
23・31
17・19・25 19・27

●出発日

黒色出発 10，
2８０円
赤色出発 10，
7８０円

内宮＆外宮両参り

お一人様 （昼食付）

黒色出発 5，
20０円
赤色出発 5，
70０円

お一人様

１月 15・17・19・21・23・
25・27・29・31

3月
4・14・23

●コース/各地～鳥羽ビューホテル花真珠（昼食・入浴）～伊勢神宮内宮（参拝）～おかげ横
丁（散策）～～岡崎〈17：40頃〉～各地 ※入浴時のタオルはご用意ください。 ※昼食は11時頃からとなります。

２月 2・4・6・8・10

●コース/各地～伊勢神宮外宮（参拝）～伊勢神宮内宮（参拝・おかげ横丁など自由散策・自
由昼食）～岡崎〈18：10頃〉～各地 ※道路状況により行程が入れ替わる場合があります。

ドラゴンズパックＮｏ．

ドラゴンズパックＮｏ．

44336

45201

岡崎ルート

東岡崎駅

１月 14・19

7：50

コース番号

２月 8・12・21・23

●出発日

● 出発日

■一般旅行代金／黒色出発 8，
9８０円
お一人様 （昼食付） 赤色出発 ９，
4８０円

岡崎ルート

44336A

岡崎車庫

■一般旅行代金／黒色出発 7，
9８０円
お一人様 （昼食付） 赤色出発 8，
4８０円

8：00

東岡崎駅 8：00

コース番号
45201A
岡崎車庫 8：10

西尾駅のみ

１月
２月 2・11・ 3月 4・8・
１月
14・23・31 20・28
10・18・27
17・21

3月 6・17・22・28

コース番号
45201B
西尾駅 7：10

２月
7・15・24

3月
13・23・28

●コース/各地～武生（やば丼の昼食）～御誕生寺（参拝・法話・プチ座禅体験）～越前
和紙の里（紙すき体験・散策）～越前そばの里（見学・越前そば試食）～岡崎〈18：40頃〉
・
西尾〈18：00頃〉 ※御誕生寺での法話・プチ座禅体験はお寺の行事等で自由参拝となる場合があります。

●コース/各地～飛騨高山まつりの森（昼食）～水無神社（参拝）～神岡街歩き
（案内人付）～岡崎〈19：50頃〉 ※歩きやすく、滑りにくい服装でご参加ください。
※昼食の食べ放題は45分間です。 ※水無神社の立ち寄りは割愛させていただく場合がございます。

◆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
◆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。

◎旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業

名鉄観光バス株式会社

【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
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※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。
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会員感謝企画！ お年玉プレゼント！
！ ＦＡＸ申込
恒例のお年玉プレゼント企画です！

申込期限：平成31年1月15日（火）

★ご協賛いただいたお年玉プレゼント★
●１． 豊田スタジアム レストラン ヴェルデロッソお食事券1,000円分＋豊田スタジアム卓上カレンダー１個…３名様
（提供：㈱豊田スタジアム）

●２．
●３．
●４．
●５．
●６．
●７．
●８．

2019中日ドラゴンズカレンダー…２名様
（提供：㈱中日ドラゴンズ）
2019ディズニーカレンダー…１名様
（提供：㈱オリエンタルランド）
ラグーナテンボス「ラグナシア」入場券ペア…３名様
（提供：㈱ラグーナテンボス）
シネプレックス映画鑑賞券…10名様
（提供：ユナイテッドシネマ㈱ シネプレックス岡崎）
イオンシネマ岡崎映画鑑賞券…10名様
（提供：イオンシネマズ㈱ イオンシネマ岡崎）
安城コロナワールド 映画鑑賞券…10名様
（提供：㈱コロナワールド 安城コロナワールド）
安城コロナワールド コロナの湯ペア＋ボウリング無料券…10名様
（提供：㈱コロナワールド 安城コロナワールド）

●９．伊良湖ビューホテル「ランチ＆ｓｐａＶＩＥＷ入浴招待券」ペア…１名様
（提供：日本ビューホテル㈱）

●10．岡崎ニューグランドホテルランチチケットペア…５名様
（提供：㈱岡崎ニューグランドホテル）

●11．葵湯 入浴施設 ご入湯券ペア…10名様
（提供：（株）Ｋｉｒａｙ Ｙｕ（きれいゆ））
●12．ドラゴンズパック 走る！鳴る！バス型貯金箱…２名様 （提供：名鉄観光バス㈱ 岡崎支店）
●13．なばなの里入場券ペア…２名様
（提供：日本中央交通㈱）
●14．中日ドラゴンズ観戦チケットペア…１名様
（提供：名鉄観光サービス㈱ 岡崎支店）
●15．大戸屋お食事券ペア…５名様
（提供：タニザワフーズ㈱）
●16．サーティワンシングル無料券２枚…10名様
（提供：タニザワフーズ㈱）
●17．ぴあMOOK中部①日帰り温泉＆スーパー銭湯2019・②東海ペットと行こう！２冊１組…２名様
（提供：ぴあ株式会社）

●18．髙橋精肉店特製すきやき割下…５名様
（提供：㈱髙橋精肉店）
●19．飲料メーカーノベルティグッズ詰め合わせ…10名様
（提供：（株）山新）
●20．図書カードNEXT1,000円券…10名様
（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）
●21．三河湾リゾートリンクスオリジナルエキゾチックカレー（１パック約２人前・２パック入）…5名様
（提供：三河湾リゾートリンクス）

●22．蒲郡クラシックホテル宿泊招待券ペア…１名様
（提供：（株）蒲郡クラシックホテル）
●23．幸田町民プールプリペイドカード（5,000円分）…２名様
（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）

●24．湯快リゾートギフト券（額面8,100円）１枚…２名様
（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）

■申込方法／専用ＦＡＸ用紙に、事業所番号・事業所名、会員番号・氏名、
ご希望の品の番号と共
済会へのアンケート・ご意見・ご要望を必ず記入してください。
記入もれ、複数・重複申込は無効とさせていただきます。
■申込資格／会員のみ（応募多数の場合は抽選）
■申込期限／平成31年１月１5日（火）
■当選発表／申込者多数の場合は抽選。抽選結果は、共済会ニュース２月号にて発表します。
※都合によりプレゼントの内容が変更となる場合もございます。
※発表はお名前のみ。
※来年もお年玉プレゼント企画を行います。会員事業所で何か提供し協賛してもよいという事業所様が
いらっしゃいましたら、ぜひともご協力をお願いいたします。

☆ご協賛いただきました各企業の皆様、
この場を借りて厚く御礼申し上げます☆
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1月号 共済会ニュース

「退職準備セミナー」開催のご案内

FAX申込

申込締切：1月10日（木）

６０歳からのライフプラン <第２の人生に向けて～これからのライフプランを作るために」
このセミナーでは、定年後の生活設計や定年前に知っておきたい知識などについてわかりやすく説明
致します。参加費無料ですので、ぜひお申し込みいただき、今後のライフプランにお役立てください。
●日
時／２月2日
（土）９：３０～１２：３０
（受付開始／９：００～） ●場
所／岡崎市勤労文化センター ３階 ホール
●参加対象者／５５歳以上の会員（できるだけご夫婦での参加をお願いします）
●参加申込／専用の用紙に記入のうえＦＡＸにて申込み
●参加受講料／無料 ５組１０名まで
●セミナーの主な内容／①６０歳台前に知っておきたいこと
（年金や雇用保険のしくみ）
②生活設計のポイント
（６０歳以降の働き方をどう考えるか）
③退職前後のタイムスケジュール（いつまでに何をするか）
④その他 定年後の仲間作りについて
（労福協友の会から活動紹介）等
●そ の 他／「６０歳からのライフプランを考えるために」わかりにくい年金、健保、雇用保険のことを具体的にわかりやすく
説明致します。例えば「年金をもらいながら働くと年金がカットされて損？」
「６０歳から年金をもらうと損する
の？」
「退職したら、健康保険はどうなるの？」
・
・
・など。 （講師：社会保険労務士 鈴木 久子 氏）
●主
催／愛知労福協岡崎額田支部（東海労働金庫岡崎支店内 ℡２３－５２１１）

第41回

働く者の作品展

共済会ニュース９月号で募集し、岡崎市美術館
で展示されていました『第41回 働く者の作品
展』において、共済会会員の方が入賞されたので
ご報告いたします。

共済会入賞者 報告

出品ありがとう
ございました！

◆写真の部

・畔栁 東一様 『大自然を行く』 銀賞
・黒柳 健治様 『ピラミッドを眺めていた、ある日』 佳作
◆その他の部 ・佐藤 英子様 『夢花』
（ちぎり絵） 金賞

共済会事務局
からの

お知らせ

現在、入賞された方の作品（写
真・絵画）が勤労文化センターに
展示してあります。お立ち寄りの
祭は、ぜひご覧ください。
また、次回の募集も予定して
おりますので、その際は皆さま
からのご応募をお待ちしており
ます。

★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

★給付及び各種助成などの利用申請について
入学の時期に入ってまいります。お子様が小・中学校へ入学のご予定の方は、給付申
請の際の提出物として入学通知書等を捨てずにお控えください。給付・助成の申請
が複数ある場合は、必ず個々の事由毎に申請書類の提出をお願いいたします。一つ
の用紙でのまとめてのご提出は受付できません。
★会費の口座引落しについて
１月は、
１・２・３月分の会費の請求月です。
１月１０日
（木）
にお申し出の口座から引落
しますので、残高をご準備ください。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。

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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