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勤労文化センター ― ドライブイン鳥羽（お買物） ― 
浦村かき小屋（昼食） ― 伊勢神宮内宮参拝・おかげ横
丁散策 ― 勤労文化センター

行

　程
17：50頃

イメージ

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

※小人は１１００円引き
※お車は共済会臨時駐車場へ駐車いただけますが、場内での事故・盗難・その他

トラブル等につきましては一切責任を負いませんのでご了承ください。
※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。

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

焼きかき焼きかき焼きかき 食べ放題！ 下記旅行会社へ食食べ放題！食べ放題！鳥羽
 浦村
鳥羽
 浦村 かき小屋

かき食べ放題に伊勢神宮内宮参拝、おかげ横丁をお楽しみください。かき食べ放題に伊勢神宮内宮参拝、おかげ横丁をお楽しみください。
【旅のポイント】

★伊勢神宮／外宮・内宮参拝
★おかげ横丁散策
★焼きかき食べ放題（90分）
★かきご飯、味噌汁
注：かき小屋では飲料の充分なサービス

はございません（お酒含む）、ペットボ
トル等での飲料をご用意ください。そ
の他、調味料をご持参ください。何で
も持込可。

●日　　程／１月19日（日）
●募集人数／4０名《最少催行人数30名》
　　　　　　　 ※申込多数の場合は抽選
●参加料金／

No.446

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。

令和元年11月１日現在／
事業所数727社 会員数：8,223名

※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

201912

検索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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共済会ニュース12月号

◆日　　程／１月１１日（土）　　◆時　　間／１０：００～１１：３０
◆内　　容／資産形成の為の基礎知識“ライフイベントとセカンドライフの費用”“資

産運用と金融商品の特徴”“投資信託”“「NISA」と「つみたてNISA」”
“iDeCoの制度やメリット”について

◆募集人数／５０名予定（先着）　　◆参 加 費／無料　　◆持 ち 物／筆記用具
◆会　　場／岡崎市勤労文化センター　第２研修室
◆講　　師／東海労働金庫ファイナンシャル・コンシェルジュ
※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。

岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内
知っててよかった！お役立ちセミナー“資産形成”
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期間中
窓口配布

いちご狩りの季節です！共済会事務局窓口にて、割引利用券を
お渡しいたします。
会員証を持って、共済会事務局窓口までお越しください。

いちご狩りの季節です！共済会事務局窓口にて、割引利用券を
お渡しいたします。
会員証を持って、共済会事務局窓口までお越しください。

渥美のいちご狩りとオレンジパーク
割引利用券

渥美のいちご狩りとオレンジパーク
割引利用券

一　般
（小学生以上）
幼　児
（３歳～）
一　般

（小学生以上）
幼　児
（３歳～）
一　般

（小学生以上）
幼　児
（３歳～）

幼　児
（5歳以下）

大　人

幼　児
（5歳以下）

大　人

どなたも

どなたも

12月１日

～

１月４日
１月５日

～

３月22日
３月２3日

～

５月31日

１月11日
～3月31日

4月１日
～5月中旬
※GWは除く

入場料１００円、収穫した野菜を購入

1,9００円要予約バーベキュー 1,500円

３００円券

6００円 200円
1,1００円 700円
8００円 400円
1,7００円 1,300円

1,0００円 700円
1,5００円 1,200円
1,2００円 900円
1,8００円 1,500円
1,5００円 1,200円
2,0００円 1,700円
一般料金区　分利用期間品　種施設名 共済会料金

お陽様農園
★安心、安全にこだわって栽培し
たおいしいイチゴをぜひどうぞ★
田原市中山町論場２３４
（☎：０５３１－３７－１３１２）
http://www.sunny-garden-
company.jp/
営業時間／9：００～１６：００
※制限時間は３０分程度
※３歳未満は無料です。

日研農園
田原市堀切町瀬古畑６５番地
（☎：０５３１－３５－６８５４）

http://www.nikken-n.com/

蒲郡オレンジパーク
蒲郡市清田町小栗見1-93
（☎0533-68-2120）　

🍊🍊　www.orepa.jp　🍊🍊

●紅ほっぺ
（甘味と酸味のバラン
スのとれた美味しい
イチゴです）

●かなみひめ
（爽やかな甘味の広
がる新品種のイチゴ
です）

●章姫
（酸味が少なくジュー
シーで甘いイチゴで
す）

いちご狩り、
メロン狩り、
ぶどう狩り、
みかん狩り
など

年間通し
HPでご確
認ください

HPでご確
認ください

野菜の収穫体験（　　　　　　　　　  ）キャベツ・にんじん・ブロッコリー・ジャガイモ・
白菜・大根・ゴボウ・セロリなど

ＦＡＸ申込

１２月７日８：３０より受付開始（事前受付不可）

全国共通お食事券 『ジェフグルメカード』の斡旋全国共通お食事券 『ジェフグルメカード』の斡旋
おまたせしました！ジェフグルメカードの斡旋のご案内です。

≪（株）ジェフグルメカード≫　

■斡旋枚数／５００組（１枚５００円で１０枚１組）
■斡旋価格／４，３００円　（一般：５，０００円）
■購入資格／会員のみ（１人３セットまで）
　※応募多数の場合は抽選　　　※有効期限はありません。
　※利用可能店舗について詳しくは、ＨＰをご覧下さい。
【ホームページ／http://www.jfcard.co.jp/】

◆有名ファミレス、ＣｏＣｏ壱番屋、吉野家、モスバーガー、ケンタッキー、サーティワンアイス、岡崎西武の
レストラン＆カフェ、その他全国３５，０００店舗、岡崎市内約７０店舗でご利用いただけます。

FAX申込
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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。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。

ねじまき鳥クロニクル ＦＡＸ申込
日時／３月１４日（土）
　　　１３：００開演
　　　３月１５日（日）
　　　１３：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール

席種／S席　１０，０００円（一般：１２，０００円）※未就学児入場不可
［出演］成河　渡辺大知　門脇麦　大貫勇輔　徳永えり　松岡
広大　成田亜佑美　さとうこうじ　吹越満　銀粉蝶　ほか
★村上春樹の傑作長編小説、待望の舞台化！村上春樹長編小説の金字塔
的作品「ねじまき鳥クロニクル」が、イスラエルの奇才インバル・ピントと
日本の舞台界に新風を吹かせる藤田貴大の手で舞台化！音楽を手がける
大友良英はじめ国内外のトップクリエイターと、若手実力派＆ベテラン個
性派俳優が集結。新たな村上ワールドをお見逃しなく！

長良グループ　新春豪華歌の祭典２０２０ ＦＡＸ申込

日時／２月２１日（金）
　　　１５：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　大ホール
席種／S席　８，６００円
　　　（一般：１０，５００円）　
※未就学児入場不可
★水森かおり、山川豊、田川
寿美、氷川きよし。

辛島　美登里 ＦＡＸ申込

日時／４月１７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／全指定席　７，９００円
　　　（一般：８，８００円）　
※３歳以上有料/２歳以下入場不可
★masayuki suzuki taste of 
martini tour 2020

日時／３月２０日（金・祝）
　　　１７：００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）　
※未就学児入場不可
★Midori Karashima  Concert 
Tour 2020
～Cherry blossoms～

鈴木　雅之 ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

日時／２月５日（水）
　　　１４：００開演
会場／岡崎市民会館
席種／S席　４，８００円
　　　（一般：５，８００円）　
※未就学児入場不可
★中高年に愛と尊敬を込めた最
強毒舌漫談！

綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ2020 ＦＡＸ申込

≪鵜飼興業（株）≫　

≪サンデーフォーク≫　

≪鵜飼興業（株）≫　

阿部　真央 ＦＡＸ申込

日時／４月２６日（日）
　　　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　５，６００円
　　　（一般：６，２００円）　
※３歳以上有料
★阿部真央 らいぶ №9

≪サンデーフォーク≫　

Perfume ＦＡＸ申込

日時／２月１６日（日）
　　　１５：００開演
会場／ナゴヤドーム
席種／座席指定券引換券
　　　７，９００円
　　　（一般：８，８００円）　
※４歳以上有料　※本ツアーでは「当日座
席番号発券システム」を実施いたします。座
席番号は公演当日ご入場の際に入場口で発
券される座席券にてお知らせいたします。
★Perfume 8th Tour 2020 
"P Cubed" in Dome

≪サンデーフォーク≫　

申込締切：12月13日（金）

申込締切：12月8日（日）

日時／２月２２日（土）　１３：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／全席指定おとな（中学生以上）
　　　３，８００円（一般：４，８００円）
　　　全席指定こども（3歳～小学生）
　　　２，３００円（一般：２，８００円）

［出演］ナビゲーター：松田洋治（俳優。「もののけ姫」アシタカ役他）、
歌：The Breeze Adventures、演奏：ドリームチェンバーオーケストラ

［プログラム］ 【となりのトトロ】となりのトトロ 【崖の上のポニョ】崖の上のポニョ
 【千と千尋の神隠し】いつも何度でも 【天空の城ラピュタ】君をのせて
 【魔女の宅急便】やさしさに包まれたなら 【もののけ姫】もののけ姫　　ほか
★誰もが知っているジブリ作品から心に響くジブリの名曲をオーケストラでお届けします！完売となった前回の公演から約1
年、大人から子どもまで、誰もが楽しめるコンサートが名古屋にかえってきます。「となりのトトロ」や「もののけ姫」などジブリ
作品の名曲の数々を、特別編成したオーケストラと実力派シンガーがお届けします。

ジブリの思い出がいっぱい
～オーケストラによるドリームコンサート～

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　 ≪チケットぴあ≫　

御園座  宝塚歌劇  月組公演 ＦＡＸ申込

日時／２月２６日（水） １２：００開演
会場／御園座
席種／A席　８，１００円（一般：９，０００円）
※２０枚限定　
※申し込み多数により抽選になる場合は数が少ない申込
数を優先させて頂きます。

［主な配役］ジュリアン・ソレル：珠城りょう。レ
ナール夫人：美園さくら。フーケ／コラゾフ公
爵：月城かなと
★ミュージカル・ロマン『赤と黒』。 ≪御園座≫　

日時／１月１１日（土）　１３：３０開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／S席 ９，０００円（一般：１０，０００円）
※未就学児入場不可

［出演］【指揮】オーラ・ルードナー、【ソプラノ】シピー
ウェ・マッケンジー、【テノール】ミロスラフ・ドヴォルス
キー、【バレエ】バレエ・アンサンブルＳＶＯウィーン

［曲目］ヨハン・シュトラウス／「美しく青きドナウ」ほか、ワルツ、ポルカ、オペレッタの名曲集
★オペレッタの殿堂によるニューイヤー・コンサートの決定版！新年を華やかに飾る至福のひとと
き！毎年おなじみ、オペレッタの殿堂がウィーンの名歌手に、バレエダンサーを加え、楽しい舞台を
繰り広げるウィーン情緒たっぷりのコンサート。ウィーン・フィルと並び世界最高のウィンナ・ワルツ、
ポルカを聴かせてくれるウィーン・フォルクスオーパー交響楽団。絶品のワルツやシュトラウスの名
曲などをふんだんに取り入れた華麗なプログラムでお楽しみいただきます。

ニューイヤー・コンサート2020
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

ＦＡＸ申込

申込締切：12月11日（水）

≪チケットぴあ≫　

※2歳以下
　入場不可
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●開催期間／１２月１４日（土）～１月１３日（月・祝）　１８：００～２０：３０（２１：００閉門）
　　　　　　　※１２月２９日(日）～１月１日(水)は休み
●会　　場／名古屋城内特設会場　　　●斡旋価格／前売・高校生以上　７５０円（１，０００円）　
※上記金額は名古屋城観覧料を含みます。　※中学生以下無料
※荒天または雨天の場合は主催者判断により中止や実施内容を変更する場合があります。

★「新しい歴史がここから始まる」名古屋城の夜を彩る、光と食のイベント！
先端テクノロジーでナイトシーンを盛り上げるイベント「夜会」。
今回は「NAGOYA MEETS NEW HISTORY」をコンセプトに、名古屋の過去・現在・未来を示す“歴史絵巻“がプロジェク
ションマッピングで本丸御殿へ描かれ、まるで時空を超えていくような宴の演出を体験できる。
伝統、文化、食、アート　―歴史と未来が行き交うこの冬だけの特別な名古屋城。
きっと新たな名古屋の魅力に出会えるはず。

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。

販売期日：1月7日（火）

“ブラバン・ディズニー！”コンサート ＦＡＸ申込

日時／１月１９日（日）
　　　１３：３０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　１，3００円
　　　（一般：１，８００円（当日：２，０００円））
※2歳以上有料。2歳未満は保護者膝上無料。た
だし、お席が必要な場合は有料。
★NHK BSプレミアム「おとう
さんといっしょ」へあそび歌の提

供をしている鈴木翼の遊び歌コンサート。劇団飛行船の着ぐる
みたちといっしょに、うたっておどって遊んじゃおう！

日時／２月１１日（火・祝）
　　　１５：００開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　コンサートホール
席種／S席　６，３００円
　　　（一般：７，５００円）　
※未就学児入場不可
★あなたもご一緒にディズニー×
吹奏楽のステージへ！

劇団飛行船 と鈴木翼くん  コラボステージ ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪中京テレビ事業≫　

とよた寄席  三遊亭白鳥・林家彦いち  二人会 ＦＡＸ申込

日時／１月１９日（日）
　　　１４：００開演
会場／豊田市民文化会館
　　　小ホール
席種／全席指定
　　　一般　２，９００円
　　　（一般：３，５００円）　
※未就学児入場不可
★新春に落語はいかがでしょう
か。

≪豊田市民文化会館≫　

窓口販売

窓口販売

●会　　期／1月8日［水］～3月1日［日］　【47日間】
●休 館 日／毎週月曜日（11月4日［月・休］は開館）、11月5日［火］
●開館時間／午前9時30分～午後5時、金曜日は午後8時まで（入場は閉館30分前まで）
●会　　場／名古屋市美術館
●斡旋価格／9００円（一般：1,２00円）　　　5００円（高大生：９００円）　※中学生以下無料
★日本の近代美術の歴史は、フランスの近代美術を基本的に追随した歴史であったといえますが、画家・岸田劉生は、ただ一人、初期から晩年に至る
まで、自己の価値判断によって、自己の歩む道を選択して、自己の絵画を展開していきました。フランス近代絵画から北方ルネサンスの古典絵画、中国
の宋元院体画から初期肉筆浮世絵へと、西洋と東洋の古典美術を自己の眼だけで発見、探究することで、自己の絵画を創造、深化させたのです。
　本展では、岸田劉生の絵画の道において、道標となる作品約160点を選び、基本的に制作年代順に展示することで、その変転を繰り返した人生の歩
みとともに没後90年を迎えた画家・岸田劉生の芸術を顕彰しようとするものです。

NAGOYA MEETS NEW HISTORY　「名古屋城夜会 by 1→10」NAGOYA MEETS NEW HISTORY　「名古屋城夜会 by 1→10」NAGOYA MEETS NEW HISTORY　「名古屋城夜会 by 1→10」
岸田劉生《麗子微笑》1921年10月15日 東京国立博物館蔵 
＊重要文化財[2月16日までの展示]  Image:TNM Image Archives≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

日時／１月２８日（火）
　　　１４：００開演／１９：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／全席指定　８，５００円
　　　（一般：９，９００円）
※未就学児入場不可

［出演］出演：稲垣吾郎（案内人）、演奏：島健 
& アーカイブス・バンド、音楽監督：島 健

★約１世紀にわたる、ディズニーの貴重な資料を所蔵するウォルト・ディズニー・アーカイブスの全
面協力のもと、案内人（ナビゲーター）に稲垣吾郎、音楽監督・ピアノに島健を迎え、ウォルトの描い
た夢の数々を、初公開を含む映像、資料とともに贈る世界初のコンサート。

ウォルト・ディズニー・アーカイブス設立50周年記念
ウォルト・ディズニー・アーカイブス コンサート ＦＡＸ申込

≪中京テレビ事業≫　

Presentation licensed by Disney Concerts. 
©Disney

日時／１月１８日（土）　１７：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席指定　一般　４，０００円（一般：５，０００円）

※3歳以下のお子様は入場いただけません。
★一度聴いたらアディクト必至。神がか
り的な演奏技術、心をつかんで離さない
メロディー、そしてファニーなライブパ
フォーマンスで、老若男女＆プロアマ問
わずファン増殖中のH ZETTRIO（エイ
チ・ゼットリオ）。新春ホールツアー幸田
町からスタート!!

H  ZETTRIO
「RE-SO-RA Tour 2020　先駆けトリオピック Vol.1」

ＦＡＸ申込

≪幸田町文化振興協会≫　

日時／２月８日（土）　１５：００開演
会場／幸田町民会館　さくらホール
席種／全席指定　一般　４，８００円（一般：６，０００円）
　　　　　　　　学生　２，６００円（一般：３，０００円）

※未就学のお子様は入場いただけ
ません。
★ONE AND ONLYの個
性が弾ける、ギター愛溢れ
るこの日ここだけの響きを
会場で共に！

クロスオーバー　ギターズ　Crossover Guitars 2020
渡辺香津美×田島貴男×井上銘 ＦＡＸ申込

≪幸田町文化振興協会≫　

名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　名古屋市美術館　没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展没後90年記念　岸田劉生展名古屋市美術館　没後90年記念　岸田劉生展

©ソングブックカフェ／劇団飛行船
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岡崎ぎゅーっと肉味噌の斡旋
岡崎の美味しさがつまった人気商品！

●品　　名／KFC３，０００円券
●斡旋価格／２，３００円
●申込資格／会員のみ　一人１枚まで
●そ の 他／１０円単位で利用可能。お釣りはでませんが、店頭でチャージ

も可能です。有効期限は約２年（店頭で利用またはチャージ
でさらに２年間へ更新）。

●スケジュール／お渡しは１月末～２月上旬頃を予定しています。

KFCカードの斡旋KFCカードの斡旋
クリスマス特別企画クリスマス特別企画

「KFCカード」は、全国のケンタッキーフライドチキン（特殊店舗除く）の店頭でご利用
いただけるプリペイドカードです。

FAX申込

FAX申込

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　コク旨カレー味　
肉味噌の美味しさはそのままにスパイシーなカレー味が誕生致しました。ご飯はもちろん
のこと、パンにつけても美味しくいただけます。

■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≫

販売締切：１２月１2日（木）までモスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋　 窓口販売

全国のモスバーガー店舗で、モスチキンパックと引き換えられる「モスチキンチケット」。
期間内ならいつでも使えて、ギフトにもご利用いただけるチケットです。
●内　　容／モスチキンパック【５本入り】と引き換えです
　　　　　　引き換え期間：２０２０年２月２９日（土）まで
※引き換え期間を過ぎたものは無効です。　※本券は持ち帰り専用です。
※冷凍モスチキンをご希望の場合はお申し付けください。
●斡旋価格／１枚　１，０００円（一般価格１，３５０円）　
●申込資格／会員のみ　一人２枚まで
●特　　典／１２月２６日以降に使用できる１００円クーポンプレゼント

●開催期間／１月２５日（土）～３月２９日（日）　●開館時間／９：３０～１７：００（入場は１６：３０まで）
●休 館 日／毎週月曜日（祝休日の場合はその直後の平日）、第4火曜日
●会　　場／名古屋市博物館
●斡旋価格／

※身体等に障害のある方は手帳の提示、難病患者の方は受給者証の提示により、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。　※中学生以下無料　※高大生・中学生は学生証等を提示してください。
★アンパンマンの生みの親・やなせたかし（1919-2013）は、漫画家、詩人、イ
ラストレーター、絵本作家など、多岐にわたって活躍しました。本展ではやなせの
生誕100周年を記念し、彼の多彩な創作活動の歩みを、「アンパンマン」など代
表作の絵本原画やタブロー画、創作活動の原点とも言える漫画や、30年間編集
長をつとめた雑誌『詩とメルヘン』の表紙原画などから辿ります。やなせの温か
い人柄やその人生観に、作品を通して触れてみてください。大人から子どもまで
楽しめる展覧会です。この冬、親子ではじめての展覧会デビューをしませんか？

販売期日：1月19日（日）

窓口販売やなせたかし生誕100周年記念　やなせたかしとアンパンマン展やなせたかし生誕100周年記念　やなせたかしとアンパンマン展

顔をあげるアンパンマン
©やなせたかし（公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団所蔵

販売期間
１月２４日（金）まで
１月２５日（土）以降

前売一般　８００円（通常：１，１００円）
当日一般１，０００円（通常：１，３００円）

前売高大生５００円（通常：７００円）
当日高大生７００円（通常：９００円）

券種

①

②

③
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窓口申込

■申込期間／１2月1日（日）～12月20日（金）　共済会窓口で受付
■お支払いについて／共済会窓口にて、代金をお支払い頂き、その際にチケットを発行

いたします。チケット発行後のキャンセルはできませんので、ご了承の上、
お申し込みください。

■斡旋価格／オードブルA【大】　４～６人前 ３，８００円（一般：４，８１０円）
　　　　　　オードブルA【小】　３～５人前  ２，３００円（一般：２，８１０円）
　　　　　　米粉竜田チキン・米粉黒酢チキン 　４5０円（一般：　６5０円）
　　　　　　海老フライ＆米粉竜田チキン 　５５０円（一般：　７６０円）
■申込可能数／オードブルA　各１セットまで、チキンは計３セットまで
■申込資格／会員のみ　　
■お渡し日について／１２月１９日～３１日の間　予約開始日／１２月１日より
■詳　　細／ご希望の受け渡し日の２日前までに大戸屋までお電話にてご予約いただ

き、商品受取時に共済会で発行したチケットをお渡しください。予約時に
は共済会のチケット使用の旨をお伝えください。なお、予約後のキャンセ
ルはご遠慮ください。

■特　　典／オードブルA【大】を購入の方には大戸屋岡崎店で使用できる食事券を１
セットにつき１枚プレゼント！

■予 約 先／

大戸屋“オードブル盛り合わせ”と“チキン”
クリスマスや大晦日に大戸屋のチキンと手作りオードブル盛り合わせはいかがでしょうか？ 

※写真はイメージです ≪タニザワフーズ(株)≫　

岡崎店

岡崎南店

岡崎市井田西町１－１１
☎：0564-26-3138　　営業時間／11:00～23:00
岡崎市法性寺町猿待５４番地
☎：0564-72-5255　　営業時間／11:00～23:00

クリスマスや大晦日に大戸屋のチキンと手作りオードブル盛り合わせはいかがでしょうか？ 

窓口申込

●料　　金／①そば＋桜えびのかき揚げ　１食 ５００円（通常７２０円）
　　　　　　②そばのみ　１食 ２５０円（通常３６０円）
●申込期間／１２月1日（日）より共済会窓口受付にて　※共済会窓口でのお支払いとなります。
●受取店舗／若松店・矢作店・上里店・欠町店
●受取日時／１２月３１日（火）　１４時～１８時までの３０分毎
●購入資格／会員のみ（４食まで）　①は各店１２５食限定（先着順）、②は限定食数無し
※申込希望の方は会員証持参のうえ、共済会窓口までお越しいただき、鐘庵年越しそば注文書に必要事項をご記入ください。
※引換店、引換時間をご指定ください。
※引換当日は、指定店舗の指定時間に共済会の領収済注文書と引き換えで、商品をお受取りください。
※今年も桜えびの不漁によりご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いします。

　鐘庵特製のコシのある細麺と、日本海の小魚からだしをとり、京都丹波の名水で仕上げたつゆは絶
品です。桜えびのかき揚げを添えてお召し上がりください。少し贅沢な本格派の年越しそばです。
※鐘庵年越しそばはご家庭でお作りいただくそばです（作り方つき）

高橋精肉店の年末用お肉の斡旋高橋精肉店の年末用お肉の斡旋 窓口申込

ロース肉　イメージロース肉　イメージ 赤身　イメージ赤身　イメージ

岡崎市中町５丁目８－４
(中町バス停前)
ショッピングセンターアロー
１Fフロア　北側

（駐車場有）
高橋精肉店アロー店
☎２１－４７５５

引
換
場
所

中町6丁目

両町3丁目

両町2丁目

蓬莱町1丁目

中町5丁目東

若宮1丁目東

朝日町3丁目

岡崎げんき館

ドラッグ
スギヤマ

ファミリー
マート

山中産婦人科

せきれい
ホール

★

N

ショッピングセンター
アロー
ショッピングセンター
アロー

1

伝馬通

●補　　足／お申し込みをされ方へ、共済会発行の
『お肉引換券』をお渡しいたします。１２/２８に、この
引換券を持って高橋精肉店アロー店まで引換にご来
店ください。また、生ものですのでキャンセル等はお
受けできません。ご了承のうえ、お申し込み下さい。

★三河産黒毛和牛霜降（ロース、肩ロース）すき焼き用 500ｇパック ●斡旋価格／5,500円
★三河産牛赤身すき焼き用 700ｇパック ●斡旋価格／4,500円
●申込期間／１2月1日（日）～12月20日（金）　共済会窓口で受付
◎お支払いは共済会窓口となります。なお、お肉のギフト券は使用できません。
●申込資格／会員のみ　一人２パックまで
●お肉お渡し日時／１２月２8日（土）　１３：００～１8：００

オードブルA【大】

オードブルA【小】

米粉竜田チキン米粉竜田チキン 米粉黒酢チキン米粉黒酢チキン

海老フライ＆米粉竜田チキン海老フライ＆米粉竜田チキン
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スキー場 割引情報スキー場 割引情報
参考料金（抜粋） ※料金は大人平日１日券。

　この他にも割引区分あります。
※料金は大人平日１日券。
　この他にも割引区分あります。

エリア スキー場 一般料金 割引料金 その他

岐阜

高鷲スノーパーク 4,900円 3,600円 ダイナランドも滑走可能。天候、積雪状況、リフト運行状況により、高鷲スノーパークとダ
イナランドが往来できない場合がございます。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

ダイナランド 4,900円 3,600円
毎週水曜日レディースデー女性無料（1/1除く。ダイナランドエリアのみ滑走可）。オープニング、
ファイナルなどの特別割引期間中は除く。高鷲スノーパークも滑走可能。天候、積雪状況、リフ
ト運行状況などにより、ダイナランドと高鷲スノーパークが往来できない場合がございます。ナ
イター営業利用の際は別途ナイター券の購入が必要。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

ひるがの高原スキー場 5,000円 3,800円
全日リフト1日券＋食事券。小人（中学生以下）割引有。オープニング・ファイナ
ルの割引期間中のご利用はできません。レディースデー（毎週木曜日・1/2除く）
女性リフト無料。

モンデウス飛騨位山スノーパーク 2,610円 2,110円
小学生・シニア（55才以上、要証明）割引有。特日（土日祝・12/30～1/3）は別料金。
毎週火曜日は『桜デー』でリフト1日券が現地にて1,000円で購入できるため設定
除外（12/31・2/11は除く）。１日券を購入された方、レンタル料金20％OFF。

めいほうスキー場 4,300円 3,800円 特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。現地にて中高生割（学生証の提示が必要）と
シニア割（要証明）があります。平日3,300円、土日祝（12/30～1/3）3,800円

ホワイトピアたかす 4,300円 3,200円 特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。オープニング・ファイナル期間のご利用
はできません。共通一日券は鷲ヶ岳スキー場との共通券となります。

鷲ヶ岳スキー場 4,500円 3,300円 特日（土日祝・12/29～1/3）は別料金。毎週火曜日レディースデー（12/31・2/11除く）
鷲ヶ岳のみでご利用となります。取扱場所：センターハウス2Fインフォメーション

スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 3,200円 2,400円 小学生以下割引有。土日祝・正月は別料金。

長野

やぶはら高原スキー場 4,400円 3,700円 子ども（中学生以下）、シニア（50才以上）は別料金。他の割引・サービスデーとの
併用不可

ヘブンスそのはらSnowWorld 4,200円 3,750円 小人（小・中学生）割引有。★スキーヤー専用ゲレンデ

治部坂高原スキー場 3,200円 2,700円 年齢割引有。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

ひらや高原スキー場 3,500円 2,000円 子供割引有。1/1～3/22の特日（土・日・祝・年始（1/1～1/3））は別割引。

HAKUBA VALLEY鹿島槍スキー場 4,000円 3,100円 12/14～12/20・3/16～4/5は別割引。

Mt.乗鞍スノーリゾート 5,030円 3,400円 温泉入浴券は「日帰天然温泉 湯けむり館」でご利用いただけます。

車山高原SKYPARKスキー場 4,800円 3,500円 小学生未満は無料、シニアは55才以上（要証明）。

Ontake2240 4,000円 3,200円 定休日：水・木曜日。但し年末年始（12/20～1/7）及びゴールデンウィーク
（4/25～）は休まず営業。シニアは55才以上（要身分証明書）。

開田高原マイアスキー場 3,000円 2,900円 食事券（1,000円分）付。レンタル1,000円OFF。平日リフト１日券大人2,000円。その他
お得な日もありますのでHPで確認。特日は土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）で別料金

きそふくしまスキー場 4,200円 3,700円 年齢割引有。レンタル一式500円OFF。スキースクール500円OFF。他の割引、
サービスとの併用はできません。その他HPで確認。★スキーヤー専用ゲレンデ

駒ヶ根高原スキー場 3,800円 3,300円 年齢割引有。幼児（未就学児）リフト料金無料。2才以下ソリわくわくらんど入場
無料。

野沢温泉スキー場 5,900円 5,200円 リフト券＋野沢温泉スパリーナ利用券1枚。他、2日券、3日券も有ります。年齢
割引有。小人は中学生以下、シニアは60才以上（要証明）

新潟
赤倉観光リゾートスキー場 4,800円 3,400円 年齢割引有。赤倉観光リゾートのみ有効。他の割引券・割引サービスと併用でき

ません。小人は小学生、シニアは60才以上。

赤倉温泉スキー場 4,900円 4,400円 ナイター券以外はナイターにご利用できません。未就学児は無料。小人（小学生）
はリフト1日券1,000円。赤倉温泉スキー場のみ有効です。

※割引券をコピーしての使用は不可となります。必ず、割引券原本及びニュース掲載原本を切り取りの上、ご使用ください。
　共済会事務局窓口でお渡しも出来ます。
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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
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★給付及びインフルエンザ予防接種助成、人間ドック等受診助成など
の利用助成の申請について

　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。

★年末年始のおやすみについて
　１２月２９日から１月３日まで、共済会事務局はお休みさせていただきます。チケッ

ト等が必要な方は、２８日までにお求めください。

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

岡崎市医師会健康教育講座岡崎市医師会健康教育講座 お知らせ

●テ ー マ／『尿の話・腎の話』
●講　　師／名古屋第一赤十字病院 泌尿器科
　　　　　　部長 服部 良平 先生
●座　　長／荻須医院 院長　荻須 文一 先生　
●日　　時／令和元年12月15日（日）　午前10時より
　　　　　　　（１．講座　２．質疑応答　　１時間 30 分程度の予定）
●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

参加費無料

トヨタ自動車ヴェルブリッツ ｖｓ パナソニックワイルドナイツ
ジャパンラグビートップリーグ 2020

申込締切：１2月19日（木） ＦＡＸ申込

≪豊田スタジアム≫　

◆開催日時／１月１８日（土）　１３：００キックオフ
◆券　　種／自由席　一般　 １，7００円（通常前売価格：２，０００円）
　　　　　　自由席　小中高 　3００円（通常前売価格：　５００円）
★１１月２日に南アフリカの優勝という形で幕を閉じたラグビーワー
ルドカップ日本大会。世界中から高い関心と注目を集め、約１７０万人
の観客がスタジアムで応援し、約４０億人がテレビの前で熱狂したと
され、ラグビーブームとも呼べる現象が起こりました。２０２０年１月、
史上初の決勝トーナメント進出という快挙を成し遂げた日本代表選
手たちの新たな戦いが始まります。ヴェルブリッツの姫野選手、ワイ
ルドナイツの堀江選手、稲垣選手などワールドカップで活躍した選手
たち世界レベルのプレーを、大会関係者からも評価が高かった豊田
スタジアムでぜひご覧ください。


