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●旅のポイント
★久能山いちご狩り食べ放題
★ＪＡＷＳ  Ｋｉｔｃｈｅｎでランチバイキング
★日本平・夢テラス散策と清水港・周遊クルーズ

7,507,507,507,507,507,507,500000000000円円円円7,500円7,500円
登録家族 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000円円円円8,000円8,000円
一般同伴者 9,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,480円円円円9,480円9,480円

会　員

●日　　程／3月17日（日）
●募集人数／40名《最小催行人数30名》
●参加料金／

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

●日　　程／１2月21日（日）
●募集人数／40名《最小催行人数35名》
　　　　　　　※申込多数の場合は抽選
●参加料金／

※小学生は700円引き、３歳以上未就学児は2,500円引き。　　※清水港・周遊クルーズは天候により富士山がご覧いただけない場合があります。　　※ク
ルーズ運休時はエスパルスドリームプラザに変更し、乗船代（弊社ツアー企画料金）を返金いたします。　　※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。

久能山  石垣いちご狩り久能山  石垣いちご狩り
清水港クルーズ清水港クルーズ ランチバイキングランチバイキング＆＆

　１００年以上の歴史がある久能山の石垣いちごでいちご狩りをお楽しみいただいた後は、
ランチバイキングでお腹いっぱいのプランです。最後は清水港で富士山を眺めながら快適
クルージング！
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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。

平成31年１月１日現在／
事業所数744社 会員数：8,212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

★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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行

　程

勤労文化センター ― 久能山いちご狩り食べ放題 ― 日
本平（夢テラスなど散策） ― 清水「JAWS Kitchen」

（ランチバイキング） ― 清水港（周遊クルーズ） ― 勤労
文化センター ※昼食は13時頃からとなります。
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ラグーナ  フェスティバルマーケットで使用できる商品券の斡旋！ラグーナ  フェスティバルマーケットで使用できる商品券の斡旋！
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シルバーアクセサリー作り体験教室シルバーアクセサリー作り体験教室

　海と空、マリーナをのぞむ心地いい海辺にあるラグーナ　フェスティバルマーケットは、
海を好きになるファッションアイテムや雑貨、グルメに出会えるショッピングランドです。

舟上でお花見・ランチを楽しむプランです。いつもと違った目線で　いつもと違った風景を　
昼からゆらり夜までゆらり　贅沢な時間を乙川の舟上で。

ステキなシルバーのペンダントチャームやリングの作成体験！
自分で身に付けたり、ホワイトデーのプレゼントにいかがでしょうか。

●日　　時／３月１０日（日）
　　　　　　９：４５受付　１０：００開始（２時間～）
●募集人数／２０名程度
●参 加 費／会員　２，５００円　　登録家族　３，０００円
　　　　　　一般同伴者　４，０００円　　※材料費、講師代等込
●作成するもの／シルバーリング、ペンダントチャームや
　　　　　　　　ブレスレットトップまたはストラップトップ
※ペンダントチェーン、ブレスレットチェーン、ストラップ紐などのチェーン類

は付属しておりません。お手持ちのチェーン類があればご持参いただき、
ご使用ください。また、チェーン類及びストーンをご希望の方はオプション
として当日別途料金にて直接購入ください。

※リングをプレゼント用にする際は、相手の指のサイズ（号数）の確認をお願
いします。　　※焼成時に多少縮みます。

●会　　場／岡崎市勤労文化センター第２研修室
●持 ち 物／エプロン（必要な方）
●講　　師／atelier deux 榊原先生

●内　　容／ファッション＆グッズ、おさかな市場、お土産、レストランなどラグ
ーナ　フェスティバルマーケット内の店舗で利用できる商品券

●券　　種／１，０００円券５枚１組（５，０００円分）
●斡旋価格／４，０００円
●申込資格／会員のみ　１人2組まで
●斡旋枚数／５００組（申込多数の場合は抽選）
●そ の 他／有効期限はありません。アトリウムで行われるイベント店舗、

ワゴン販売にはご利用いただけません。店舗により、一部ご
利用できない商品等がありますのでご了承ください。現金と
のお引換はいたしません。また、釣銭はお出しできません。

●ホームページ／http://www.lagunatenbosch.co.jp

１．お花見“乗り合い舟”
●運行期間／３月２1日（木・祝）～４月７日（日）　１０：００～２０：００　１５分おきに出港（約３０分）
●会員利用料金／７００円（一般価格：大人１，５００円、シルバー（６０歳以上）１，０００円）
　　　　　　　※チケットを使用できるのは大人・シルバーの方とさせていただきます。高校生以下の方は対象とはなりません。
　　　　　　　　大人・シルバー以外の方のご利用は、直接お申し込みください。
●利用方法／共済会事務局窓口で利用券をお渡しいたしますので、利用券を持って当日に

現地にて共済会料金をお支払いください。当日９：００からお電話にてご予約
いただけます。予約電話番号はお渡しする利用券に記載してあります。

２．お花見“ランチ船”
●運行期間／３月２４日（日）～４月７日（日）
　　　　　　　　※１日３便出航：１１時３０分・１２時３０分・１３時３０分
●乗舟時間／約１時間（乗船、下船含む）
●斡旋価格／２，０００円（お花見弁当、お茶付き）（一般価格：３，５００円）
　　　　　　　　※小学生以上　※幼児でお弁当不要の場合は８００円　※３歳以下無料
●ご 予 約／乗舟のご予約は利用日の前々日までにお電話にてお願いいたします。
　　　　　　予約電話番号はお渡しするチケットに記載してあります。
●そ の 他／雨天荒天の場合は、運行を中止する場合がございます。

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

窓口配布

FAX申込

配布期日：3月31日（日）まで

申込期日：2月20日（水）
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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。

立川生志　～ひとりブタだがや～ ＦＡＸ申込

くるり ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／５月１８日（土）
　　　１８：００開演
会場／Zepp Nagoya
席種／1Fスタンディング（整理番号付）
　　　５，３００円
　　　（一般：５，９４０円）
※未就学児童入場不可
※当日別途ドリンク代（￥５００）必要

岡村靖幸 ＦＡＸ申込倍賞千恵子コンサート ｗｉｔｈ 小六禮次郎 ＦＡＸ申込

日時／４月７日（日）  １７：３０開演
会場／名古屋市公会堂
席種／全席指定　７，７００円
　　　（一般：８，５００円）　
※未就学児童入場不可（ご入場されるお客
様すべてにチケット必要）
★４月６日（土）の静岡市民文化
会館 中ホール公演を皮切りに全
１６公演の２０１９年春ツアーが開
催決定！

≪チケットぴあ≫　

日時／４月６日（土）  １４：００開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　コンサートホール
席種／Ｓ席　５，４００円
　　　（一般：６，８００円）
※未就学児童入場不可

［予定曲目］下町の太陽、忘れな草をあ
なたに、さくらのバラード、愛の讃歌　他
★往年のヒット曲から唱歌まで、さま
ざまなジャンルの歌を歌いあげます。
映画「男はつらいよ」などの懐かしい
映像もお楽しみください。

野口五郎 ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／５月１０日（金）
　　　１８：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／全席指定　５，７００円
　　　（一般：６，８００円）
※未就学児童入場不可
★昨年までの会場ウインクあい
ちから愛知県芸術劇場大ホール
に会場を変え
2019年の開催が決定致しまし
た！

日時／４月７日（日）  １３：３０開演
会場／愛知県芸術劇場小ホール
席種／全席指定　３，０００円
　　　（一般：３，５００円）
※未就学児童入場不可
★立川流生え抜きの真打では志
の輔、談春、志らく、談笑の活躍が
目立つが、忘れちゃいけないのが
立川生志。真っ当な古典のテク
ニックと程よい現代性を併せ持
つ実力派だ。

十二番目の天使 ＦＡＸ申込
日時／４月２４日（水）　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／Ｓ席 ８，６００円（一般：１０，０００円） ※未就学児童入場不可

［出演者］井上芳雄、栗山千明、六角精児、木野 花、辻 萬長、大西統眞/溝口元太（Ｗキャスト）、城野立樹/吉田陽登(Wキャスト）
★家族を亡くした男と、秘密を抱えた少年の、愛と希望の物語。全世界で著作が3600万部以上読まれている作家オグ・マンディーノの代表作、

「十二番目の天使」。全米ベストセラー小説であり世界中で愛されている感動作の、待望の初舞台化が実現しました。大切な人達との出逢いが生きる
勇気を与えてくれる―切なくも優しい心温まる物語を、豪華キャスト陣でお送り致します。
ビジネスで大きな成功を収め、故郷に戻ったジョンは幸せの絶頂にあった。人々に英雄として迎えられ、新生活を始めようとした矢先、妻のサリーと息

子のリックを交通事故で失う。ジョンが二人のいない世界に絶望し、人生に幕を下ろそうとしたとき、幼馴染のビルが
訪ねてくる。ビルは地元のリトルリーグのチーム監督を引き受けてくれるよう、ジョンに頼みに来たのだった。
そのチーム、エンジェルスの監督を引き受けることにしたジョンは、ティモシーという少年と出会う。十二番目のメン
バーとしてチームに選ばれた彼は体が小さく、運動神経も悪かったが、決してあきらめることなく人一倍練習に励んで
いた。そんなティモシーにリックの姿を重ねたジョンは、チームの練習とは別に、ティモシーに個人練習をつけることを
提案する。ティモシーの努力に触発されるように、エンジェルスはリーグで快進撃を続け、決勝戦に駒
を進める。ティモシーが抱える、ある重大な秘密を誰も知らないまま―≪チケットぴあ≫　

名古屋国際音楽祭　ミッシャ・マイスキー
チェロ・リサイタル ＦＡＸ申込

日時／５月１６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 ７，２００円（一般：９，０００円）
　　　A席 ６，３００円（一般：８，０００円）

［プログラム］A.マルチェッロ／J.S.バッハ編：アダージョ、（オーボエ協奏曲ニ短調のバッハに
よるチェンバロ協奏曲への編曲 BWV974）、J.S.バッハ：ラルゴ（アリオーソ）BWV1056、
モーツァルト：パミーナのアリア「愛の喜びは露と消え」　（歌劇《魔笛》から）、ブラームス：チェ
ロ・ソナタ第2番 ヘ長調 op.99、チャイコフスキー：《四季》より10月 秋の歌、チャイコフス
キー：感傷的なワルツ op.51－6、ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ ニ短調 op.40

★チェロ界に君臨する巨匠マイスキーの、魂を揺さぶる音色。現代屈指のチェリスト、マイスキー。苦悩を乗り越えたものだ
けが持てる自由で情熱的な表現力、聴く者の心を揺さ振る渾身の名演の数々は、聴衆の心をとらえて離さない。今回は、バッ
ハからショスタコーヴィチと多彩なプログラムで、マイスキーの音色、チェロの真髄を、思う存分味わえるに違いない。共演
は、ソリストとして、また室内楽奏者としても活躍中のピアニスト、愛娘のリリー・マイスキー。　※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≫　

※未就学児童
　入場不可

名古屋市公会堂リニューアルオープン記念　
ザ・ビートルズ ～ EIGHT DAYS A WEEK ド迫力上映会 + トーク　

ＦＡＸ申込

日時／３月２９日（金） １８：３０開演　　会場／名古屋市公会堂
席種／指定席　１，3００円（一般：２，０００円）
※未就学児童入場不可　※5歳以上は有料。4歳以下はひざ上のみ無料。但し、お席が必要な場合は有料。

［トーク出演］星加ルミ子（元ミュージック・ライフ編集長）、藤本国彦（ビートルズ研究家）
★2016年に公開され大きな話題を呼んだ、ザ・ビートルズのツアーを追いかけたドキュメンタリー
映画『ザ・ビートルズ～EIGHT DAYS A WEEK』（監督：ロン・ハワード）を名古屋市公会堂大ホールに
新たに導入されるデジタル映写機とサラウンドシステムを駆使し、特大画面でド迫力上映！そして、上映
前には、この作品を10倍楽しむためにザ・ビートルズとはいえば、この人というスペシャルな2人を迎え
たトークイベントを行います。1人は1966年の全米ツアーに同行、追っかけ取材に成功した元ミュー
ジック・ライフ編集長の星加ルミ子さん、そしてもう1人は、ビートルズ関連の著書を数多く執筆し、映
画『ザ・ビートルズ～EIGHT DAYS A WEEK』では字幕の監修も担当した、ビートルズ研究家の藤本
国彦さん。ザ・ビートルズ現役時代の知られざる素顔と、この映画の本当の見どころを存分にお話しい
ただくとともに、来日公演中で、4月に名古屋公演も行うリンゴ・スターの話題にも触れます。

（会場ではビートルズ関係の書籍・オフィシャル・グッズの販売もございます）
≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

コブクロ ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

日時／７月１３日（土） １７：３０開演　　７月１４日（日） １６：００開演
会場／ポートメッセなごや3号館（名古屋市国際展示場）
席種／全席指定　７，４００円（一般：８，２００円）　※６歳未満入場不可
★ベストアルバム【ALL TIME BEST 1998-2018】を携えて、結成20周年を記念した全国ツアーを開催
します！コブクロ20年間の集大成ともいえる記念ツアーへ、ベストアルバムを聴いて、ぜひお越しください！
【注意事項】　●お申込みの際、ご来場代表者と同行者の方全員分のメールアドレスが必要になります。「コブクロ無料メールマガジ
ン」に登録され、最新情報やリリース情報・ライブ情報などが定期的に届きます。ドメイン指定をされている場合、「emtg.jp」からの
メールを受信できるように設定してください。　●チケットには、オークション対策のためご来場者代表者の氏名・住所を必ず印字い
たします。　●ご入場時は必ず、チケット印字された情報と一致した身分証明書（コピー不可）の提示が必須となります。
【身分証明書について】　自動車運転免許証／パスポート／学生証／社員証／健康保険証／タスポ／EMTGカード
※右記は身分証明書として認められません。　公共料金の領収書、診察券、名刺、お申込者宛てに届いたハガキや封書 など
●同行者と必ず同時入場が必要です。別々の入場はできません。　※もしご来場代表者ご本人がなんらかの都合で行けなくなった
場合、ご来場者本人の身分証明書（コピー不可）を貸せる相手であれば、本人以外でもご入場可能です。
■【重要】上記の内容に同意と、条件に満たない方は、誠に申し訳ありませんが当コブクロ受付のご利用はご遠慮ください。

購入者情報として、①氏名　②住所　③電話番号　④メールアドレス　⑤同行者のメールアドレスが必要です！（※⑤の取得が難しい場合は、なしで大丈夫です。）
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志摩スペイン村　感謝デーパスポート ＦＡＸ申込

≪近畿ツーリスト（株）≫　

【日付指定券】 ３月９日（土） または ３月１０日（日）のどちらかを選んでお申し込み
ください。　大人・中人・小人・シニア共通パスポート（入園＋アトラクションフリー）

※2歳以下の幼児は有料入園者(大人)１名様につき2名様まで無料。　※１人４枚まで　※悪天候によ
る完全休演や営業時間の短縮、および公共交通機関の不通・道路閉鎖等、不測の事態が起こった場合に
おきましても特別企画のため、ご購入後の払い戻しは一切できません。あらかじめご了承ください。
★バラエティ豊かな２８種類のアトラクションやスペインの街並みを忠実に再現し
た建築物等盛りだくさんの内容で子供から大人まで、家族みんなで楽しめます！
※パスポートは入園と無料のショーおよびすべてのアトラクションに使用可能。　※「カルメンホール」

「ドラゴン城の宝さがし」「カーニバルハウス」は別途料金が必要。

日時 区分 通常価格 斡旋価格

パスポート
大人 5,300円
中人 4,300円

小人・シニア 3,300円
900円

日時／５月１２日（日）
　　　１２：００開演／１４：３０開演
会場／名古屋市公会堂
席種／全席指定　２，５００円
　　（一般：３，０００円）　
※2歳以上有料。2歳未満は保護者1名につき1名
膝上無料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料。
★トーマスとパーシーがテレビから飛び出してス
テージを駆け巡る！映像も駆使したオリジナルの

ファミリーミュージカル！！古いソドー島の地図にのっている宝の場所を探していたトーマ
スは、誤って見知らぬ線路に迷い込んでしまいます。パーシーや見習い機関士のケンが、
暗い森の中でトーマスを発見したとき、ソドー島の宝物もあきらかに・・・。

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。

音楽劇　ライムライト ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

LA MARIE-VISON　毛皮のマリー ＦＡＸ申込

日時／５月５日（日・祝）　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　９，０００円
　　　（一般：１１，０００円）
※未就学児童入場不可

［出演者］石丸幹二、実咲凜音、矢崎 広、吉野圭
吾、植本純米、保坂知寿、佐藤洋介、舞城のどか
★かつて一世を風靡した老芸人は、人生を悲観し自殺を図った若い
バレリーナを助け、再び舞台に立たせる。しかし、スターに上り詰める彼

女と入れ替わるように、老芸人は人生の舞台から退場しようとしていた――。名優にして名監督、チャール
ズ・チャップリンの傑作映画の舞台化、待望の再演！！不朽の名作を「チャップリン映画の"マイ・ベストワン”」
と語る石丸幹二が、老芸人・カルヴェロ役に再び挑戦。チャップリン生誕130年の記念すべき年に、アカデ
ミー作曲賞を受賞した名曲“エターナリー”にのせて、再び感動の幕が上がります。

日時／５月８日（水）  １８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席　８，８００円
　　　（一般：１０，５００円）
※未就学児童入場不可

［出演者］美輪明宏、藤堂日向、麿 赤兒、若松武史、大野俊亮、
三宅克幸、プリティ太田、小林永幸、真京孝行、松田拓磨、米
田 敬、谷沢龍馬、菅沼 岳、川瀬遼太、樋口祥久、岡本祐輔、吉
岡佑也、岩井克之、大濱和朗、重岡峻徳、重松直樹　他

★さあ、さあ、お立会い！鬼が出るか、蛇が出るか・・・何が出るかは、はいっ、
見てのお楽しみ！寺山修司が美輪明宏に捧げた伝説的名作。寺山幻想演
劇×美輪ワールドの金字塔！妖しくも哀しい物語が頽廃美あふれるゴー
ジャスにして魅惑的な世界として描かれます。乞う、ご期待！ ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

落合　博満 ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

柴咲　コウ ＦＡＸ申込

日時／４月２９日（月・祝）
　　　１３：３０開演
会場／刈谷市総合文化センター
　　　大ホール
席種／全指定席　２，９００円
　　　（一般：３，７８０円）　
※未就学児入場不可
★元中日ドラゴンズ監督・ゼネラ
ルマネージャー落合博満講演会
2019 オレ流野球の真実、決断
＝実行

日時／５月１０日（金）
　　　１９：００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
　　　６，８００円
　　　（一般：７，５００円）
※未就学児入場不可

★柴咲コウ CONCERT TOUR 2019 ～ EARTH 
THE KO ～

≪サンデーフォーク≫　

ＡＬＩＣＥ ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

角松　敏生 ＦＡＸ申込

日時／５月１１日（土）
　　　１７：００開演
　　　５月１２日（日）
　　　１６：００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  ８，７００円
　　　（一般：９，７２０円）
※未就学児入場不可

★ALICE AGAIN 2019-2020 =限りなき挑戦=

日時／６月１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　８，１００円
　　　（一般：９，０００円）
※３歳以上有料
★TOSHIKI  KADOMATSU 
Performance 2019 Tokyuo 
Boys＆Girls"

≪サンデーフォーク≫　

ファミリーミュージカル　きかんしゃトーマス
ソドー島のたからもの ＦＡＸ申込

すかいらーくご優待券の斡旋
全国のすかいらーく各店（ガスト、バーミヤン、ジョナサン、夢庵、ステーキガスト、グラッチェ
ガーデンズ、藍屋、魚屋路 約２，５００店舗）の店頭でご利用いただけるプリペイドカードです。
■品　　名／すかいらーくご優待券１，０００円券
■斡旋内容／３枚１組　３，０００円分　　　■斡旋価格／２，３００円
■申込資格／会員のみ　一人２組まで
■そ の 他／５００円単位で利用可能。お釣りはでません。使い切りカードです。
■有効期限／最大１８０日

FAX申込
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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

豊田スタジアム

【 2019 明治安田生命Ｊ１リーグ 】 名古屋グランパス ホームゲーム【 2019 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

未定未定 ｖｓ 未定
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）　

座席図

※キックオフ時間等はホームページでご確認ください※キックオフ時間等はホームページでご確認ください

Amazonギフト券Amazonギフト券

　

◆券　　種／Amazonギフト券　カードタイプ　５，０００円分
◆特別価格／４，５００円　※価格には、共済会の補助が含まれております。
◆提供枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）　　◆購入資格／会員のみ（1枚まで）
◆そ の 他／有効期限は約２年です（Amazon発行後）。Amazonのサイトで登録後、ご利用いただけます。登録

の仕方は、とても簡単なので、ぜひご利用ください。なお、お渡しは４月以降を予定しておりますので
ご了承ください。

【Amazon.co.jpのアドレス】　http://www.amazon.co.jp　★検索サイトで、検索してもOKです★
*本プログラムは、公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会による提供です。　本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonでは
お受けしておりません。公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会事務局0564-54-8495までお願いいたします。
*Amazonギフト券細則についてはhttp://amazon.co.jp/giftcard/tc(PC)またはhttp://amazon.co.jp/jpgc_tc_aw(携帯)をご確認ください。
*Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

FAX申込

【重要】●名古屋グランパスでは、価格変動制「ダイナミッ
クプライシング」によるチケット販売が導入されました。

「ダイナミックプライシング」とは、試合日程、席種、市況、
天候、個人の嗜好などに関するビッグデータ分析を基に試
合ごとの需要予測を行い、需要に応じたチケット価格の変
更を自動的に行なうことで、ファンの皆様のニーズに応じ
た"適正価格"で販売を行う仕組みです。
　このことにより、試合ごとのチケット価格が変動いたし
ます。

大相撲名古屋場所 ＦＡＸ申込

【注意事項】
※２月１２日（火）から大相撲名古屋場所事

務所一斉受付となり、事前に席の確保は
出来ておりません。

※２月１０日（日）までに共済会へお申し込み
いただいた方は２月１２日（火）の一斉受
付へ申し込みいたします。２月１１日（月）
以降にお申し込みいただいた方は、順次
都度申し込みいたします。共済会最終受付は２月２０日（水）です。

※共済会最終受付間際の申し込みは、大相撲名古屋場所事務所からの返信が遅くなる場合、また席が取れなかった場合、代替
案がご案内出来ないことがありますので、余裕をもってお申し込みください。

※一斉申し込み後、大相撲名古屋場所事務所にて抽選となりますので、必ずしも席が確保できるとは限りません。
※大相撲名古屋場所事務所では２月１２日（火）の抽選以後は先着順となり、在庫が無くなり次第終了となります。
※限定グッズ付き桝席Ｂは平日限定（7/19除く）です。（グッズ未定）
※人気親方と写真撮影付き桝席Ｂは７/8～7/12限定です。（親方未定）
※人気力士と写真撮影付き桝席Ｂは７/8～7/12限定です。なお撮影会は6/25午後に行われます。（力士未定）
※４歳以上のお子様は有料です。
※ファミリー/シニア桝席は「大人（１６～５９歳）１人以上＋小人（１５歳以下）またはシニア（６０歳以上）１人以上」「シニアのみ」「シニア＋小人」の組み合

わせで利用可能です。大人のみまたは小人のみのご利用はできません入場条件と異なる場合は通常料金との差額をお支払いいただくこととなりま
す。必ず全員揃っての入場となります。発券されるチケットは引換券ですので、観戦当日、会場にて、入場券との引換が必要です。

※人気の日程は要望に添えない場合もございます。ＦＡＸ申込後の日程変更及びキャンセルは承れませんので、十分注意してお申し込みください。
※入場券にはお弁当、お土産はついておりません。また飲食物の持ち込みは禁止です。会場内のレストラン、売店などをご利用ください。

●開催期間／７月７日（日）（初日）～２１（日）（千秋楽）
●場　　所／ドルフィンズアリーナ
　　　　　　（愛知県体育館（名古屋市中区二の丸１－１））
●申込資格／会員のみ（１人１桝もしくは４席、溜席は２席まで）

●斡旋料金／
溜 　 　 　 席 １３，３００円 （一般１４，８００円、定員１名）
桝 　 席 　Ａ ４２，０００円 （一般４６，８００円、定員４名）
桝 　 席 　Ｂ（４人用） ３８，０００円 （一般４２，４００円、定員４名）
限定グッズ付き桝席Ｂ ３８，０００円 （一般４２，４００円、定員４名）
人気親方と写真撮影付き桝席Ｂ ３８，０００円 （一般４２，４００円、定員４名）
人気力士と写真撮影付き桝席Ｂ ３８，０００円 （一般４２，４００円、定員４名）
ファミリー／シニア桝席 ２２，０００円 （一般２４，８００円、定員４名）
桝席Ｃツインボックス １７，０００円 （一般１９，０００円、定員２名）
桝 　 席 　Ｄ　 ６，７００円 （一般  ７，５００円、定員１名）
椅子指定席Ａ　 ４，４００円 （一般  ４，９００円、定員１名）
椅子指定席Ｂ ２，９００円 （一般  ３，３００円、定員１名）

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※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。
※チケットが完売となった場合には、席種の変更をお願いする場合がございます。
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中日ドラゴンズ“オープン戦”の
招待引換券を抽選でプレゼント！
■申込資格／会員のみ（１人１日程まで）
■席　　種／外野応援シート各日１組

2 日（土）3月
対戦相手時　間日　時☆２０１9ナゴヤドームオープン戦

招待引換券プレゼント☆
☆２０１9ナゴヤドームオープン戦
招待引換券プレゼント☆ ＦＡＸ申込 3 日（日）3月

12日（火）3月
13日（水）3月
14日（木）3月
19日（火）3月
20日（水）3月
21日（木）3月

13：00 VS 西武

14：00

22日（金）3月 18：00
23日（土）3月
24日（日）3月

VS オリックス

VS ロッテ14：00

中日ドラゴンズ公式戦 ＦＡＸ申込

席　種 斡旋席数 斡旋価格（2席セット）
ドラゴンズ外野応援席 （２０１9シーズンシート）

ライト側　31 列　R530・R531　２席１組
各試合
１組

巨人戦：2,800円 その他：2,300円
（一般参考価格：１席1,900円）

4,000円 （一般：4,500円）4,400円 （一般：4,900円）4,500円
（一般：5,000円）

3,600円
（一般：4,000円）

1,500円 （一般：2,000円）
3,100円 （一般：3,500円）
1,000円 （一般：1,500円）

2,000円 （一般：2,500円）

おとな・こども

おとな
こども

席 種

内野A
（1塁）

斡旋価格
◎スタンダード ■バリュー★プレミアム

3,500円 （一般：3,900円）
1,500円 （一般：2,000円）

おとな
こども

内野B
（3塁）

※チケット料金は試合日により価格が変動します。　　　※おとな＝高校生以上、こども＝小中学生が対象。
※青色が共済会斡旋価格です。

【共通事項】　会場／ナゴヤドーム　　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。
※内野席は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枚目以上を

ご希望の方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。

４
月

広島

★18：15 ◎18：00 ■18：00
4/2 （火） 4/3 （水） 4/4 （木）

ヤクルト

★18：00 ◎14：00 ◎14：00
4/19 （金） 4/20 （土） 4/21 （日）

DeNA

■18：00 ◎18：00
4/16 （火） 4/17 （水）

阪神

★14：00 ◎14：00 ◎14：00
4/27 （土） 4/28 （日） 4/29 （月）

6

■申込資格／会員のみ（１人１日程まで）
■席　　種／外野応援シート各日１組

日（火）
20日（水）3月
21日（木）3月

14：00：00

22日（金）3月 18：00

VS VS オリックスオリックスオリックス

23日（土）3月
24日（日）3月

◆購入資格／会員のみ　
◆申込方法／２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／３月中旬頃より、ナンブ（株）より順次郵送にて発送
◆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。

花粉症の対策や、その他の薬の補充に家庭用常備薬はいかがでしょうか。
春の家庭常備薬の斡旋 窓口受付

©中日ドラゴンズ

14：00 VS 阪神

巨人

◎18：00 ◎18：00
4/9 （火） 4/10 （水）

VS 楽天14：00
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当選された皆さま、おめでとうございます！
●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）

　・清水　康宏　様　　　　・石川　真穂　様　　　　・鈴木　貴治　様
●２． 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） ・稲垣　稔　様　　　　・山中　亜由美　様　
●３． 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） ・小林　義典　様　　
●４． 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）

　・星野　日出美　様　　　・山本　浩史　様　　　　・　味岡　美保　様
●5． ユナイテッドシネマ岡崎映画鑑賞券…10名様　　（提供：ユナイテッドシネマ㈱　岡崎）

　・板倉　吏香　様　　　　・梅本　恵里子　様　　　・岩本　里枝　様　　　　・成瀬　貴之　様　　　　・石川　貴一　様
　・古里　美香子　様　　　・加藤　きよ子　様　　　・鈴木　義将　様　　　　・斉藤　保奈美　様　　　・鳥居　知奈美　様

●6． 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）
　・赤澤　利幸　様　　　　・山中　賢一　様　　　　・柴田　敏江　様　　　　・神谷　健司　様　　　　・新川　友美子　様
　・平岩　生江　様　　　　・近藤　ひとみ　様　　　・小野田　敦　様　　　　・柴田　弘子　様　　　　・塩谷　雅樹　様

●７． 安城コロナワールド　映画鑑賞券…10名様　　（提供：安城コロナワールド）
　・孕石　哲也　様　　　　・石川　佳央　様　　　　・足立　玲子　様　　　　・松井　孝道　様　　　　・岸川　典子　様
　・他田　雄三　様　　　　・安藤　めぐみ　様　　　・島田　英樹　様　　　　・長田　翔吾　様　　　　・石川　麗捺　様

●８． 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：安城コロナワールド）
　・和田　幸希　様　　　　・原田　雄二　様　　　　・八木　智香　様　　　　・藤田　尚子　様　　　　・奥田　敏夫　様
　・本田　大和　様　　　　・陶山　佑美　様　　　　・都築　政晴　様　　　　・成河　祐樹　様　　　　・加藤　文章　様

●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㈱） 　・宇津野　連治　様　
●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）

　・平岩　美津代　様　　　・鈴木　夏美　様　　　　・石田　文香　様　　　　・矢賀　登紀子　様　　　・青木　富男　様
●１1． 葵湯　入浴施設　ご入湯券ペア…１０名様　　（提供：つるかめＯ＆Ｅ㈱）

　・前田　幸宏　様　　　　・長谷川　れい子　様　　・河合　久枝　様　　　　・後藤　夕妃　様　　　　・原田　智子　様
　・小林　正和　様　　　　・鬼塚　悠子　様　　　　・松本　尚人　様　　　　・志賀　重美　様　　　　・杉浦　佳代　様

●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）
　・渡邉　多衣子　様　　　・大村　和子　様

●１3． なばなの里入場券ペア…2名様　　（提供：日本中央交通㈱）  ・山田　淳平　様　　　　・原田　千絵　様　　
●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） 　・河井　文明　様　　
●１5． 大戸屋お食事券ペア…5名様　　（提供：㈱タニザワフーズ㈱）

　・佐藤　志津子　様　　　・近藤　和加子　様　　　・山本　章　様　　　　　・名倉　康博　様　　　　・鈴木　憲子　様
●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㈱）

　・近藤　明子　様　　　　・山本　貴子　様　　　　・永井　誠二　様　　　　・磯谷　文子　様　　　　・粂田　恵里　様
　・牧野　成孝　様　　　　・池田　敏　様　　　　　・柴田　登美子　様　　　・岩谷　恵美子　様　　　・山本　香　様

●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）　
　・森下　裕介　様　　　　・大平　伸治　様

●18． 髙橋精肉店特製すきやき割下…5名様　　（提供：㈱髙橋精肉店）
　・川渕　博也　様　　　　・杉浦　真秀子　様　　　・青井　陽子　様　　　　・長谷川　保　様　　　　・山口　賢太朗　様

●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：㈱山新）
　・木村　学　様　　　　　・嶋貫　真友　様　　　　・杉浦　圭子　様　　　　・髙田　千鶴　様　　　　・稲垣　完明　様
　・長谷川　真弓　様　　　・澤井　江仁子　様　　　・太田　浩章　様　　　　・山下　大介　様　　　　・岡田　久美子　様

●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）
　・井土　明哉　様　　　　・平岩　友美　様　　　　・松宮　幹子　様　　　　・加藤　貴　様　　　　　・千足　恭子　様
　・竹内　保子　様　　　　・鈴木　敬子　様　　　　・辻　敬雄　様　　　　　・樋江井　有規　様　　　・落合　裕子　様

●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）
　・後藤　芳章　様　　　　・後藤　康昭　様　　　　・中根　邦博　様　　　　・西橋　侑加　様　　　　・大嶋　一成　様

●22． 蒲郡クラシックホテル宿泊招待券ペア…1名様　　（提供：㈱蒲郡クラシックホテル） 　・平田　善祐　様　　
●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）

　・太田　裕之　様　　　　・高橋　和子　様
●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）

　・出口　康祐　様　　　　・倉木　寛子　様

会員感謝企画！お年玉プレゼント！！ の当選者発表会員感謝企画！お年玉プレゼント！！ の当選者発表

岡崎市勤労文化センターを利用してみませんか？

第１・２集会室第１・２集会室

ホールホール

会議や大会はもちろん、ヨガやフラダンスなど体操などにもご利用いただ
けるお部屋もあります。
ホールは３００名まで収容可能です。労働組合関係でのご利用においては
ご予約開始日、ご利用料金とも一般のご利用より優遇されております。
なお駐車場もグラウンド臨時駐車場の利用を含め約２００台駐車可能です。
詳しくは、勤労文化センター（☎５３－４１６３）までお電話いただくか、HPを
検索してください。（ホームページ ： http://www.kyosai-yyy.or.jp/index_kinbun.html ）

検索岡崎市勤労文化センター



総
合
検
査

　セ
ン
タ
ー

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
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★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。

★給付の請求について
　　給付請求のお忘れはありませんか？給付請求期限は、事由が発生してから３年

間となります。共済会では、皆様の申請予定の内容を全て把握することはできま
せんので、ご本人様で責任を持ってご請求くださるよう、お願いいたします。

★会費の口座引落しについて
　　第４期(１・２・３月)分会費の領収書を別に送付いたしますので、ご確認ください。

なおご不明な点については、事務局までお問い合わせください。

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 〉〉〉〉
女性専用　平日夜２３時まで営業　大人女子のための美容院　ヘアーシェーン

ａｔｏｍｉｃ

髪を若返らせる「電子トリートメント」の専門店です！
ママ美容師が施術いたします。カラー、紫外線で
ボロボロになった髪もわずか１２０分で艶髪に！

サービス
内容

商品名（サービス名）
初回来店時、電子トリートメントM３．５
２００ｍｌ（3000円相当）をプレゼント

サービス
内容

商品名（サービス名）
Atomic技術メニュー全て２０％ｏｆｆ
（美容室）（エステ）

※他割引サービスとの併用不可　

※他割引サービスとの併用不可　

■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／岡崎市上地２－１８－２　TEL：0564-53-5074
　　　　　　HP ： https://hairschon.com/
　　　　　　MAIL ： info@hairschon.com

【受付時間】 [月水金] 9:00～13:00／17:00～23:00
　　　　　　[火木土] 9:00～18:00
 [定休日] 毎週日曜　

■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／岡崎市赤渋町上郷中１２　TEL：0564-71-3232
　　　　　　HP：https://hairschon.com/　MAIL：info@hairschon.com

【営業時間】9:00～16:00　［定休日］ 毎週月曜、第２第３日曜日　

美容室atomicでは育毛、エステ、幹細胞ハーブピーリング、歯のセルフホワイト
ニング、水素吸入などの美を提案しています。


