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平成31年２月１日現在／
事業所数743社 会員数：8,204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。

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！
ドラゴンズパック

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！
ドラゴンズパック

45135

45139

■一般旅行代金／

■一般旅行代金／

お一人様（弁当付）

コース番号 45135A
東岡崎駅 7：30 岡崎車庫 7：40

4月 1・3・5・6・7・9・11・13・15・17・21

お一人様（弁当付）

黒色出発 6，
4８０円
赤色出発 7，
4８０円

平日出発 6，
9８０円
土日出発 7，
4８０円

●コース/各地～吉野山（お
花見）～岡崎〈18：30頃〉
・西
尾〈18：４０頃〉

●コース/各地～大阪造幣局（桜
のトンネルお花見）
・大阪城（天守
閣は自由見学〈別料金：大人６００
円〉）～西尾〈19：1０頃〉～各地

西尾駅のみ

西尾駅

● 出発日

● 出発日

岡崎ルート

コース番号 45135B
7：40

4月 2・4・6・8・10・12・14・16・20

西尾ルート

西尾駅 7：00

コース番号 45139B
東岡崎駅 7：50 岡崎車庫 8：00

4月１日（月）～２５日（木）まで毎日設定

※通り抜け開催期間を出発日とさせていた
だく為、出発日の変更をお願いする場合
がございます。
※復路は西尾駅からの降車となり、岡崎車庫
が終点となります。

ドラゴンズパック

ドラゴンズパック

■一般旅行代金／

45906

45890

お一人様（昼食付）

黒色出発

■一般旅行代金／

8，
9８０円

お一人様（昼食付）

黒色出発

赤色出発

8，
9８０円

9，
4８０円

赤色出発

（４才～中学生は200円引き）

● 出発日

9，
4８０円

●コース/各地～豆屋黒兵衛（お買物）～トロッコ亀岡駅－〈嵯峨野トロッコ
列車〉－トロッコ嵯峨駅…嵐山（おばんざいバイキングの昼食・散策）～平安
神宮（参拝・神苑拝観・紅しだれ桜見物～岡崎〈19：40頃〉・西尾〈19：5０頃〉

岡崎ルート

（小人は1,200円引き）

コース番号 45906A
東岡崎駅 7：40 岡崎車庫 7：50

● 出発日

※道路状況により行程が遅れた場合は豆屋黒兵衛の立寄りを割愛させていただきます。
※昼食は１３時すぎからとなり、バイキングは５０分間です。

岡崎ルート

コース番号 45890A
東岡崎駅 7：50 岡崎車庫 8：00

3月 23・27

直接申込

西尾駅のみ

西尾駅

4月 6・8・12・14・16 3月 25・31

3月 28・30

4月 1・4・8

●コース/各地～インクライン（散策）～ハトヤ瑞鳳閣（昼食）～
世界遺産 上賀茂神社（本殿特別参拝・斎王桜など境内の桜鑑賞）
～京都府立植物園（入園）…半木の道（散策）～岡崎〈19：00頃〉

コース番号 45890B
8：00

4月 4・7・13

◆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

※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。

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

３月号 共済会ニュース
窓口渡し

配布期間：3月1日（金）～7月31日（水）

愛知こどもの国南の東幡豆潮干狩りのご案内です。家族や職場、お一人様からお子様まで、どなたで
も、お楽しみいただけますので、ぜひご利用ください。

【利用期間】3月6日（水）～7月31日（水）
●利用時間／干潮の前後２時間程度
●場
所／東幡豆漁協管轄区域（東幡豆海岸・前島（うさぎ島）等）
●利用資格／会員と登録家族《１回につき会員と登録家族人数の２回分まで》
●利用料金／

区

分

大人・子供一律

一般料金

会員料金

1,000円

700円

※割引利用券及び潮見表・案内地図を共済会事務局窓口にてお渡しします。
会員証をご持参のうえ、お越しください。
※割引利用券に必要事項を記入し、会員料金を添えて現地にてお支払いください。

●施設情報／http://www.katch.ne.jp/̃higasihazu-gk

☎0563-62-2068（代）

第33回 働く者の青空フェスタ 参加者募集

ＦＡＸ申込

くらがり渓谷でマス釣り大会や、ちびっ子ゲーム大会、バーベキュー、お楽しみ
抽選会などを開催！参加費は無料です。参加希望の方は詳しい内容をご案内
いたしますので、共済会事務局までご連絡ください。
●日
●会

時／５月19日
（日）１０：００～１３：００（９：００受付開始） ※雨天予備日
場／『くらがり渓谷』
（受付・
・
・花の木広場）
岡崎市石原町字牧原日影3－1 ☎０５６４－８３－２０５７

５月26日
（日）

※駐車場から広場まで約1.1km、徒歩20～25分ほどかかります。

●募 集 数／6家族限定 ※申し込み多数の場合抽選
●主
催／愛知労福協岡崎額田支部
●そ の 他／釣具・餌は１家族１セット。バーベキューの場所・炭･鉄板は用意
していただけます（要予約）が、食材･食器･調味料等は各参加
者でご用意ください。バーベキュー炉は限られておりますので、
共済会参加者同志で譲り合ってご利用ください。

全国共通おこめ券

Ｘ
申込締切：3月15日（金）

ＦＡＸ申込

全国共通おこめ券は、全国のお米屋さんやスーパー、
デパートなどでご利用いただけます。
容／おこめ券２，
２００円分（４４０円分×５枚）
（一般価格：５００円×５枚で２，
５００円）
●斡旋価格／１，
７００円
●購入資格／会員のみ（3組まで）
●そ の 他／・有効期限はありません。
・お釣りはでません。
・一部お取り扱いのない店舗もございます。
・おこめ券１枚で４４０円分ご利用いただけます。
・お渡しは４月以降の予定です。

だ

５

●内

丸大食品 レトルトカレー特別販売
●５１種類のブレンドスパイス使用

①

ＦＡＸ申込

②

③

（各１７０ｇ×４袋入）
（賞味期限約７００日）

① ビストロ倶楽部ビーフカレー甘口

② ビストロ倶楽部ビーフカレー中辛

③ ビストロ倶楽部ビーフカレー辛口

●完熟トマトとバターのコク／あめ色玉ねぎとお肉の旨み

④

（各１５０ｇ×３袋入）
（賞味期限約365日）

④ バターチキンカレー中辛

⑤ キーマカレー中辛

●斡旋価格／各２００円（一般：４３０円）
●斡 旋 数／１人各2つまで （各１００セット・申込多数の場合は抽選）

2

≪丸大食品株式会社≫

⑤

・

・
ま
・

共済会ニュース ３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。

舟木一夫コンサート2019

ボズ・スキャッグス

ＦＡＸ申込

日時／５月１３日（月）１４：００開演
５月１４日（火）１３：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／全席指定 ４，
４００円
（一般：８，
０００円）

日時／５月１４日
（火）
１９：００開演
会場／名古屋市公会堂
席種／Ｓ席 11，
７００円
（一般：１３，
０００円）
※未就学児童入場不可

★最新アルバムが第61回グラ
ミー賞にノミネート！ＡＯＲの帝王
＝ボズ・スキャッグス、来日公演決
定！

※未就学児童入場不可

ニュウニュウ

［予定曲目］高校三年生・学園広場・銭形平次・
修学旅行・絶唱・春はまた君を彩る 他 他
★第一部 和装／第二部 洋装。二
部 構 成 の 和 洋 折 衷 の 豪 華コン
サート！
≪チケットぴあ≫
Ｆ
Ａ
ピアノリサイタル Ｘ申込

≪チケットぴあ≫

名古屋国際音楽祭 ミハイル・プレトニョフ
ＦＡＸ申込
ピアノ・リサイタル

日時／５月１９日（日）１４：００開演
会場／安城市民会館 サルビアホール
席種／全席指定 ２，
８００円
（一般：３，
５００円）

日時／６月２３日
（日） 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 ７，
２００円（一般：９，
０００円）※未就学児童
Ａ席 ６，
３００円（一般：８，
０００円） 入場不可
［プログラム］ベートーヴェン、
リスト
★ピアニストとして世界の頂点を極め、指揮者や作曲家としても驚くべ
き才能で、世界中の聴衆を魅了しているプレトニョフ。1978年、弱冠21
©Rainer Maillard DG
歳でチャイコフスキー国際コンクールのゴールド・メダル及び第1位を受
賞し、国際的な脚光を浴び、世界各地でカリスマ的人気を誇る現代最高のピアニストの一人として活
躍。2006年、突然ピアニスト活動を停止し世界を驚嘆させたが、SHIGERU KAWAIピアノとの出会
いにより、2013年よりピアノ活動を再開。以前にも増して素晴らしい演奏が話題となっている。

※未就学児童入場不可

★音楽一家に生まれ、音楽教師の父より手ほどき
を受ける。6歳になった直後にデビューコンサート
©Chris Lee
を行い、8歳で上海音楽院に史上最年少で入学。そ
の後ニューイングランド音楽院等を経て、2014年、名門NY・ジュリアード音楽院に全奨
学金特待生として入学。日本においては、2009年、弱冠12歳でデビュー。翌年には初
のリサイタルツアーで大きな成功を収めた。2018年4月から放送のNHK総合アニメ
「ピアノの森」で中国人ピアニスト パン・ウェイの演奏を担当している。 ≪チケットぴあ≫

ブラスト！：ミュージック・オブ・ディズニー

※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≫

ＦＡＸ申込
パルコ・プロデュース2019
母と惑星について、および自転する女たちの記録

ＦＡＸ申込

日時／７月１３日
（土）１３：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
０００円（一般：１２，
０００円）
席種／Ｓ席 １０，

申込締切：3月15日（金）

※３歳未満のお子様入場不可。チケットは一人一枚必要（膝上は不可）

［プログラム］
「ビー・アワ・ゲスト」
（『美女と野獣』より）、
「サークル・
オブ・ライフ」『
( ライオン・キング』より)、
「アンダー・ザ・シー」『
( リト
ル・マーメイド』より)、
「彼こそが海賊」『
( パイレーツ・オブ・カリビア
ン』より)、
「メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード」 ほか

※未就学児童入場不可

★2019年夏、
「ブラスト！」とディズニー音楽の世界が帰ってくる！！魅
せる音楽集団「ブラスト！」がディズニー音楽で贈る究極のエンターテイ
メント！日本で125万人以上が感動！トニー賞受賞ブロードウェイ作品
「ブラスト！」と世界で愛されるディズニーの音楽が夢の共演！

≪チケットぴあ≫

劇団四季『ジーザス・クライスト＝スーパースター』
ＦＡＸ申込
《エルサレム・バージョン》

ブロードウェイミュージカル 「ピピン」 ＦＡＸ申込

日時／７月６日
（土） １７：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席 １１，
５００円（一般：１３，
５００円）

日時／７月６日
（土） １３：００開演
会場／名古屋四季劇場
８００円）
席種／Ｓ席 ９，
８００円（一般：１０，

※未就学児童入場不可

［出演者］城田優、Crystal Kay、今井清隆、霧矢大夢、宮澤エマ、
岡田亮輔、中尾ミエ／前田美波里（Ｗキャスト） 他 【Wキャス
トスケジュール】 7/6（土）前田美波里・7/7（日）中尾ミエ
★奇跡が現実になる―。魔法の世界へようこそ。2013年、息をのむほどのエキサイティング
な新演出でブロードウェイに帰還し、同年のトニー賞でミュージカル部門・最優秀リバイバル作品
賞を含む4部門を受賞した傑作ミュージカル『ピピン』。人気作曲家スティーヴン・シュワルツが作
詞作曲を手掛けたミュージカル『ピピン』は、鬼才ボブ・フォッシー（ミュージカル『シカゴ』、映画版
「キャバレー」）による演出と振付で1972年にブロードウェイで初演。当時もトニー賞5冠に輝いた、ブロードウェイミュージカルの名作
中の名作です。2015年9月の来日公演も大好評を得たこの作品の日本語版プロジェクトが始動！旅芸人一座のショーが、今まさに始ま
ろうとしている―。カリスマ的なリーディングプレーヤーが登場し、観客を大いに魅了する。人生という壮大な旅物語、ミステリアスな陰
謀、心温まる笑いとロマンス、そして奇想天外なイリュージョン！永遠に忘れられないドラマが幕を開ける。 ≪チケットぴあ≫

※2歳以下の入場不可。公演当日3歳以上有料（膝上観劇不可）

★イエス・キリストが十字架にかけられるまでの最後の7日
間を、鮮烈なロックミュージックで綴る本作。
『 キャッツ』
『オ
ペラ座の怪人』で知られるアンドリュー・ロイド＝ウェバーが
作曲を行い、作詞は『美女と野獣』
『 ライオンキング』などを
手掛けるティム・ライスという豪華コンビ。ミュージカル界の
撮影：山之上雅信
※これまでの公演より
重鎮である2人は本作で鮮烈なデビューを飾り、当時若き天
才の出現に世界が驚嘆した衝撃のミュージカル。キリストを一人の青年として捉え、
等身大の青春の中にある苦悩を赤裸々に描いた、熱き舞台です。 ≪チケットぴあ≫

劇団四季ミュージカル 『エビータ』

劇団四季ファミリーミュージカル
『カモメに飛ぶことを教えた猫』

ＦＡＸ申込

日時／８月３日
（土）
１３：００開演
会場／名古屋四季劇場
席種／Ｓ席 ９，
８００円
（一般：１０，
８００円）
撮影：山之上雅信

※これまでの公演より

日時／４月２０日
（土） １７：００開演
４月２１日
（日） １３：００開演
会場／穂の国とよはし芸術劇場PLAT 主ホール
席種／全席指定 ６，
３００円（一般：７，
５００円）

［出演］芳根京子、鈴木杏、田畑智子、キムラ緑子
★遠い異国の地で蘇る、長崎の母の幻と記憶・・・。母と娘、愛情ゆえの深
い哀しみを描きながらも、三姉妹がそれぞれ抱える悩み・葛藤にどう向き
合い、未来を選択していくのかを描いた珠玉の物語。
＜あらすじ＞突然の母の死からひと月。私たちは何と決別すればいいの
か。徹底的に放任され、父親を知らずに育った三姉妹は遺骨を持ったまま長
崎からあてのない旅に出る。
「私には重石が三つ必要たい」毎日のように聞かされた母の口癖が頭をめ
ぐる。次第に蘇る三姉妹それぞれの母の記憶。奔放に生き、突然消え去った母。母は、何を欲していたの
か。自分はこれからどこに向かえばいいのか…。三姉妹の自問の旅は続く…。
≪チケットぴあ≫

※曲目は変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

Presentation made under license
from Disney Concerts
© Disney All rights reserved

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／７月３０日
（火） １６：００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 ４，
９００円（一般：５，
４００円）
Ｓ席小学生以下 ２，
９００円
（一般：３，
２４０円） ※3歳以上有料
★新作ファミリーミュージカル『カモメに飛ぶことを教えた
猫』。猫とカモメのヒナとの温かい交流を描いた、劇団四季オリ
ジナルミュージカルです。原作は、チリの小説家、ルイス・セプ
ルベダの同名児童小説。ひん死の母カモメから卵をたくされた
猫のゾルバが、彼女と交わした３つの約束を果たすため、仲間と力を合わせて奮闘する
姿を描きます。このミュージカルを通して伝えられるテーマは、
“殻（から）をやぶる”。登
場するキャラクターたちがそれぞれ自分の殻をやぶって成長していく姿は、
“勇気を
持って、一歩ふみ出すことの大切さ”を教えてくれることでしょう。 ≪チケットぴあ≫

※2歳以下の入場不可。公演当日3歳以上有
料（膝上観劇不可）

★野心と情熱、そして愛。嵐のように生きた33年の生涯。アルゼンチンの片田舎に
私生児として生まれた一人の少女エバ。彼女が大統領夫人となり、33歳でその生
涯を終えるまでの一生を描いた『エビータ』。
『 キャッツ』
『オペラ座の怪人』の作曲
家、アンドリュー・ロイド＝ウェバーの最高傑作を、演出、装置、衣裳、振付に至るまで
磨き上げた本作は、
『エビータ』の決定版と言えます。

≪チケットぴあ≫
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３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。
10th anniversary 藤澤ノリマサ
ＦＡＸ申込
CONCERT TOUR2019 ～威風堂々～

ディズニー ワールド ビート
ＦＡＸ申込
"The Magic Moment_～魔法に出逢う瞬間

日時／４月１０日(水) １８：３０開演
会場／アートピアホール
席種／全席指定 ６，
１００円
（一般：７，
８００円）

申込締切：3月15日（金）

※4歳以上有料、4歳未満入場不可

★ポップスとオペラの歌唱を融
合させた独自の“ポップオペラ”
というスタイルを確立し、2008
年から活動を続ける藤澤ノリマ
サ、10周年の感謝を込めた全国
ツアー開催決定！

伊勢

≪中京テレビ事業≫

正三

ＦＡＸ申込

日時／４月１４日
（日） １８：００開演
会場／愛知県芸術劇場 コンサートホール
席種／Ｓ席 7，
5００円
（一般：８，
７００円）
Ａ席 5，
6００円
（一般：６，
６００円）
※未就学児のご入場はご同伴の場合でもお断りいたします

★ディズニー音楽のエキスパート、ブラッド・ケ
リーが率いるビッグバンド・プロジェクト！ウォルト・
ディズニーの愛したジャズ音楽を、スクリーン映
像と大迫力のビッグバンド・サウンドでお贈りします。 ≪中京テレビ事業≫

Presentation licensed
by Disney Concerts.
©Disney

ＴＵＢＥ

日時／５月２６日
（日）
１7：0０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）

日時／５月３０日
（木）
１８：３０開演
会場／ドルフィンズアリーナ
(愛知県体育館)
席種／全指定席 ７，
４００円
（一般：８，
２００円）

★伊勢正三 Ｌ
ＩＶＥ ２０１９
～Ｒｅ－ｂｏｒｎ～

★TUBE LIVE AROUND
2019

※未就学児入場不可

スガ シカオ

※５歳以上有料

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

松山

日時／５月３１日
（金）
１８：３０開演
会場／名古屋市公会堂 大ホール
席種／全指定席 ６，
１００円
（一般：６，
８００円）
★SUGA SHIKAO HALL TOUR
2019(仮)

敬之

ＦＡＸ申込

※３歳以上有料

★松山千春 コンサートツアー
2019

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

DRUM TAO

日時／７月１５日
（月・祝）
１８：００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）
★Makihara Noriyuki Concert
Tour 2019“Design & Reason”
≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／５月３１日
（金）
１３：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／全席指定 ３，
５００円
（一般：６，
５００円）
★三山ひろしコンサート２０１９。

≪鵜飼興業（株）
≫
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ＦＡＸ申込

※６歳以上有料/５歳以下入場不可

★ザ・
ドラマーズ

福田こうへい
申込締切：3月15日（金）

※未就学児入場不可

≪サンデーフォーク≫

日時／７月２０日
（土）
１３：００／１７：００開演
７月２１日
（日）
１３：００開演
会場／愛知県芸術劇場
大ホール
席種／ＳＳ席 ６，
８００円
（一般：７，
５００円）

※３歳以上有料

三山ひろし

千春

≪サンデーフォーク≫

日時／６月１７日
（月）１８
：
３０開演
６月１８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，
３００円
（一般：８，
１００円）

※未就学児入場不可

槇原

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／４月１８日
（木）
①１３
：
００／②１７
：
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／全席指定
①４，
５００円
（一般：６，
５００円）
※未就学児
②２，
５００円
（一般：６，
５００円） 入場不可
★福田こうへいコンサートツアー
2019 ～一所懸命～。
≪鵜飼興業（株）
≫

共済会ニュース ３月号

浜名湖花フェスタ２０１９
●会

ＦＡＸ申込

期／３月２１日
（木・祝）
～６月３０日
（日）［3/21～5/6］８：３０～１７：３０ ［5/7～6/30］９：００～１７：００
※夜間開演開催日
（3月下旬～4月上旬）
は８：３０～２１
：００ ※入園は閉演の30分前まで

●会
場／はままつフラワーパーク
●入 場 料／前売大人（高校生以上）入場券
前売小・中学生入場券
※未就学児童入場無料

５００円（一般：８００円～１，
０００円）
２００円（一般：４００円～ ５００円）

※花の開花状況などで価格に変動があります。

★みんなが楽しめる、花と緑の公園へおいでよ！ 世界一美しい「桜とチューリップの庭園」
世界一の景色に酔いしれる！ 桜1,300本とチューリップ50万球の贅沢な春をご堪能ください。
◎夜桜ライトアップ 3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノの開花の状況によります。）
◎フジ＆スマイルガーデンのライトアップ 4月下旬～5月上旬（フジの開花の状況によります。）

≪チケットぴあ≫

はなびFes.2019 in ラグーナビーチ

ＦＡＸ申込

■開 催 日／５月１８日
（土） １０：００～２１：００
（予定） ＜はなびFes. OPEN１５：００～／ショータイムSTART１９：２０～
（予定）
＞
ラグナシアOPEN １０：００～
■会
場／ラグーナビーチ
（大塚海浜緑地） 愛知県蒲郡市海陽町2-39
■斡旋価格／S席・イス ４，
０００円 （一般：４，
８００円）
エキサイト砂浜ゾーン
（ブロック指定・レジャーシート付） ３，
６００円（一般：４，
５００円）
特典① 各席種ともラグナシアパスポート付（当日チケット交換所でリストバンドと引き換え）
※5/18（土）のみ有効、翌日順延の場合は5/19（日）のみ有効

特典② エキサイト砂浜ゾーンはレジャーシート付

※SS席・リクライニング ￥8,500の取り扱いはございません。その他プレイガイドにてお買い求めください。 ※未就学児童無
料。但し、席が必要な場合はチケット必要。小学生以上チケット必要。なお、3歳～未就学で無料のお子様は当日ラグナシアを利用
する際には入園チケットが別途必要です。ラグナシア窓口にてお買い求めください。 ※すべてのチケットにラグナシアパスポー
ト付き！昼はラグナシア、夜は音楽花火。一日中楽しめる「はなびFes.」が2019年初夏に帰ってくる。 ※雨天決行。荒天・時化の
場合翌日に順延。翌日も荒天の場合は中止いたします。 ※中止の場合は払い戻しをいたしますが、途中終了の場合の払い戻し
はありません。 ※当日の実施が危ぶまれる場合、
「はなびFes.2019 in ラグーナビーチ」公式ホームページにてお知らせいた
します。 ※スピーカー等で一部見えづらい席がございます。 ※カメラ付き携帯電話・コンパクトカメラ以外での撮影禁止。望遠
レンズ付きカメラ・三脚での撮影を希望の場合は、
「S席・イス」のチケット購入の上、事前申請必要。 はなびFes.実行委員会 事
務局TEL：０５２－５５９－１２５３
（平日10：00～18：00）
詳しくは、
「はなびFes.2019 in ラグーナビーチ」公式ホームページをご覧ください。 https://www.hanabifes.jp

★2018年に引き続き、朝から夜まで一日中楽しめる「はなびFes.」がパワーアップして、三河地域の本格的な花火シーズン到来直前の2019年初夏に開催！
すべての入場券には、
「ラグナシアパスポート」が付いているので、アトラクション乗り放題とエンターテインメントショーを思う存分楽しめ、とてもお得。朝から「ラグナシア」で思
いっきり遊んで、
「フェスティバルマーケット」でお買い物。そして、夜は日本屈指の地元花火師と地元出身のMICRO（from HOME MADE 家族）の選曲&ナビゲートによる音楽を、
最新のコンピュータープログラミングで融合させた、
“花火×音楽”珠玉のエンターテインメントショーを！2019年も「はなびFes.」に、ぜひご期待ください。
≪チケットぴあ≫

誕生30周年記念 ウォーリーをさがせ！展

販売期日：3月28日（木）

窓口販売

●会
期／３月９日
（土）
～４月７日
（日） １０：００～１９：３０ ※最終日は１８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）
●入 場 料／一般
５００円（一般：８００円（当日：１，
０００円））
小・中学生 ３００円（一般：５００
（当日：７００円））
★ウォーリーの貴重な原画が初来日！
さまざまな時代や場所を舞台に人ごみの中から赤白シャツの
“ウォーリー”
をさがしだす人気
絵本シリーズ「ウォーリーをさがせ！」
誕生30周年を記念して、
ウォーリーの貴重な原画が初来日。
細密な絵本原画のほか、初期の設定イラストや作者のマーティン・ハンドフォードさんが子ども
の頃に描いた作品など約150点を展示します。
さらに、原画展のための限定ウォーリーイラストも登場！
きみはウォーリーをさがしだせるか！
？
≪チケットぴあ≫

名古屋市美術館特別展「印象派からその先へ－世界に誇る吉野石膏コレクション」 窓口販売
■会
期／４月９日
（火）
～５月２６日
（日）
５月６日は開館）、
５月７日
（火）※4月23日～5月6日は休まず開館
■休 館 日／毎週月曜日（４月２９日、
■開館時間／午前９時３０分～午後５時、金曜日
（５月３日は除く）
は午後８時まで

販売期日：5月26日（日）

※いずれも入場は閉館の30分前まで

■会
場／名古屋市美術館
■斡旋価格／一般
８００円（一般：１，
２００円（当日：１，
４００円））
高大生
５００円（一般： ８００円（当日：１，
０００円）） ※中学生以下無料

★日本における西洋美術のコレクションは今から百年ほど前、第一次世界大戦が終了した1910年代の末に始まります。松方幸次郎、大原孫三
郎、福島繁太郎といった人々が、日本の西洋美術コレクションの中核となる作品を収集したのがこの時期です。その後も日本人の西洋美術に対
する情熱は衰えず、数々の優れたコレクションが形成され、現在に至っています。
石膏建材メーカーとして知られる吉野石膏株式会社は、1970年代から本格的に絵画の収集を開始し、2008年には吉野石膏美術振興財団を
設立。コレクションのさらなる拡充と調査研究を推進してきました。そうして形成された西洋近代美術のコレクションは、質量ともに日本における
歴代のコレクションに勝るとも劣らぬ内容を誇っています。現在、その多くは創業の地、山形の山形美術館に寄託され、市民に親しまれています。
本展ではバルビゾン派から印象派を経て、その先のフォーヴィスムやキュビスム、さらにエコール・ド・パリまで、大きく揺れ動く近代美術の歴史を
72点の作品によってご紹介します。ミレー、
ドガ、ルノワール、ファン・ゴッホ、ピカソなどの出品作はいずれ劣らぬ名作ばかりで、とりわけピサロ、
モネ、シャガールの三人は、各作家の様式の変遷を把握できるほどに充実しており、見応え十分です。
吉野石膏コレクションが誇る西洋近代美術の傑作の数々をまとめて紹介する展覧会は中部地方では初めてです。知られざる珠玉の名品を、どう
ぞこの機会にご堪能ください。
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■ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《シュザンヌ・アダン嬢の肖像》
吉野石膏コレクション

３月号 共済会ニュース

【 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
豊田スタジアム
試合日

キックオフ

対戦カード

パロマ瑞穂スタジアム

基準価格

試合日

4月20日（土） 14：00 ｖｓ ジュビロ磐田
B価格
4月28日（日） 15：00 ｖｓ サンフレッチェ広島 A価格
5月12日（日） 15：00 ｖｓ 浦和レッズ
D価格

A価格

対戦カード

基準価格

C価格
C価格

※詳細はホームページでご確認ください

B自由席

ロイヤル
SS指定席 S指定席 A指定席
シート

基準価格

キックオフ

6月22日（土） 19：00 ｖｓ 清水エスパルス
7月7日（日） 18：00 ｖｓ 湘南ベルマーレ

ＦＡＸ申込

大人

ホーム自由席

小中高

大人

小中高

C自由席
大人

小中高

７００円 3,1００円 1,5００円
７，
７００円 6,200円 5,2００円 4,6００円 4,1００円 2,2００円 3,3００円 1，

２００円 5,000円 4，
２００円 3,7００円 3,3００円 1,8００円 2,6００円 1,4００円 2,5００円 1,2００円
会員価格 ６，
B価格

７，
2００円 5,700円 4,7００円 4,1００円 3,6００円 1,7００円 2,8００円 1,2００円 2,6００円 1,0００円

会員価格 5，
8００円 4,600円 3，
8００円 3,3００円 2,9００円 1,4００円 2,2００円 1,0００円 2,1００円
C価格

8００円

6，
７００円 5,200円 4,2００円 3,6００円 3,1００円 1,2００円 2,3００円

7００円 2,1００円

5００円

会員価格 5，
4００円 4,200円 3，
4００円 2,9００円 2,5００円 1,0００円 1,9００円

6００円 1,7００円

4００円

6００円 1,8００円

4００円

5００円 1,4００円

3００円

D価格

6，
2００円 4,700円 3,1００円 3,1００円 2,8００円 1,1００円 2,0００円

会員価格 5，
0００円 3,800円 3，
0００円 2,5００円 2,2００円

9００円 1,6００円

座席図

■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）

※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。
※パロマ瑞穂スタジアムは、
Ｓ指定席、
Ａ指定席、
Ｂ自由席のみとなります。

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

中日ドラゴンズ公式戦
ヤクルト

ＦＡＸ申込

広島

５月

5/3
（金） 5/4
（土） 5/5
（日） 5/6
（月） 5/7（火） 5/8（水）
★14：00 ◎14：00 ★14：00 ◎18：00 ■18：00 ◎18：00

DeNA

巨人

６月

5/17
（金） 5/18
（土） 5/19
（日） 5/29
（水） 5/30（木）
◎18：00 ★14：00 ◎14：00 ■18：00 ■18：00

セ・パ交流戦

セ・パ交流戦

楽天

©中日ドラゴンズ

西武

6/7
（金） 6/8
（土） 6/9
（日） 6/18
（火） 6/19（水） 6/20（木）
◎18：00 ★14：00 ◎14：00 ■18：00 ◎18：00 ◎18：00

席 種
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
席種

おとな・こども

内野A
（1塁）

おとな

内野B
（3塁）

おとな

こども
こども

斡旋席数
各試合
１組

斡旋価格
◎スタンダード
■バリュー
4,400円（一般：4,900円） 4,000円（一般：4,500円）

★プレミアム
4,500円
（一般：5,000円）

2,000円（一般：2,500円） 1,500円（一般：2,000円）
3,500円（一般：3,900円） 3,100円（一般：3,500円）

3,600円
（一般：4,000円）

※チケット料金は試合日により価格が変動します。

【共通事項】 会場／ナゴヤドーム

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

1,500円（一般：2,000円） 1,000円（一般：1,500円）

※おとな＝高校生以上、
こども＝小中学生が対象。

申込資格／会員のみ

※青色が共済会斡旋価格です。

※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。
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共済会ニュース ３月号

岡崎ニューグランドホテルお食事券
窓口販売

販売期間／３月１日（金）～３月20日（水）
●利用期間／３月１日
（金）
～５月３１日
（金）
桜期間中／３月23日
（土）
～4月7日
（日）

1,200枚

●斡旋枚数／

※無くなり次第終了

●購入資格／会員のみ《１人４枚まで》

1,600

●斡旋価格／１枚
円（一般：2,100円）
※電話にて残券をご確認のうえ、
会員証を持ってお越しください。

2F 料亭
「おとがわ」

スカイレストラン「パ

【予約 ☎：
０５６４－２１－0116】
■昼席 １１：3０～１４：0０ ■夜席 １７：００～２１：００

イメージ

リ」

※全日予約制、前日17：00までにご予約ください。
※桜期間中個室でのご案内は致しておりません。

【予約 ☎：０５６４－２１－５１２５
（直通）】

桜花膳

●春のスカイランチブッフェ

※桜期間及びGWは２部制

桜クーポン2枚

11:00～12:30/13:00～14:30

（通常料金：4,900円）

『メイン料理＋ブッフェ料理＋ソフトドリンク』

春の香りと彩りが満載
の桜づくしのお膳。

桜クーポン１枚（通常料金：２，
１6０円）

土曜日・日曜日のランチタイム限定特典！
お値段そのままでワインが飲み放題！

イメージ

さくら会席

●夜桜コースディナー

桜クーポン3枚

（通常料金：7,130円）

彩りと香りと豊かな味わいに酔う、桜づくしの
会席料理。

●１日限定１２名様

※前日１５：００までにご予約ください。

1F ラウンジ
「ルポー」

◎グランドコース

桜クーポン２枚（通常料金：４，
75０円）
『お魚のポワレ サフランソース
人参とズッキーニのフリットを添えて
全８品』

■昼席 １１：３０～１４：００
【予約 ☎：０５６４－２１－0116】

他

舞花弁当

◎ロイヤルコース

桜クーポン1枚

桜クーポン３枚（通常料金：7,13０円）
『牛ほほ肉のブレゼ
彩り野菜を添えて 他 全９品』

（通常料金：2,160円）
イメージ

美味しさ満開、
さくら色
に染め上げたお弁当。

★他にスカイレストラン「パリ」では、共済会の会員証提
示で10％割引になります。どうぞご利用ください。★

岡崎ニューグランドホテル
☎0564-２１-５１１１㈹

●予約・総合問い合わせ先／

※貸切の場合がございます。予めご了承ください。
※たいへん混雑が予想されますので、お早めにご予約ください。
イメージ
※利用できない時間帯・人数制限などがありますので、
事前にご確認及びご予約ください。
※市営岡崎公園駐車場をご利用の方は1.5時間まで無料券をホテルより差し上げます。

★詳しくは、同封のチラシをご覧ください！★

中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
●日
●会
●券

ＦＡＸ申込

時／５月24日
（金） 第１日 （予選ラウンド ８：００スタート予定）
５月25日
（土） 第２日 （予選ラウンド ７：３０スタート予定）
５月26日
（日） 最終日 （決勝ラウンド ７：３０スタート予定）
場／中京ゴルフ倶楽部 石野コース （愛知県豊田市芳友町）
種／前売券 １，
6００円（一般：2，
８００円） ※1枚につき1日1名様有効。日にち指定はありません。
※本券は、3日間とも競技が中止にならない限り、払戻し致しません。
※高校生以下は入場無料。但し、中学生以下は保護者同伴の場合に限り入場可能です。

★今年も賞金女王の座を目指し、熱き女の闘いがグリーン上で展開されます。

7

≪チケットぴあ≫

３月号 共済会ニュース
おかざき世界子ども美術博物館

第３１回リトルアーティスト展

－リトルアーティスト絵画コンクール優秀作品－
世界の有名美術家１０代の作品とあわせて見よう！

窓口渡し

■プレゼント枚数／先着６０枚

会員お一人様２枚まで ※１枚で２名まで入場いただける券です。
※無くなり次第終了。数に限りがあるため、必ず行ける方でお願いします。また残券をご確認のうえ、お越しください。
先着順で入場券をプレゼント！会員証を持って、共済会事務局窓口までお越しください。
■会
期／３月９日(土)～３月３１日(日) ※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日、
３月２２日
（金）
■観 覧 料／大人 １００円
中学生以下無料
※各種障がい者手帳所持者とその付添者は無料（各種手帳を提示）

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
りらくる
（（株）
りらく）

契約終了のお知らせ

お知ら

せ

りらくるとの契約が３月末をもって終了いたしますので、お知らせいたします。

お知らせ
２月号共済会ニュースの割引協定施設・特約店からのお知らせに誤りがありました。
atomic HPアドレスは https://www.hairbuild-atomic.com/#top
上記atomicのHPより、
Ｌ
ＩＮＥやインスタグラム、
フェイスブック等をご確認ください。

平成３１年度 スポーツ大会日程

・ソフトミニバレー大会
６月２９日
（土）
・ソフトボール大会
１０月６日
（日）
（予備日：１０月２７日
（日））
・ボウリング大会
７月１９日
（金）
・サンボウル、
１１月１５日
（金）
・グランドボウル
皆様のご参加をお待ち申し上げます。

共済会
ご担当者様と
会員皆様へ
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

★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。
★会員の入退会書類提出期限について
会員の入退会の書類の提出期限は毎月２５日となっております。
２５日までにご提
出いただくと、翌月の１日が会員資格取得日となり、
２６日以降はまたその翌月１日
が会員資格取得日となります。
（例 ２月２６日～３月２５日提出＝３月３１日付退
会、
４月１日付入会）

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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