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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。

美濃焼き陶芸体験と恵那峡：筍尽くしの昼食・茶臼山芝山桜まつり
美濃焼き手びねり体験と恵那峡でご昼食、南アルプス連峰を
望む花畑・茶臼山芝山桜まつりでお楽しみください

下記旅行会社へＦＡＸ申込

イメージ

イメージ

会

員

10,000
10,000円

登録家族
一般同伴者

【旅のポイント】

●日
程／5月26日
（日）
●募集人数／35名《最小催行人数30名》
●参加料金／

10,500 円円
12,300 円円

程

【重要】

行

※気候により花の開花時期は前後しますので、その点はご容赦ください。
※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。

イメージ

イメージ

●美濃焼き手びねり体験では、湯呑み、茶碗、マグカップ、お
皿、小鉢などを作成。作品は、後日ご郵送。
●昼食は恵那峡山菜園で「筍ごはん食べ放題と飛騨牛たけ
のこづくし」
●特別プレゼント：牛肉ステーキ１００ｇ、野菜１ｋｇ、信州りん
ごパイ１個、地元のお米１合
●茶臼山高原・ロープウェイに乗って芝山桜まつりご観賞

勤労文化センター ― 岡崎IC ― 春日井IC ― ボイスオブセ
8：00

9：30/11：00

ラミックス
（美濃焼き手びねり体験）― 多治見IC ― 恵那IC
― 恵那山菜園（昼食）― 茶臼山高原（2019年芝桜まつり期間中）
11：45/13：00

14：15/16：15

― 豊田松平IC ― 岡崎IC ― 勤労文化センター
18：30頃

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！

◎旅行企画・実施

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。

名鉄観光サービス株式会社

観光庁長官登録旅行業第５５号
〒４４４－０８６０ 愛知県岡崎市明大寺本町３丁目１７番地（角金ビル４階）

《お申込・お問い合わせ》 TEL：0564-21-0720 FAX：0564-21-8448
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

４月号 共済会ニュース

岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内

ＦＡＸ申込

４月７日（日）より受付開始（事前受付不可）
ヨガ教室（初級）
■日
程／５月１１日・１８日、
６月１５日・２９日、
７月１３日・２７日 隔週土曜日 全６回
■時
間／１０：００～１１：３０ ■募集人数／２０名予定（先着）
■参 加 費／無料
■持 ち 物／ヨガマットもしくは大きめのバスタオル、汗ふきタオル、水分補給のための飲物など
■会
場／岡崎市勤労文化センター 第１研修室
■内
容／
“体が硬い…”
“体調を整えたい…”
こんな方にヨガのお話しとやさしいポーズで楽しんでいただけ、
初心者の方にぜひお勧めです。心と体をリラックスさせ、元気な体づくりを始めましょう！
■講
師／AFAAヨガ 認定インストラクター 大庭 由香里 先生
ア

ハ

※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。
（４月７日から受付開始）

産地直送！山形の美味しいさくらんぼ「佐藤錦」

ＦＡＸ申込

さくらんぼの日本一の名産地、山形県で生産者が丹精込めて育て上げた佐藤錦はまるで
赤い宝石！口の中に入れてぷりっぷりの果肉を噛みしめると甘く、瑞々しい果汁が口の中
にあふれ、あなたにこの上ない幸福感を届けてくれます！
●種
類／さくらんぼ「佐藤錦」
①秀品Mサイズ１ｋｇ
②秀品Lサイズ１ｋｇ
●斡旋価格／①３，
１００円（一般：３，
９８０円）
②３，
７００円（一般：４，
９８０円）
●申込資格／会員のみ 計２箱まで
●斡 旋 数／１００セット
（申込多数の場合は抽選の場合あり）
※ご希望の住所へお届けいただけます。郵送料込。
※お届け時期は６月下旬頃～７月中旬頃と収穫時期しだいとなります。

利用施設名称

※お届け日の指定はできません。

ゴ ルフ練 習 場プリペイドカードの 斡 旋
所在地

電話番号

ＦＡＸ申込

斡旋価格

8,500円（一般10,000円（11,500円分））

岡崎グリーンゴルフガーデン 東阿知和町 46－2525
ロイヤルパークゴルフ
大平町
24－1177 9,800円 （一般10,800円（11,500円分））
※ロイヤルパークゴルフは、
ロイヤルパークゴルフは、ゴルフ練習場発行のご自身の会員カードに11,500円分チャージ出来る券を発行致します。なお、記名式の会員カードによりご本人様以外のご利用はできません。

●斡旋枚数／各１００枚《申込多数の場合は抽選》

蒲郡クラシックホテル

●購入資格／会員のみ〈１人合計2枚まで〉

窓口販売

つつじ
ランチバイキング
利 用 チケット

販売期間：４月2日（火）～５月5日（日）

味自慢の料理が勢揃い！
特製料理・スイーツなどホテルの味を食べ放題！

■開催日時／４月29日
（月）
～５月６日
（月）
１１：３０～１４
：３０
（入場は１３：３０まで）
■会
場／蒲郡クラシックホテル バンケットホール（宴会場）
２階
■料
金／大 人：３，
0００円（一般３，
９００円）
小 人：１，
５００円（一般：２，
０００円）
幼 児： ７００円（一般：１，
０００円）
■斡旋枚数／２００枚《先着順》
■購入資格／会員のみ《一人４枚まで》

※大人は中学生以上。
３歳以下は無料。
※共済会事務局窓口にて斡旋販売しますので、電話で残券をご確認の上、会員証を持ってお越しください。
※バイキング、
レストランご予約の方は駐車場、
ホテルの庭園を無料でご利用いただけます。
（その他、期間中は駐車１台に付き500円）

〈ご予約・お問合せ〉
蒲郡クラシックホテル：蒲郡市竹島町１５－１ ☎０５３３-６８-１１１１
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共済会ニュース ４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。
AirAsia Presents メ～テレ MUSIC WAVE 2019
ＦＡＸ申込
～踊るラグーナビーチ～

ウィーン少年合唱団

日時／５月２５日
（土）１２：３０開演
終演２０：００
（予定）
会場／蒲郡・ラグーナビーチ（大塚海浜緑地）
席種／一 般 前売 ７，
２００円（一般：７，
９８０円）
中・高校生 前売 ４，
５００円（一般：４，
９８０円）

※５歳未満入場不可。
５歳以上１人１枚要チケット。

※公演当日に中学生・高校生の方ご本人のみが対象 ※当日
要学生証提示 ※チケット1枚で小学生以下のお子様2名ま
で無料（保護者同伴が必要）
［出演］TRF、DJダイノジ、BOYS AND MEN、祭nine.、RYUCHELL 他 ※出演アーティスト
は随時公式サイトにて追加発表されます。

©www.lukasbeck.com

ＦＡＸ申込
ザ・ブラザース・フォア ありがとう
ジャパンツアー 2019 最後の来日ツアー

※曲目・曲順は変更の可能性がございます。

アルフレッド･ハウゼ タンゴ･オーケストラ

ＦＡＸ申込

日時／６月２１日
（金） １３：３０開演
会場／刈谷市総合文化センター
アイリス大ホール
席種／S席 ７，
５００円（一般：８，
８００円）

日時／６月１０日
（月）
１４：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
ビレッジホール
席種／全席指定 ５，
0００円
（一般：６，
０００円）

※未就学児童入場不可

［プログラム］
ラ･クンパルシータ、
ジェ
ラシー、真珠採りのタンゴ、黒い瞳、
オ
レ･グァッパ、ブルー･タンゴ、べサメ･
ムーチョ 他予定
★コンチネンタル･タンゴの決定版！コンチネンタル･タンゴの王
様として半世紀以上にわたり絶大な人気を誇ってきた伝説の
オーケストラ。ストリングスを強調した大編成によるゴージャスで
重厚なサウンド、血湧き肉躍る躍動感！美しくも切ないタンゴの調
≪チケットぴあ≫
べに酔う真夏の昼下がり――。

※未就学児童入場不可

★60年の感謝を込めて日本のファンに贈
る最後の全国ツアー！2019年、デビュー
60周年を迎える「ブラフォー」が、３年ぶりに来日！しかも、これが最後の全国ツアーと
なることを表明！長年支えてくれた日本のファンへの御礼と感謝を込め、
「七つの水仙」
「グリーンフィールズ」
「遥かなるアラモ」
「500マイル」等、ブラフォー・サウンドの極み
を集めた選曲で贈る、涙と感動あふれるラストツアーをお見逃しなく！ ≪チケットぴあ≫

フジコ・ヘミング 日本デビュー20周年記念
ＦＡＸ申込
特別コンサート

TSUKEMEN LIVE 2019

ＦＡＸ申込

日時／７月１９日
（金）
１８：３０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 ４，
２００円
（一般：５，
２００円）

日時／６月２７日（木）
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 ９，
９００円
（一般：１２，
０００円）

※3歳未満入場不可

★ニューアルバム『X』がクラシック・
チャート1位獲得！Wヴァイオリン＆
ピアノによる3人組インストゥルメンタル・ユニットTSUKEMEN。日本
全国のみならず、欧米・アジアなど世界で500本を超えるライブを開催
し、40万人以上の観客を動員してきた。ポピュラーでもない、クラシック
でもない、新しい音楽の可能性を追求する、3人だけのオーケストラ。家
族と友人と楽しめる唯一無二のステージをお見逃しなく！ ≪チケットぴあ≫

※未就学児童入場不可

［プログラム］ラ・カンパネラ 他予定
★デビュー20周年を記念しての特別な東名阪ツアー！日
本で最も支持されるクラシックピアノの偉才、
フジコ・ヘミ
ング。魂のピアニスト、渾身のソロ・コンサート！

©中嶌英雄

≪チケットぴあ≫

ナプア・グレイグwithハワイアン・フラ・ダンサーズ ＦＡＸ申込
-Halau Na Lei Kaumaka O Uka- JAPAN TOUR 2019

ＦＡＸ申込

日時／７月２９日
（月） 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／S席 ５，
６００円（一般：６，
５００円）

日時／７月１８日
（木） １８：３０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）

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

※2歳以下保護者1名につき1名膝上無料、た
だしお席の必要な方は有料。

★女優、司会、バラエティーなど幅広く活躍する由紀さおりのデビュー５０年を
記念するコンサート。デビュー曲であり、代表曲ともなった『夜明けのスキャット』
が１５０万枚を超えるミリオンセラーとなり、その年の紅白歌合戦に初出場して
５０年。２０１１年には、アメリカのジャズオーケストラPink Martiniとのコラボ
レーションアルバムをリリースし、世界的なヒットとなりました。その功績は、日本
の歌謡曲の魅力を世界に広めたと評価され、芸術選奨文部科学大臣賞など数々
の賞を受賞し、日本を代表する歌手としての地位を確立しました。２０１３年７月には、米ロサンゼルスにある世界
最大級の野外音楽堂「ハリウッド・ボウル」でPink Martiniの公演にゲスト出演しました。デビュー５０年、深みの
ある歌声と、バラエティー番組で培ったユーモア溢れるトークを交えてお届けする、由紀さおりの魅力満載のス
テージ。５０年の感謝を込めてお届けします。どうぞご期待下さい。
≪チケットぴあ≫

EBIKEN The SHOWTIME 2019

［出演］
【カペルマイスター】マノロ・カニン、ウィーン少年合唱団
［公演プログラム（予定）］ウェルナー:野ばら、水野良樹:YELL、皇后陛
下御作曲（天皇陛下御作詞）:歌声の響き
岡野貞一:ふるさと、J．
シュトラウスⅡ:トリッチ・トラッチ・ポルカ、美しく青きドナウ ほか

★世界中で愛され続ける“天使の歌声”ウィーン少年合唱団の創立は1498年。巨匠トスカニーニが「天使の歌声」と評
したことでも有名。世界の数ある少年（少女）合唱団の中でも抜群の人気と実力を誇ります。10歳から14歳の約100名
のメンバーは全員アウガルテン宮殿で全寮制の生活を送り、ハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブルックナーという合
唱団にゆかりのある作曲家の名がついた4つのグループに分かれて活動しています。その澄んだコーラスが聴く人の心
を捉えて離さない「ウィーン少年合唱団」。2019年の公演はブルックナー組が来日します。 ≪チケットぴあ≫

［注意事項］[開場]11：00 / [開演]12：30 (予定) /[終演]20：00（予定） ※雨天決行・荒天中止
★野外だからこそ味わえる非日常感と開放感──２ステージにパワーアップ！フェスのテーマを「踊る」とし、ダ
ンスを得意とするアーティストや心躍るパフォーマンスに定評のあるアーティストが数多く出演。２つのステージ
には絶え間なくダンスチューンが流れ、会場全体が一体となるフェスを目指します。
≪チケットぴあ≫

由紀さおり

ＦＡＸ申込

日時／６月２日
（日） １７：００開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／S席 ５，
７００円（一般：７，
０００円）

［出演］歌・ウクレレ：ナプア・グレイグ（クムフラ）、フラ：ハーラウ・ナ・レ
イ・カウマカ・オ・ウカ、ハーラウ・イ・カ・ヴェキウ、演奏：ハワイアン・バンド
★本場のダンサー、ミュージシャン達による極上のハワイアンステージ！メリーモナーク総合優勝のフラチー
ムによる衝撃の１２０分！ナプア・グレイグ率いるフラチーム『Halau Na Lei Kaumaka O Uka(ハーラウ・ナ・
レイ・カウマカ・オ・ウカ)』がフラの世界大会メリーモナークフェスティバルで総合優勝を果たした感動のフラス
テージを再びお届けします。ミス・アロハ・フラ2018のシャリア、2013のマナラニがステージを彩ります。さ
らに男性のフラダンサーも来日。迫力の古典フラから、ゆったりとした現代フラ、力強い男性フラから、華麗な
女性のフラまで。１２０分に凝縮された極上のハワイアンショーをお楽しみください。 ≪チケットぴあ≫

家入レオ

ＦＡＸ申込

日時／５月２３日
（木）
１９：００開演
会場／名古屋市青少年文化センター
アートピアホール
席種／全席指定 ４，
２００円
（一般：５，
０００円）

ＦＡＸ申込

日時／５月２６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 ５，
８００円
（一般：
６，
４８０円）

※未就学児童入場不可

※４歳以上有料/３歳以下入場不可

★全米No.1！唯一無二のダンス
パフォーマー
‘EBIKEN’
が東海地区初単独公演！世界的人気オーディ
ション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」でアジア人として初優勝。
YouTubeでの動画合計再生回数は１億3000万回超え！世界が注
目する本物のエンターテインメントをお贈りします。 ≪チケットぴあ≫

★家入レオ7th Live Tour 2019
～DUO～
≪サンデーフォーク≫
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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
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。

大黒
申込締切：4月12日
（金）

摩季

稲川

ＦＡＸ申込

日時／６月３０日
（日）
１７：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
大ホール
席種／全指定席 ６，
１００円
（一般：６，
８００円）

※未就学児入場不可

★MYSTERY NIGHT TOUR
2019 稲川淳二の怪談ナイト

★MAKI OHGURO MUSIC
MUSCLE TOUR 2019

申込締切：4月12日
（金）

≪サンデーフォーク≫

※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下さい。

≪サンデーフォーク≫

JUJU

ＦＡＸ申込

日時／７月２７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／全指定席 ６，
１００円
（一般：６，
８００円）

ＦＡＸ申込

日時／７月３日
（水） １８：３０開演
７月４日
（木）１８：３０開演
８月4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，
２００円
（一般：８，
０００円）

※４歳以上有料/３歳以下入場不可

★BRA★BRA FINAL FANTASY みんな de えら
ぼー！with Siena Wind Orchestra

※未就学児入場不可

★-15th ANNIVERSARYJUJU HALL TOUR 2019
「YOUR REQUEST」

≪サンデーフォーク≫

ORANGE RANGE

ＦＡＸ申込

東儀秀樹×古澤巌×coba

ＦＡＸ申込

※未就学児入場不可

※小学生以上チケット必要。未就学児童
のご入場は、同行の保護者の方の範囲
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を大前提とさせ
ていただきます。

★東儀秀樹×古澤巌×coba コンサートツアー2019

★RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 019

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

マジックと音楽と絵本のコンサート

日時／６月８日
（土） １５：００開演
会場／幸田町民会館つばきホール
席種／全席指定
大人 １，
５００円（一般：２，
０００円）
子ども ７００円（一般：１，
０００円）
★出演：谷本賢一郎、マキタスポーツ、つのだりょうこ
ピアノ：ジミー岩崎 ゲスト：幸田少年少女合唱団
大人も子どもも、ハートをわしづかみにされること間
違いなし！異色の3人が生み出すスペシャルなステー
ジをお見逃しなく!!
≪幸田町文化振興協会≫
ＦＡＸ申込

日時／６月３０日
（日）
１７：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席指定
大人 ３，
３００円
（一般：４，
０００円）

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／６月９日
（日） １３：３０開演
会場／幸田町民会館あじさいホール
席種／全席指定 大人 ７００円
（一般：１，
０００円）
子ども ５００円
（一般：７００円）

※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につき1
名まで膝上無料。お席が必要な場合は有料。

美輪明宏 講演会 ～生きやすい生き方～

≪サンデーフォーク≫

日時／９月２０日
（金）
１８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
コンサートホール
席種／全指定席 ６，
３００円
（一般：７，
０００円）

日時／８月１５日
（木）
１９：００開演
会場／Zepp Nagoya
席種／１Ｆスタンディング
４，
５００円
（一般：５，
０００円）

音で遊ぼう！スペシャル・ファミリーコンンサート

ＦＡＸ申込

日時／８月３１日
（土）
１７：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
ビレッジホール
席種／全指定席 ５，
０００円
（一般：５，
５００円）

※４歳以上有料/３歳以下膝上可(ただ
し席が必要な場合は有料）

シエナ・ウインド・オーケストラ

淳二

※3歳以上有料

★「ねこのピート」や「えがないえほ
ん」などの訳者 大友剛さんがやっ
てくる!! マジックあり、音楽あり、
絵本あり！新感覚・参加型エンター
テインメント。 ≪幸田町文化振興協会≫
ＦＡＸ申込
錆色のアーマ
申込締切：4月15日（月）

日時／６月２２日（土）１３：００／１８：００ 開演
６月２３日（日）１３：００開演
会場／岡崎市民会館 あおいホール
席種／全席指定 ７，
２００円（一般：８，
５００円）
※未就学児の入場は不可

［CAST］佐藤大樹(EXILE / FANTASTICS from EXILE TRIBE) 増田俊樹 荒木健太
朗 永田崇人 平田裕一郎 章平 神里優希 今井 稜 大沼優記 西田健二 橋本有一郎 服部
悠 冬川耕佑 宮垣祐也 若宮 亮 佐藤永典 石渡真修 田中しげ美 / 丘山晴己 / 玉城裕規
★2017年に上演された舞台「錆色のアーマ」待望の新作となる本作品は、主演として
孫一役を、先日メジャーデビューを飾り、今春に映画主演を控えるなど今注目を集めてい
るEXILE/ FANTASTICS from EXILETRIBEのメンバー佐藤大樹さん、織田信長役を、声優としてアニメ・洋画・ナ
レーションなど多岐にわたって活躍している増田俊樹さんがW主演として再び登場。また、舞台版の上演を皮切りに、
コミカライズをはじめとした“逆2.5次元”メディアミックス展開がなされているプロジェクトで、すでにコミック「月刊
ジーン」にて2月号より新らたに連載が開始された注目作となっています。 ≪岡崎パブリックサービス≫

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。

★人生に幸福と潤いをもたらす
ために暮らしの中で手軽に実践
できる生きやすいポイントをお届
けします。

≪幸田町文化振興協会≫
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ディズニー・オン・アイス“LIVE YOUR DREAMS”名古屋公演

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！
！
■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

3
土

4
日

5
月

6
火

7
水

8
木

9
金

10
土

11
日

12
月・祝

朝

11：00 ♥10：30

11：00 11：00 11：00

11：00 ♥10：30 10：00 ♥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

19：00

★19：00 ★19：00

★18：00

公演時間：約2時間（途中休憩あり）開場は各開演45分前（予定）
★＝ミッキーマウスグリーティング
♪＝おそろコーデ公演
♥＝コスチューム公演

©Disney, ©Disney/Pixar

■座席表

※８月３日
（土） １０：３０公演はＳ席のみ

■席

種／

土日

平日

大人 4,4００円 こども 3,5００円 大人 3,5００円 こども 2,6００円
S席
（一般価格：5，
９００円）（一般価格：4，
９００円）（一般価格：4，
９００円）（一般価格：3，
９００円）
大人 4,0００円 こども 3,0００円 大人 3,0００円 こども 2,1００円
A席
（一般価格：4，
９００円）（一般価格：3，
９００円）（一般価格：3，
９００円）（一般価格：2，
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。

岡崎市美術博物館

≪中京テレビ事業・チケットぴあ≫

チェコ デザイン１００年の旅

窓口販売

■会
期／４月６日
（土）
～５月１９日
（日）
販売期日：5月19日（日）
■開館時間／１０：００～１７
：００
（最終の入場は午後４時３０分まで）
■休 館 日／毎週月曜日 ※ただし４月２９日（月・祝）、
５月６日
（月・祝）
は開館。
５月７日
（火）
は休館
■斡旋価格／一般（高校生以上） ６００円（一般：１，
０００円）
※岡崎市内の小中学生は無料（わくわくカードまたは学生証を提示）
※各種障がい者手帳の交付を受けている方及びその介助者は無料

★本展では、チェコ国立プラハ工芸美術館の収蔵品を中心に、アール・ヌーヴォーの旗手アルフォ
ンス・ミュシャから世界中で愛される現代のアニメーションまで、
１００年のデザイン史を代表する
家具、食器、ポスター、おもちゃ書籍など約250点により、幅広い魅力を持つチェコの文化をデザ
インの視点からたどります。時を超えて日常を彩り、人生を豊かにするチェコのデザインを、日本
で初めて総合的にご紹介します。

おかざき世界子ども美術博物館

おさるのジョージ展

窓口渡し

「ひとまねこざる」からアニメーションまで－本展では、約２００点の絵画原画や制作のた
めのスケッチを中心に、レイ夫妻の制作にまつわる様々な資料などを展観いたします。原画
ならではの美しい色彩や、色鉛筆や水彩の筆致を間近でご覧いただける貴重な機会です。
■プレゼント枚数／先着６０枚

会員お一人様２枚まで

※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／４月６日(土)～５月２６日(日) ※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日
（ただし４月２９日、
５月６日は開館、
５月７日は休館）
■観 覧 料／一般 ６００円、小中学生１００円
※岡崎市内の小中学生は無料

※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）

名古屋城金シャチ海鮮市場BEER&BBQ

●開 催 日／３月１５日
（金）
～９月３０日
（月）【平日】
１７：００～２２：００ 【土日祝】
１１：００～２２：００
※2時間半の食べ放題、飲み放題（セルフサービス） ※30分前ラストオーダー

※延長料金30分500円

●定 休 日／不定休［荒天日・警報発令時］
●会
場／名古屋城「金シャチ横丁」義直ゾーン内
●斡旋価格／大人 ４，
０００円（一般：５，
０００円）
※ご利用の前に必ずお席をご予約のうえ、当日チケットをお持ちください。
※シニア、未成年、小学生のお客様分は、別途当日ご精算ください。

★今年も名古屋城金シャチ横丁に海鮮BBQビアガーデンが登場！
！キリン「一番搾り」生ビールと、産地
直送の「牡蠣」を中心にした海鮮BBQ。クオリティー＆コスパ最高のスペシャルビアガーデン！
事前に電話もしくはHPから、お席のご予約が必要です。
【予約専用ダイヤル】０７０－１６６６－６７００ 【HP】http://fdbank.jp/nagoya-jyo-beer-bbq/
その他注意／シニア[65歳以上]4,500円、未成年3,500円、小学生2,000円、未就学児無料。全席
禁煙。近くに喫煙所あり。席数516席（予約は全席テント屋根付き）ペットの入場はお断りしておりま
≪チケットぴあ≫
す。予めご了承ください。専用駐車場はございません。
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安城コロナ 天然温泉コロナの湯 入泉券の斡旋

ＦＡＸ申込

安城コロナの天然温泉コロナの湯で身も心もゆったり癒されましょう。
●斡旋価格／１枚 ５００円（通常価格：平日700円・土日750円）
●斡旋枚数／１人１０枚まで
※有効期限６ヵ月

泉質：ナトリウム・カルシウム塩化物（低張性・弱アルカリ性・低温泉）
適応症：神経痛・腰痛・関節痛・五十肩・打撲・捻挫
≪安城コロナワールド≫

６月

セ・パ交流戦

７月

中日ドラゴンズ公式戦

ヤクルト

日本ハム

ＦＡＸ申込

阪神

6/21
（金） 6/22
（土） 6/23
（日） 6/29
（土） 6/30
（日）
◎18：00 ★14：00 ◎14：00 ◎14：00 ◎14：00

広島

（月） 7/9（火） 7/10
（水）
7/6
（土） 7/7
（日） 7/8
◎18：00 ◎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

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）

【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）

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

※チケット料金は試合日により価格が変動します。

©中日ドラゴンズ

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。

※青色が共済会斡旋価格です。

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。

【 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

パロマ瑞穂スタジアム
対戦カード

5月26日（日） 15：00 ｖｓ 松本山雅FC

基準価格

試合日

B価格

B価格

ロイヤル
SS指定席 S指定席 A指定席
シート

キックオフ

対戦カード

・マリノス
8月24日（土） 18：00 ｖｓ 横浜F
（A席・B席のみ）
8月30日（金） 19：30 ｖｓ FC東京

※詳細はホームページでご確認ください

基準価格

B自由席
大人

小中高

ホーム自由席
大人

小中高

基準価格

B価格
C価格

C自由席
大人

小中高

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

ＦＡＸ申込

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

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。
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共済会ニュース ４月号

第60回 中日クラウンズ
●日

●会
●券

ＦＡＸ申込

時／５月２日
（木・休） 予選第１日 ７：００スタート予定
５月３日
（金・祝） 予選第２日 ７：００スタート予定
５月４日
（土・祝） 決勝第１日 ８：００スタート予定
５月５日
（日・祝） 決勝最終日 ７：００スタート予定
場／名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
種／前売通し券（６日間） ９，
０００円（一般：１０，
０００円）
前売通し券（６日間）
＋クラウンズ折りたたみチェア（１脚） ９，
９００円（一般：１２，
０００円）

※前売通し券：大会公式プログラム引換券付、お楽しみ抽選券付 ※クラウンズ折りたたみチェア：引換券を持参の上、
観戦当日会場でお引換えください。
※４／３０
（火・休）公式練習日、
５／１
（水・祝）
プロアマ競技も含め、
６日間観戦可。
予選および決勝は、
１名様で全日観戦、または、
２名様でいずれか１日のみ観戦を選択可能。
※中学生以下は入場無料 ※スタート時間は予定のため、変更の可能性があります。
※公演の詳細はhttp://hicbc.comまで

［出場選手（予定）］

Ｙ・Ｅ・ヤン、石川遼 他

★現存する国内最古の民間トーナメントである中日クラウンズは今年で記念すべき第６０回を迎える。前人未到の６０回目
となる今年の大会でも、選手たちは憧れの王冠を掲げる瞬間を思い描き、戦いに挑む。一打一打に思いを懸けるプレーを、
織り成すドラマを、ぜひ見届けていただきたい。さぁ新元号初のメモリアルチャンピオンは一体誰だろうか・
・
・
？ ≪チケットぴあ≫

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム利用券

プレゼントキャンペーン

■応募期間／２０１9年４月８日
（月）
～７月１２日
（金）
利用券は共済会事務局窓口でお渡ししておりますので、必要な方は事務局までお越しください。共済会ホームペー
ジで詳しい賞品内容をご確認いただけます。
コーポレートプログラムメンバーサイト★ http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/dcp/user/
✂

1

2
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こちらからお切り離しください

公益財団法人 岡崎幸田勤労者共済会
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４月号 共済会ニュース

花フェスタ記念公園 春のバラまつり

販売期間：5月31日（金）まで

窓口販売

●期

間／５月１１日
（土）
～６月１６日
（日）
平日：９：００～１７：００
（入園は１６：３０まで）
土日：８：００～１８：００
（入園は１７：３０まで）
●会
場／花フェスタ記念公園
●入 場 料／大人 ７００円（一般：１，
０００円） ※高校生以下無料。

※身体障害者手帳等お持ちの方および介助者1名様は無料。入園の際、係員にご提示ください。

★花フェスタ記念公園の春の人気イベントが今年も開催します。世界最大規模のバラ園では、原種・オール
ドローズから世界の最新品種までおよそ7,000品種30,000株の色とりどりのバラが開花し、広大な敷地
に漂うゴージャスな香りと麗しいバラの姿に酔いしれる37日間です。見ごろのバラ園を巡るガイドツアーや夜のバラ園を楽しむナイトローズ
ガーデン、ステージイベント、花のテーマパークならではの植物展や体験教室など、多彩な催しが目白押しです。 ※駐車料金無料。 ≪チケットぴあ≫

伊賀大正庵
サービス
内容

商品名（サービス名）

割引率等

５０円引き

１品１２５０円以上（税込み）

※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／会員とその同伴者
■施設情報／岡崎市伊賀町東郷中８２番地１ TEL：0564-21-3848

イオンスポーツクラブ ３ＦＩＴ岡崎 キッズスイミングスクール開校のお知らせ

イオンスポーツクラブ ３ＦＩＴ岡崎でキッズスイミングスクールが開校となり、実施日によっては
プールのご利用に制限がありますので、よろしくお願いします。
■実施日程／毎週水曜日 15：30～18：45
毎週金曜日 15：30～18：45
毎週土曜日 8：30～9：30、13：00～17：15
※上記以外に夏休み等の学校休暇期間中の特別スクール、体験会を開催することがございます。

ロイヤルスポーツプラザの利用方法が変わります

４月１日からロイヤルスポーツプラザの利用方法及び金額が変更となりますので、
ご注意ください。
会員料金

ロイヤル
スポーツプラザ
※毎週（水）定休

540円

共済会
事務局からの
お知らせ

利用制限
会員のみ利用可。年間配付総数７２０枚。月々６０枚まで発行。
有効期限最長３ヵ月。先着順。
（会員月４枚まで）

※来年度以降、契約内容の変更について検討を行うこととしておりますので、
ご了承ください。
※チケット制に移行。共済会事務局窓口でお渡しします。お支払いは現地となります。

★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

★会費の口座引落しについて

４月は、
４・５・６月分の会費の請求月です。
４月１０日(水)にお申し出の口座から引落します
ので、
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。

★お子様のご入学の時期ではありませんか？

会員様のお子様が小学校、または中学校にご入学される方は、就学祝金の対象となりま
す。入学式がお済みになりましたら必要書類を記入し添付書類を付けた上、
ご郵送か事務局
窓口までご提出下さい。書類は、
ホームページからもダウンロードできます。ご質問等ござい
ましたら、事務局までご連絡下さい。

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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