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勤労文化センター ― お菓子の里 飯田城（お買物） ― 飯

田（昼食） ― 水ひき工芸館せきじま（フルーツゼリーすく

い取り体験） ―さくらんぼ狩り食べ放題 ― そばの城（信

州そば試食） ― 勤労文化センター

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

※幼児の方は－１，０００円となります。
※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。

7,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,900000000000円円円円7,900円7,900円
登録家族 8,5008,5008,5008,5008,5008,5008,5008,5008,5008,5008,5008,5008,5008,500円円円円8,500円8,500円
一般同伴者 9,9809,9809,9809,9809,9809,9809,9809,9809,9809,9809,9809,9809,9809,980円円円円9,980円9,980円

会　員

●日　　程／6月30日（日）
●募集人数／40名《最小催行人数30名》
●参加料金／

【
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●さくらんぼ狩り・食べ放題！
●土屋牛のこだわり／①和牛の中でも最高級といわれる

黒毛和牛で生後２８～３２ヵ月程度の子供を産んだこと
のない雌牛。②南アルプスの豊かな自然に恵まれた土
屋牧場で愛情を込めて飼育

●お菓子の里　飯田城（お買物）、水ひき工芸館せきじま
（フルーツゼリーすくい取り体験）、そばの城（信州そば
試食）

行

　程

南信州さくらんぼ狩りと
　  A5ランク土屋牛すき焼き膳
南信州さくらんぼ狩りと
　  A5ランク土屋牛すき焼き膳

17：30頃

8：10

※昼食とさくらんぼ狩りが前後する
　場合があります。
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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4月１日現在／
事業所数734社 会員数：8,106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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　さくらんぼ狩りの季節がやってまいりました！南信州のさくらんぼとA5ランク牛の昼食を
お楽しみください。
　さくらんぼ狩りの季節がやってまいりました！南信州のさくらんぼとA5ランク牛の昼食を
お楽しみください。

イメージ

イメージイメージ
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共済会ニュース５月号

　やわらかいゴムのボールですので、安全にどなたでもお気軽に楽しめます。
職場の仲間と一緒に、健康維持増進にまい進しましょう！

★各賞賞品・参加賞も
　あります

第19回
ＦＡＸ申込

●日　　時／6月29日（土）　９：００受付　９：３０試合開始（午前で終了予定）
●会　　場／岡崎中央総合公園 『武道館』
●募集チーム数／１０チーム程度　　※コートへは４名出場　　※１チーム４～８名程度
　　　　　　　　　　※人数が多くなる場合は、２チーム以上に分けてください。
　　　　　　　　　　※申込多数の場合は抽選を行う場合があります。
●参 加 費／１チーム１，５００円
●参加資格／会員と登録家族
●そ の 他／・試合は、変則のリーグ方式で行います。
　　　　　　・１試合３セット（２セット先取、１セット１５点

先取のラリーポイント制）
　　　　　　・その他、ご質問は共済会事務局までお問

合せください。 第18回大会参加のみなさん
※今回は会場使用抽選の結果、6月の開催となりました。　　※なお今回は、ボールのプレゼントはありません。

■■■  全福センターホームページを活用しよう！  ■■■
　共済会が加盟している団体『一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター』をご存知ですか？！
　宿泊施設やテーマパーク、くらしやグルメなど全国津々浦々のお得な情報が沢山あります。共済会会員の方は、ぜひロ
グインしてみてくださいね！
🏠🏠ホームページアドレス　http://www.zenpuku.or.jp/　もしくは検索サイトで検索！
★共済会会員用ログインIDとパスワードは共済会ガイドブックのP２７に記載してありますので、そち
らをご確認ください！

■ 全福ネットガイドブック2019の配布 ■
　『全福ネットガイドブック2019』を各事業所へ同封しております。全国の宿泊施設、
テーマパークなど、たくさんの施設割引情報が掲載されていますので、ぜひご活用くだ
さい。
※１人１冊ではございませんので、閲覧は事業所ご担当者様までお問い合わせください。

共済会へ新規加入の皆様！初めまして！
　この度は共済会へご加入いただきまして、本当にありがとうございます。皆様の余暇や
生活が豊かなものになるよう、共済会メニューを遠慮なくどしどしとご活用ください！

検索岡崎幸田勤労者共済会

何かご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。今後とも長きに渡り、ご寵愛いただきますよう、
宜しくお願い申し上げます。

★共済会メニューを使ってみていいね！と思ったら、まだ未加入の事業所様をぜひぜひご紹介ください！
　あなたのご紹介をお待ちしています！

●共済会ニュースの活用ステップ
　１　 ＦＡＸ申込  の申込用紙の入手⇒ＨＰから印刷、もしくはお電話ください。
　２　申込用紙を記入して共済会までＦＡＸしてください。
　３　チケット類は４枚まで。申込期日は当月２０日まで。（特別に記載のあるものを除く）
　４　共済会から当落通知をお送りします。あとは、通知内容に従ってください。
　５　 窓口販売  は共済会事務局窓口までお越しください。

●共済会ガイドブックの活用いろは
　い　年度初めにお一人様１冊づつ配付しております。
　ろ　内容は大きく分けて４つ！
　　　①共済会事務局窓口で販売しているチケット ②共済会事務局窓口でお渡ししている補助券
　　　③慶弔の給付金 ④学習、健康、宿泊に関する助成金
　は　申請用紙はＨＰから印刷、もしくはお電話ください。
　　　 ※申請用紙の提出はＦＡＸ不可です。

●共済会ホームページの活用法　
　A　まずは B　トップページが月の大体の概要になっています。
　C　ご希望のページまでリンクをたどってください。 D　ニュースや各種用紙が印刷できます。
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共済会ニュース ５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。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。

岡林信康 ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／７月１０日（水）
　　　１８：３０開演
会場／刈谷市総合文化センター
　　　アイリス小ホール
席種／全席指定　４，１００円
　　　（一般：５，０００円）
※未就学児童入場不可
★1968年に「山谷ブルース」

でレコードデビュー。弾き語りのスタイルで熱狂的な人気を
集め、“フォークの神様”、“反戦フォークの旗手”と呼ばれる
岡林信康。昨年はデビュー50周年記念ツアーを開催し、今
年もその勢いに乗ってツアー開催決定です。

ドライビング・ミス・デイジー ＦＡＸ申込

日時／７月２３日（火）　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　９，５００円
　　　（一般：１０，０００円）
※未就学児童入場不可

［出演者］ホーク・コールバーン(デイジーの黒人
お抱え運転手) ： 市村正親、デイジー・ワーサン
(頑固なユダヤ人未亡人) ： 草笛光子、ブーリー・
ワーサン(デイジーの息子) ： 堀部圭亮
★ブロ一ドウェイ・ロングラン！ピューリッツアー賞受賞！ア
カデミー賞受賞！数々の賞に輝き、世界中の人々の胸を熱
くし感動を与えた不朽の名作です。

松田聖子　～Pre 40th Anniversary～ 
Seiko Matsuda Concert Tour 2019 ＦＡＸ申込

日時／６月１２日（水） １８：３０開演
　　　６月１３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／S席　８，０００円
　　　（一般：８，９００円）
※未就学児童入場不可
※本公演の定価と割引価格の差額は公益財団
法人岡崎幸田勤労者共済会にて補助されてい
ます。

★デビュー40周年を迎える松田聖子。2019年のコン
サートツアーが決定しました！

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

2019 国立ボリショイサーカス 名古屋公演 ＦＡＸ申込

会場／ドルフィンズアリーナ
　　　(愛知県体育館)
席種／○指定席　３，５００円　
　　　☆指定席　２，６００円
　　　（一般：４，９００円）
　※3歳以上有料。　大人・子供同一料金

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

クミコ コンサート　わが麗しき歌物語
～岩谷時子とクミコの歌たち～ ＦＡＸ申込

日時／９月２８日（土） １５：００開演
会場／ウインクあいち　大ホール
席種／全席指定　４，５００円
　　　（一般：７，５００円）
※未就学児童入場不可
★シャンソンで話題！泣き歌の女王・クミコ。
2018年には5年ぶり異例のシャンソンフル
アルバム『私の好きなシャンソン ～ニューベ
スト～』をリリース。作詞家・岩谷時子の楽曲
作品と共に、ココロの扉を開く珠玉の名曲た
ちを、生の歌声でお楽しみください！

≪チケットぴあ≫　

世田谷パブリックシアター＋KERA・MAP＃００９
舞台『キネマと恋人』　 ＦＡＸ申込

日時／７月１２日（金）　１８：３０開演
　　　７月１３日（土）　１８：００開演
　　　７月１４日（日）　１８：００開演
会場／名古屋市芸術創造センター
席種／全席指定　７，２００円
　　　（一般：８，５００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。

［出演］妻夫木聡、緒川たまき、ともさかりえ 他
★ ケ ラリー ノ・サ ンドロ ヴィッチ

（KERA）が台本・演出を手掛け、２０１
６年に初演され大好評を博したあの
傑作舞台が帰ってくる！

≪チケットぴあ≫　

丸美屋食品ミュージカル「アニー」 ＦＡＸ申込
日時／８月３０日（金）　１１：００開演／１５：００開演
　　　８月３１日（土）　１１：００開演／１５：００開演
　　　９月 １ 日（日）　１１：００開演／１５：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席　７，１００円（一般：８，５００円）
※４歳未満入場不可。チケットはお一人様１枚必要。

［出演者］アニー（Wキャスト）：岡菜々子、山﨑 玲奈
ウォーバックス：藤本 隆宏　　ハニガン：早見 優
グレース：蒼乃 夕妃　　ルースター：青柳 塁斗
リリー：服部 杏奈　　他

★大人から子供まで楽しめる、時代を超えて愛され続けている国民的人気
ミュージカル！今日つらい事があっても、明るい明日がきっと来ると信じて
前向きに生きるアニー。そんなアニーの活躍を劇場で応援してください！

神の子どもたちはみな踊る　after the quake ＦＡＸ申込

日時／８月２１日（水） １９：００開演
　　　８月２２日（木） １３：００開演
会場／東海市芸術劇場 大ホール
席種／全席指定　８，８００円
　　　（一般：１０，５００円）　
※未就学児童入場不可

［芸術監督・演出・振付］熊川哲也
［原作］村上春樹
［出演］古川雄輝、松井玲奈、川口 
覚、木場勝己 他
★村上春樹の名作が今夏7月下
旬、待望の日本上演！ ≪チケットぴあ≫　

黒白珠 ＦＡＸ申込
日時／７月６日（土）　１３：００開演
　　　７月７日（日）　１３：００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　８，６００円
　　　（一般：１０，０００円）
※未就学児童入場不可

［出演］松下優也　平間壮一　清水くるみ　植本
純米　村井國夫　高橋恵子　風間杜夫　他
★二人の精鋭クリエイターの手で、2019
年鮮やかに、刺激的に、誕生！ 同じ刻に生を

受けた兄弟がいた。兄は父を愛し、弟も父を愛した。兄は母を知らず、弟も
母を知らない。兄は暗闇の先に光を求め、弟は白光の中で闇を恐れた。
1990年代の長崎ある家族の情景が、心に迫る！ ≪チケットぴあ≫　

ディズニー・アカペラ・コンサート　ディカペラ ＦＡＸ申込
日時／８月２７日（火）　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 ７，２００円（一般：８，５００円）
※３歳以下入場不可。チケットは一人一枚必要(膝上は不可)
★こんなディズニー聴いたことない！ディズニー初・公式アカペラグループ　こ
の夏、日本上陸！全米各地から数多くの応募を受け、個々の歌唱力だけでなく、
パーソナリティやカリスマ性、そして何よりも歌うことをこよなく愛す、ベストな７
人をオーディションにて厳選。ディズニーの“D”とアカペラをミックスした「ディカ
ペラ」が誕生しました。“声”だけでディズニーの名曲の数々を表現する、ディズ
ニー初の公式アカペラグループです。『美女と野獣』『リトル・マーメイド』など不朽
の名作から、『アナと雪の女王』『モアナと伝説の海』など近年のヒット作まで、誰も
が知っている名曲のオンパレード。２つの作品からの楽曲を一つの曲に組み合わ

せたマッシュアップなど、これまで実現したことのない、新たな試みに挑戦しています。ボイスパーカッションと緻密なハーモ
ニーで繰り広げられる、今まで聴いたことのないディズニー音楽の世界を是非ご堪能ください。 ≪チケットぴあ≫　

8月

開演
時間

22日㈭ 23日㈮ 24日㈯ 25日㈰ 26日㈪
○11：00 ○10：30 ○10：30

○13：30
☆16：30

○11：00
○14：00

○11：00
○14：00 ○13：30 ○14：00

○16：30

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

Annie2019©NTV
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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。

郷　ひろみ ＦＡＸ申込 髙橋　真梨子 ＦＡＸ申込

日時／９月７日（土）
　　　１７：３０開演
　　　９月８日（日）
　　　１５：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／全指定席　7，2００円
　　　（一般：８，０００円）
※３歳以上有料　
★Hiromi Go Concert Tour 
2019

仮面ライダースーパーライブ2019 ＦＡＸ申込

日時／６月２９日（土）・３０日（日）
　　　１0：３０／１４：３０　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　２，４００円
　　　（一般：３，０００円）　　
※３歳以上有料、２歳以下は保護者１名に
つき、１名ひざ上鑑賞可
★歴代仮面ライダー終結！音と光
のライブスペクタクル！

日時／９月７日（土） １８：００開演
　　　９月８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　７，９００円
　　　（一般：８，８００円）
※未就学児入場不可　
★Iwatani Presents Mariko 
Takahashi Concert vol.43 
2019 MARICOVERS

森山　良子 ＦＡＸ申込

日時／１０月６日（日）
　　　１６：３０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　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※未就学児入場不可　
★森山良子コンサートツアー
2019-2020　～Prime Songs～

世良公則 x JET ROX ＦＡＸ申込
日時／１０月１３日（日）
　　　１７：３０開演
会場／ダイアモンドホール
席種／全指定席　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※５歳以下入場不可
※親子割引有り：一般チケット購入後、公演日当日
開場時に身分証明書提示にて差額￥3000
キャッシュバック。終演後のキャッシュバック不可。
保護者同伴のお子様（小中学生、何名でも可）対
象。なお、5歳以下の方のご入場は出来ません。
★世良公則 x JET ROX TOUR 
2019

トロカデロ・デ・モンテカルロバレイ団 ＦＡＸ申込 夏川　りみ ＦＡＸ申込

日時／１０月１４日（月）
　　　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　７，８００円
　　　（一般：８，７００円）
※未就学児入場不可　
★トロカデロ・デ・モンテカ

ルロバレイ団 2019年 日本公演

日時／１０月２０日（日）
　　　１６：３０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　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※未就学児入場不可　
★夏川りみ　20th Anniversary 
Tour 2019 『みーふぁいゆー』

第２０回甲山落語会 ＦＡＸ申込

日時／７月２７日（土） １４：００開演
会場／岡崎市甲山開館
席種／全席指定　２，４００円
　　　（一般前売：３，０００円）
※未就学児の入場不可

［真打］瀧川鯉昇［浪曲］玉川太福［曲
師］玉川みね子［前座］瀧川どっと鯉
★一度見たら忘れられない風貌と、師匠が醸し出
す独特の雰囲気が笑いを誘う、落語通なら知らな
い人はいない瀧川鯉昇師匠と、若手浪曲師として
非常に人気が高まっている玉川太福さん他をお招
きして開催します。

≪サンデーフォーク≫　

≪鵜飼興業≫　

≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　 ≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　 ≪幸田町文化振興協会≫　

おかあさんといっしょ　ガラピコぷ～がやってきた！！ ＦＡＸ申込 劇団四季ファミリーミュージカル　はだかの王様 ＦＡＸ申込

日時／６月３０日（日）
　　　①１３：００開演
　　　②１５：３０開演
会場／豊田市民文化会館
　　　大ホール
席種／全指定席　２，０００円

（一般：２，６００円）
※未就学児入場不可　

※舞台に近い席など、座席を選んで購入されたい場合は一般発売をご利
用ください。
★チョロミー、ムームー、ガラピコに会いに行こう！

日時／７月２５日（木）
　　　１７：３０開演
会場／豊田市民文化会館
　　　大ホール
席種／S席一般　４，３００円

（一般：５，０００円）
※未就学児入場不可　
★童話を劇団四季のミュー
ジカルでお楽しみください。

≪豊田市民会館≫　 ≪豊田市民会館≫　

≪岡崎パブリックサービス≫　
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≪チケットぴあ≫　

「スヌーピーミュージアム展」 名古屋会場「スヌーピーミュージアム展」 名古屋会場 窓口販売

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

絶滅動物研究所絶滅動物研究所 窓口販売

≪NHKプラネット中部≫　

あいちトリエンナーレ2019　現代美術（国際現代美術展）あいちトリエンナーレ2019　現代美術（国際現代美術展）　 窓口販売

販売期日：８月21日（水）

販売期間：5月14日（火）～6月30日（日）

販売期日：会期中販売

■会　　期／６月２２日（土）～９月 １日（日）　９：３０～１７：００（入場は閉館３０分前まで）
■休 館 日／毎週月曜日、第４火曜日（6/25、7/23、8/27）　※月曜日が祝日にあたるときはその直後の平日は休館。8/13は特別開館。
■会　　場／名古屋市博物館
■料　　金／一　般　８００円（前売一般　：１，１００円（当日：１，３００円））　
　　　　　　高大生　５００円（前売高大生：　７００円（当日：　９００円））　
　　　　　　小中生　２００円（前売高大生：　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。
★原画もヴィンテージ・グッズも本場の空気もギュッと集めた、特別な展覧会。
２０１６年から２０１８年秋までの期間限定で、東京・六本木にオープンしたスヌーピーミュージアム。スヌーピーファンの聖地として知られるアメリカ・サンタローザの
シュルツ美術館世界初の公式サテライトとして、スヌーピーや「ピーナッツ」の魅力を広く紹介しました。
本展は、スヌーピーミュージアムで開かれた５回の展覧会をぎゅっと凝縮した、とっておきの機会です。２年半の間に展示された、シュルツ美術館の貴重な原画作品
やスケッチ、ヴィンテージ・グッズなどから、選りすぐりの約２００点を大阪で展示します。作者チャールズ・M・シュルツが、約５０年にわたって描き続けた新聞連載コミッ
ク「ピーナッツ」の魅力、登場するスヌーピーやチャーリー・ブラウン、ウッドストックなどの個性豊かな仲間たちをたっぷりと紹介する、かつてない規模の展覧会です。

■会　　期／７月６日（土）～９月８日（日）　９：３０～１７：００（入場は１６：３０まで）
■休 館 日／月曜日［ 7/15（月）、8/12（月）は開館 ］　
　　　　　　7/16（火）、7/19（金）、9/3（火）、9/4（水）
■会　　場／名古屋市科学館　理工館地下2階イベントホール
■料　　金／一　般　８００円（前売一般　：１，２００円（当日：１，４００円））　
　　　　　　高大生　４００円（前売高大生：　６００円（当日：　８００円））　
　　　　　　小中生　１００円（前売高大生：　３００円（当日：　５００円））　※未就学児童無料
★アメリカのスミソニアン博物館をはじめ、日本全国から貴重な剥製や骨格が集結。
人間によって絶滅させられた動物たち、そして、今後絶滅の危機に瀕している動物たちをどのよ
うに守っているのかを東山動物園の取り組みを通してご紹介します。

券種

１DAYパス

フリーパス

区分 チケット料金（販売期間）
会期中販売券 会員価格

1,600円 800円
1,200円 500円

600円 150円
3,000円 2,000円
2,300円 1,500円
1,100円 600円

一　般
大学生
高校生
一　般
大学生
高校生

★あいちトリエンナーレは、2010年から3年ごとに開催されている国内最大規模の国際芸術祭です。4回目となる
2019年は、国内外から80組以上のアーティストを迎えます。国際現代美術展のほか、映像プログラム、パフォーミン
グアーツ、音楽プログラムなど、様々な表現を横断する、最先端の芸術作品を紹介します。

チケットの種類と制度
【１ＤＡＹパス】当日に限り、各会場を何回でもご覧いただけます。
【フリーパス】会期中、各会場を何回でもご覧いただけます。
　　　　　　(オリジナル手ぬぐい付き)
※手ぬぐいは、会期中、各会場インフォメーションでフリーパスを提示の上、お受け取りください。
＊中学生以下は無料です。　　＊高校生は、行事や部活動での観覧の場合、観覧日当日に限り無料です。（要事前申込）　
＊障害者手帳をお持ちの方及び付き添いの方１名までは観覧無料となります。当日、会場のチケット売り場で手帳をご提
示ください。　　＊映像プログラム、パフォーミングアーツ及び音楽プログラムについては、別途入場料が必要となる場
合があります。　　＊大学生・高校生区分のチケットをお持ちの方は、身分証明書をご提示いただく場合があります。

■会　　期／７月２３日（火）～１０月１４日（月・祝）１０：００～１７：３０（入場は１７：００まで）
■休 館 日／月曜日（8/12、9/16、9/23、10/14は開館）　　■会　　場／豊田市美術館
■料　　金／一般　１，０００円（前売一般　：１，４００円（当日：１，６００円））　
　　　　　　大学生　８００円（前売大学生：１，１００円（当日：１，３００円））　※高校生以下無料　
※大学生は7/23～8/4まで無料
※障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名）、豊田市在住の75歳以上は無料（要証明）
　その他、観覧料の減免対象者等については豊田市美術館ホームページをご確認ください。
★19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムト（1862-1918）。
華やかな装飾性と世紀末的な官能性をあわせもつその作品は、いまなお圧倒的な人気を誇ります。
没後100年を記念する本展覧会では、初期の自然主義的な作品から、分離派結成後の黄金様式の時代の代表作、甘
美な女性像や数多く手がけた風景画まで、日本では過去最多となる油彩画25点以上を紹介します。

クリムト展　ウィーンと日本 1900クリムト展　ウィーンと日本 1900 窓口販売販売期日：７月１４日（日）

≪チケットぴあ≫　

志摩スペイン村　感謝デーパスポート ＦＡＸ申込ハッピネス・ヒル寄席 その十二
三遊亭小遊三・林家たい平　二人会 ＦＡＸ申込

日時／７月２８日（日）
　　　１４：００開演
会場／幸田町民会館
　　　さくらホール
席種／全席指定　３，１００円
　　　（一般：３，８００円）　
※未就学のお子様の入場は不可。　
★テレビでお馴染みの両師匠が、
ハッピネス・ヒル寄席に登場です！
爆笑必至の落語会をお楽しみく
ださい！

≪幸田町文化振興協会≫　 ≪名鉄観光サービス≫　

【日付指定券】７月６日（土） または ７月１３日（土）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）

1,000円4,300円パス
ポート 中人

5,300円大人
通常価格 斡旋価格区分券種

3,300円小人・シニア
※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。
※別途料金が必要なアトラクションもございます。

©PNTS
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阪神

◎18：00 ◎18：00
8/12（月） 8/13（火）

巨人

◎18：00 ◎18：00 ◎18：00
8/6（火） 8/7（水） 8/8（木）

DeNA

◎18：00 ◎14：00 ★14：00
7/26（金） 7/27（土） 7/28（日）

阪神

◎18：00 ■18：00
7/15（月） 7/16（火）

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。

©中日ドラゴンズ

８
月

７
月

キリンチャレンジカップ２０１９ ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ 日本代表戦

◎カテゴリー３／５，６００円（前売一般：６，２００円）　※２０枚
◎カテゴリー４／４，６００円（前売一般：５，１００円）　※２０枚
◎カテゴリー５／３，７００円（前売一般：４，１００円）　※１０枚

19：30頃6月5日（水） ｖｓ トリニダード・トバゴ代表
試合日 対戦カードキックオフ

（ナイトゲーム）

※申し込み多数の場合は抽選
※詳しい内容はＨＰでご確認ください。

中日ドラゴンズ　対　阪神タイガース ＦＡＸ申込

■日　　時／７月１７日（水）　１８：００開始
■球　　場／豊橋市民球場
■席　　種／ＳＳ席　５，６００円
　　　　　　（一般：６，２００円）
　　　　　　Ｓ席（3塁側）　４，２００円
　　　　　　（一般：４，７００円）
※４歳以上有料。
※雨天中止
※中止の際の払い戻しは共済会にて

★今年も恒例の豊橋市民球場でのセ・リーグ
公式戦開催！竜戦士の躍動感あふれるプレー
を、野外のナイターでお楽しみください！（開
門予定16：00）

≪チケットぴあ≫　

豊田スタジアム

©中日ドラゴンズ　©阪神タイガース

申込締切：5月15日（水）
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新規契約！ リニア・鉄道館の利用券！新規契約！ リニア・鉄道館の利用券！

富士急ハイランドフリーパスの斡旋

窓口渡し

ＦＡＸ申込

　名古屋のリニア・鉄道館と新規割引契約をいたしました！利用券を共済会事務局窓口でお
渡しいたしますので、会員証をお持ちになってお越しください。

300円
600円

100円
500円

入
館
料

小中高生
1,000円大　人
一般料金 会員料金区分

200円幼　児
※幼児は３歳以上未就学児　　
※会員料金には共済会からの補助が含まれています。
※一度にお渡しできるのは、会員と登録家族人数の２回分までですが、一回のご

利用は会員と登録家族までです。

★東海道新幹線を中心に、在来線から超電導リニアまでの展示
を通じて「高速鉄道技術の進歩」を紹介します。鉄道が社会に与
えた影響を、経済、文化および生活などの切り口で学習する場
を提供します。模型やシミュレータ等を活用し、子どもから大人
まで楽しく学べます。

■施設情報／名古屋市港区金城ふ頭三丁目２番２　TEL：052-389-6100　https://museum.jr-central.co.jp
■開館時間／10：00～17：30（最終入館は閉館３０分前まで）
■休 館 日／火曜日（祝日の場合は翌日）、１２月２８日～１月１日

スリル満点の絶叫アトラクションがいっぱい！
この機会にぜひご利用ください。
■券　　種／フリーパス（大人）　　※アトラクション乗り放題のチケットです。
　　　　　　　　※トーマスランド内のアトラクションもご利用いただけます。
　　　　　　　　※一部フリーパス不可あり。
■斡旋価格／４，２００円（通常料金：５，７００円）
■利用期間／７月～１２月　　　■購入資格／会員のみ（２組まで）
■参　　考／フリーパス：大人（１８歳～）５，７００円、
　　　　　　中人（中高生）５，２００円、小人（小学生）４，３００円、
　　　　　　幼児（１歳～）２，０００円、シニア（６５歳～）２，０００円。
　　　　　　なお入場は無料。

≪丸大食品株式会社≫　

【内容】

丸大食品　デザートギフトの斡旋丸大食品　デザートギフトの斡旋 ＦＡＸ申込

デザートの詰め合わせセットのご案内です。お得な内容です！ 　≪賞味期間：製造日より　常温１８０日≫
●斡旋価格／１，6００円
　　　　　　（一般価格：３，７８０円）
●斡 旋 数／2００セット
　　　　　　《申込多数の場合は抽選》
●購入資格／会員のみ
　　　　　　（１人１セットまで）
●受渡日時／６月中旬以降予定
●受渡場所／共済会事務局窓口
　　　　　　（代金と引き替え）

　　　　セット内容 規格 入数
冷やしぜんざい １００g ２ 
白桃ゼリー １００g ２ 
瀬戸内産レモン果汁使用　シャーベット用ゼリー ６２g ３ 
北海道産メロンゼリー ６２g ２ 
山形県産ラ・フランスゼリー ６2g ２
炭焼珈琲ゼリー 57ｇ 2 
グレープシャーベット用ゼリー ６2g ２
トマト&レモンゼリー ５７g ２ 
マンゴーシャーベット用ゼリー ６2g ２ 

産地直送！宮崎の“訳あり”完熟マンゴー産地直送！宮崎の“訳あり”完熟マンゴー ＦＡＸ申込

●種　　類／宮崎県産　完熟　アップルマンゴー１ｋｇ（訳あり品）
　　　　　　　　※２～８玉入り（大玉・小玉が混ざります）
●斡旋価格／３，０００円（一般：３，７２０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月中旬頃から順次発送予定です。
　　　　　　　　※お届け日の指定はできません。

宮崎産は樹で100％完熟させているため、美味しさが違います！豊富な果汁とともに、濃
厚な甘さが口の中に広がり、とろけるような食感です。「訳あり」の理由は、外観が変形し
ていたり、キズ・黒みがあったり・・・。でも、中身や味は正真正銘「宮崎完熟マンゴー」です。
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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
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吉良観光ホテル

■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／西尾市吉良町宮崎田ノ上１５番地
　　　　　　TEL：0563-32-1181　
　

新規契約

★会費領収書について
　　共済会会費１期分（４月～６月）の領収書を送付していますので、ご確認ください。

★会員情報変更の手続きについて
　　転勤や進学などで同居家族に異動があった場合は、「会員登録変更届」を提出してくださ

い。各種書類は、共済会のホームページからダウンロードしていただくか、電話にてお申し付
けください。毎月２５日までの申込は、翌月の１日が資格取得日となります。２６日以降の申
込は、その次の受付分となりますので、書類のご提出はお早めにお願いいたします。

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 〉〉〉〉

ガイドブックの内容に誤りがありましたので、お知らせします。
　2019ガイドブック・P11・日研農園の４月１日～５月上旬・大人の会員料金に誤りがありましたの
で、お知らせします。
　誤：500円　　正：600円　　となりますので、お詫びして訂正いたします。

●と　き／5月12日（日）　１０：００開催（開始30分は式典をおこないます）
●ところ／岡崎市乙川河川緑地公園（岡崎城　殿橋下流左岸）
　食べ物・飲み物盛りだくさんの模擬店やIPCわんわん動物園、大道芸人も来るよ！
お楽しみ抽選会など内容盛りだくさん！ご参加お待ちしております。
※会場周辺は駐車禁止です。名鉄東岡崎駐車場、岡崎公園駐車場をご利用下さい。　　※雨天中止
●連合愛知三河中地域協議会　☎０５６４－５１－６７１０

お知らせ～誰もが安心して働き続けられる社会をめざそう！～

連合愛知三河中地域協議会  ２０１9  地協  メーデー　一般勤労者への参加のご案内連合愛知三河中地域協議会  ２０１9  地協  メーデー　一般勤労者への参加のご案内

サービス
内容

商品名（サービス名）

宿泊１０％割引き
※直接電話予約に限定

※カード支払不可

地協  メーデー


