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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。

健康維持増進健康維持増進

勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― ひるがの高原ＳＡ ― 

高山西IC ― 道の駅ななもり清見（弁当積込・休憩） ― 

（安房トンネル） ― 上高地（散策） ― （安房トンネル） ― 

赤かぶの里（休憩） ― 高山ＩＣ ― ひるがの高原SA ― 

岡崎ＩＣ ― 勤労文化センター

※荒天時は中止となります。
※歩きやすい靴・服装でご参加ください。
※雨具・上着をご用意ください。
※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。

4,504,504,504,504,504,504,500000円円円円4,500円4,500円
登録家族 5,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,500円円円円5,500円5,500円
一般同伴者 6,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,9906,990円円円円6,990円6,990円
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●日　　程／7月27日（土）
●募集人数／40名《最小催行人数35名》
●参加料金／

【旅のポイント】
★穂高連峰を望みながら、河童橋や大正池など
　約２時間の自由散策
★弁当付

下記旅行会社へＦＡＸ申込梓川の清流と穂高連峰の雄姿が迫る。大自然が心潤す、上高地！梓川の清流と穂高連峰の雄姿が迫る。大自然が心潤す、上高地！

19：20頃19：10
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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。

令和元年5月１日現在／
事業所数732社 会員数：8,214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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共済会ニュース６月号

第６7回ボウリング大会（団体戦）

男川やな  割引利用補助券男川やな  割引利用補助券

【注意】　夏の繁忙期、特に土日は大変混みあいます。つかみどりは事前のご予約は出来ませんので、ご了
承ください。お車でお越しの際は近隣の住民の方にご迷惑が掛からないよう、ご配慮をお願いいたしま
す。駐車場には限りがあり、近隣施設には駐車しないようお願いいたします。９月以降は比較的短い待ち
時間でご利用いただけます。

窓口渡し

2,450円
一般料金

1,580円

1,580円

　 2,0００円
会員利用料金

1,2００円

区分
　

3匹つかみどり

バーベキュー
（要予約）

内容
　

つかみどり
生コース

6００円

　大人（中学生以上）

子供（３歳以上）

※バーベキュー幼児食材無しの場合は入場料として５４０円かかります。　　※バーベキュー利用時は飲食物の持ち込みはお断りしております。
※つかみどり後は、鮎をその場で食べることができます。その場合、塩焼きかフライかお選びいただけます（１匹２４０円）。バーベキュー施設を利

用されている方は、そのまま焼いて食べることができます。　　　
※１０月下旬より天然子持鮎料理をお楽しみいただけます。

■利用期間／１１月末まで　　★ただいま開催中！
■利用資格／会員と登録家族
　　　　　　　　※利用補助券は、共済会事務局の窓口でお渡しします。会員証を持参の上、お越しください。チケット記載の注意事項をご覧の上、ご利用ください。

※焼く場合は別途１匹に
つき２４０円かかります

■男川やな／岡崎市淡渕町字日向２３　☎（０５６４）８２－２０８９　
　　　　　　ホームページもあります！　http://home1.catvmics.ne.jp/̃ns5021/otogawayana.html

FAX申込

　今回は春の団体戦です。この機会に新しい職場の
仲間と親睦を深めてください！もちろんご家族でも、
お一人様でもOK！

第65回ボウリング大会参加のみなさん

各賞賞品・
おなじみのストライク賞も

あります

【競技方法】　１． 団体戦で２ゲームの合計点数（１レーン３～４人で投球）で競います。
　　　　　　２． １ゲームにつき女性は１５ピン、小学生以下のお子さんは３０ピンのハンディ付き。
●参 加 費／２ゲーム、貸し靴、軽食、賞品がついて、一人１，０００円
　　　　　　　  ※参加費には、傷害保険料が含まれています。

●日　　時／７月19日（金）　　１８：３０スタート
●会　　場／サンボウル（洞町　☎２３-１１３１）
　　　　　　　  ※駐車スペースが限られるため、なるべく乗り合わせの上ご来場ください。

●募集人数／９０名　※申込多数の場合は抽選
　　　　　　　　　　　　 ※少人数でのお申し込みの方同士で１レーンになる場合もあります。

●参加資格／会員と登録家族

夏の☀トウモロコシ収穫祭！夏の☀トウモロコシ収穫祭！ FAX申込

夏の味覚、トウモロコシの収穫体験！夏休みの思い出にいかがでしょうか。
●日　　時／７月２１日（日）　（予備日：７月２８日（日））
●時　　間／午前の部：１０：００～１２：００　午後の部：１３：3０～１５：3０
●場　　所／幸田町久保田周辺（昨年と場所が変わりました）
●参加資格／会員と登録家族（申し込みは会員のみ）
●参 加 費／１本収穫につき５０円　１組最大１２本まで
●募集人数／５０組　　　●品　　種／ゴールドラッシュ
●そ の 他／申込時に、希望の日時を指定し収穫本数をご記入く

ださい。来場時間は上記時間内にお願いします。混
み合う時間帯は、お車にてお待ちいただくことがあ
ります。雨天決行、荒天中止。天候により生育が遅
れる場合がありますその際は、ご連絡いたします。

　男川の清流にかけられたやなで鮎のつかみ取り。さわやかな
風の中、グループやご家族で楽しんでいただけます。素材にこ
だわったバーベキューをお楽しみいただける施設も人気です！
　バーベキューの他に、美味しい食事もございます！
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共済会ニュース ６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。

沢田研二 ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／７月１１日（木）
　　　１８：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／全席指定　６，３００円
　　　（一般：８，０００円）
※未就学児童入場不可
★50周年・古稀と特別記念公演
が終り、新たな歩みが始まりま
す。

加藤登紀子＆きたやまおさむ  トーク＆コンサート ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／８月２２日（木） 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）
※未就学児童入場不可

［曲目］百万本のバラ、知床旅情、ひ
とり寝の子守唄、愛の讃歌　他予定
★レジェンド、共演！またとない組
み合わせで贈るスペシャルトーク
＆コンサート！この機会をお見逃
しなく！

恐竜どうぶつ園 ＦＡＸ申込
日時／８月１１日（日・祝）
　　　１３：００開演／１５：３０開演
会場／アイプラザ豊橋　講堂
席種／全席指定　２，３００円
　　　（一般：３，０００円）
※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。但し、座
席が必要な場合は有料。
★恐竜がどんな時代を生きて、どんな暮らしをしていた
のか、恐竜どうぶつ園をみればその答えがきっと見つか
ります。恐竜たちとたくさん触れ合えるショーなので、恐

竜にまつわる歴史を楽しく勉強しながら、ラッキーな子どもたちは舞台に上がって赤ちゃん恐竜の
頭をなでたり、レエリナサウラと遊んだり、ティラノサウルスにエサやり体験を楽しめます。もし劇
中に選ばれなくても、公演終了後のふれあいコーナーでは子どもたち全員が恐竜と触れ合ったり、
写真を撮ったりするチャンスがあります。　※上演時間60分（休憩なし） ≪チケットぴあ≫　

立川生志　独演会　～ひとりブタだがや～ ＦＡＸ申込

日時／９月１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。 ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

しまじろうコンサート
「とびだせ！ワクワクぼうけんランド」

ＦＡＸ申込

日時／７月１５日（月・祝）
　　　１２：００／１４：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館フォレストホール
席種／全席指定　２，５００円
　　　（一般：３，１２０円）
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま1名まで
ひざ上無料（席が必要な場合は有料）。
★お子さまが、夢中になって楽しめる参加型コン
サート！声を出して参加できる物語に加え、歌・ダン
スもいっぱい登場！幼児期のお子さまにぴったりの
コンサートです。すべての公演で、撮影タイムつき
の特別ダンスステージをご用意！

≪チケットぴあ≫　

二度目の夏 ＦＡＸ申込
日時／８月２７日（火）　１９：００開演
　　　８月２８日（水）　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／全席指定  ６，６００円
　　　（一般：７，８００円）
※小学４年生以下入場不可

［出演］東出昌大、太賀、水上京香、清
水葉月、菅原永二、岩松了、片桐はいり

★湖畔の別荘を舞台に「嫉妬」が引き起こすひと夏のある出来事
を描く岩松了の新作！ある夫婦と夫の親友、そして彼らの周囲の
男女による、“嫉妬”をめぐる物語が展開。誰もがうらやむような
人生を送りながらも、次第に自らの嫉妬に追い詰められていく

“夫”を東出昌大が、その親友役を太賀が務めます。

化粧二題 ＦＡＸ申込

日時／７月１３日（土） １３：００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　６，６００円
　　　（一般：７，８００円）
※未就学児童入場不可

［作・演出］作：井上ひさし、演出：鵜山仁
出演］内野聖陽、有森也実

★没後10年､｢井上ひさしメモリアル10｣の第4弾！豪華キャストで贈る､この上な
く贅沢な一人芝居×二本立て。大衆演劇の先人たちの遺した珠玉の名台詞の
数々。捨てられた息子を演じる内野聖陽。捨てた母親を演じる有森也実。一人芝居
×二本の濃密な舞台。19年ぶりに楽屋芝居の名作が蘇ります。 ≪チケットぴあ≫　

東儀秀樹　雅楽＆コンサート ＦＡＸ申込
日時／８月２８日（水）　１５：００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　５，９００円（一般：７，０００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

［主な予定曲目］第１部：～東儀秀樹による古典雅楽公演～　越天楽、納曽利、他
第２部：～東儀秀樹とゲスト溝口肇によるスペシャル・コンサート～ 浜
辺の歌、枯葉、ミスターロンリー、世界の車窓から、リベルタンゴ、他
※予定曲目は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★日本の重要無形文化財であり、ユネスコの無形文化遺産にも登録されて
いる「雅楽」。1300年の長きにわたり雅楽を世襲してきた楽家・東儀家出身
の東儀秀樹が登場します。第1部は、東儀秀樹による古典雅楽の公演。第2部
は、テレビ朝日系列『世界の車窓から』テーマ曲で人気のチェリスト・溝口肇と

ともに、それぞれのオリジナル楽曲をはじめ、ポップスのレパートリーを中心とした「東儀秀樹とゲスト溝口肇によるス
ペシャル・コンサート」。時代をこえた、皆様にお楽しみいただけるプログラムでお届けします。

≪チケットぴあ≫　

ベンチャーズ　ジャパン・ツアー　２０１９ ＦＡＸ申込
日時／８月１１日（日・祝）　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／全席指定　５，１００円（一般：６，０００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

［出演者］リオン・テイラー（Dr）、ボブ・スポルディング
（G）、イアン・スポルディング（G）、ルーク・グリフィン（B）
［予定曲目］ダイアモンド・ヘッド、パイプライン、10番街の殺人、ウォーク・ドント・ラン、雨の御堂
筋、二人の銀座、京都の恋、京都慕情、キャラバン、ハワイ・ファイブ・オー、朝日のあたる家、他
★夏だ！エレキだ！ベンチャーズ！！伝説のエレキインスト・ロックバンド「ベンチャーズ」が２０１

９年の夏も、日本中でツアーを繰り広げます！１９５９年結成のベンチャーズは、今年、６０周年を迎えます。ロック・バンドの先駆けとして“エレクト
リック・バンド・サウンド”を確立し、全米ヒット・チャートに１４曲のシングル・ヒットと、３８枚のアルバム・ヒットを立て続けにチャートインさせまし
た。１９６２年に初来日を果たして以来、日本において空前の“エレキ・ブーム”をもたらし、その後、“ベンチャーズ歌謡”の連続ヒットを重ね、日本
の音楽文化に多大な影響を与えてきました。これまでの来日回数７３回、日本での公演回数も２７００以上、これまでの総員数は３００万人を超
え、ベンチャーズは、すっかり日本の夏の風物詩として親しまれてきました。当時のテケ・テケ・サウンドはそのままに、『ダイアモンド・ヘッド』や

『パイプライン』など数多くのヒット曲でお届けする結成６０周年を記念するステージに、どうぞご期待下さい。 ≪チケットぴあ≫　

さだまさし ＦＡＸ申込

日時／７月２日（火） １８：００開演
　　　７月３日（水） 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／全席指定　７，８００円
　　　（一般：８，６４０円）
※未就学児童入場不可
★日本で最も多くのソロ・コンサートを
行った歌手であり回数は実に4,000
回を越え、現在も記録を伸ばし続けて
いる。数々の名曲とともにトークの軽
妙さをお楽しみください。≪チケットぴあ≫　

申込締切：6月11日（火）

申込締切：6月13日（木）

申込締切：6月13日（木）

申込締切：6月13日（木）

©Benesse Corporation／
　しまじろう
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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。

劇団四季ミュージカル 『パリのアメリカ人』 ＦＡＸ申込

豊橋祇園祭　打ち上げ花火大会 ＦＡＸ申込

日時／９月２８日（土） １３：００開演
　　　１２月１５日（日） １３：００開演
会場／名古屋四季劇場
席種／S席　１０，８００円
　　　（一般：１１，８８０円）
※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）

★小粋に華やかに―スタイリッシュなダンスが描く、パリの恋。劇団四季がお届
けする最新作は、心も躍る上質なミュージカル。2015年にトニー賞4部門に輝
いた『パリのアメリカ人』です。戦争に傷ついたパリの街で、若者たちが新しく見
出す、芸術と愛の光。深い感動を呼びおこす物語を、小粋で華やかなステップと
ともにお届けいたします。贅沢なひとときをお楽しみください。

清塚 信也 ピアノリサイタル ＦＡＸ申込

日時／９月７日（土） １５：００開演
会場／岡崎市民会館あおいホール
席種／全席指定　４，７００円
　　　（一般前売：５，５００円）
※未就学児の入場不可　
★2013年には映画『さよならドビュッシー』で岬洋介役と
して俳優デビューするなど、マルチピアニストとして年々活躍
の幅を広げ、その勢いは留まるところを知らない。同年10～
12月放送のTBS系金曜ドラマ『コウノドリ』（主演：綾野剛）で
はピアノテーマおよび監修を手掛ける。ピアノのテクニック
はもちろん。近年ではテレビのバラエティー番組にも多く登
場し、そのバイタリティー豊かな表現で人気を集める。

日時／７月２０日（土）
　　　１９：１０～(予定)
会場／豊川河川敷
席種／階段席　４，５００円
　　　（一般：５，０００円）　
※３歳以上有料。２歳以下はひざ上に限
り無料。但し、席が必要な場合は有料。
★荒天時および河川の増水時は翌日
に延期となります。翌日も同様の場合、

中止となりますがチケットの払い戻しは出来ません。会場周辺に駐車場はござい
ませんので、公共交通機関をご利用下さい。観覧席は禁煙です。タバコは指定の
喫煙所をご利用下さい。ペットを連れてのご入場は出来ません。

令和元年  岡崎花火大会  菅生祭  鉾船奉納花火 ＦＡＸ申込

日時／８月３日（土）
　　　１８：５０～(予定)
会場／乙川河畔（殿橋下流）
席種／６人桝席(６枚組) ７５，０００円
　　　（一般：７８，０００円）
　　　ゆったりペア席(２枚組) ３７，０００円
　　　（一般：３９，０００円）

※２歳以上有料。※６人升席は１歳以下２名までは追加入場可能。
※ゆったりペア席は１歳以下は入場不可。
※敷物をご持参ください。（折りたたみイス禁止）
※座席位置の詳細などは菅生神社ＨＰにてご確認ください。

THE ICE（ザ・アイス）2019　名古屋公演 ＦＡＸ申込
日時／８月３日（土） １２：００開演／１７：００開演
会場／武田テバオーシャンアリーナ
 ＜名古屋駅からあおなみ線で24分。終点 金城ふ頭駅から徒歩1分＞
席種／スタンドSS席 １８，８００円（一般：２２，０００円）
※ご希望時間を第２希望までお受けいたします。
※3歳以下は入場不可。4歳以上はチケットが必要です。

［出演予定スケーター（4/22時点）］宇野昌磨、ネイサン・チェン、ボーヤン・ジン、ロマン・ポンサー
ル、アリーナ・ザギトワ、マライア・ベル、本田真凜　ほか　※出演スケーター情報は、公式HPに
て随時発表いたします。どうぞご期待ください。THE ICE公式HP：http://fs-theice.com
　※出演スケーターの変更に伴うご購入・申し込み後の変更、キャンセル、払戻し不可。
★昨夏「REBORN 新伝説」と位置づけて開催され、絶大な反響を得たザ・アイスが、今年夏に更にパワーアップして帰っ
てくる！！宇野昌磨、ネイサン・チェン、ボーヤン・ジンの大人気“三銃士”の出演決定に加え、ロマン・ポンサール、マライア・ベル
ら、他のアイスショーではなかなか観ることのできない人気スケーター達が世界から集結する。また、あらゆる面で溢れる
才能を発揮するネイサン・チェンがグループナンバー振付に初挑戦！今年のザ・アイスの興奮は、絶対に見逃せない！！！
※公演時間：約２時間３０分（途中休憩１５分）予定

御園座　志村魂 ＦＡＸ申込

日時／８月１８日（日）
　　　１７：００開演
会場／御園座
席種／Ａ席　８，８００円
　　　（一般：９，８００円）
★志村けん一座　第１４回公演
　志村魂。夏恒例の志村魂！今年
も殿が待ってるぜ！殿と一緒に名
古屋の暑さもぶっ飛ばせ！ようこ
そ！笑いと感動の世界へ。

日時／８月１４日（水）
　　　１１：００開演
会場／御園座
席種／Ａ席　７，７００円
　　　（一般：８，５００円）
※３歳以上有料

［主な出演者］ピーターパン・吉柳
咲良、フック船長・ＥＸＩＬＥ　ＮＥＳ
ＭＩＴＨ。　
★大切な人に伝えたい、夢と冒険
あふれる感動の物語。

労福協ファミリー映画会　無料鑑賞のご案内！ ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　≪岡崎パブリックサービス≫　

≪チケットぴあ≫　 ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　 ≪御園座≫　

御園座　夏休み！吉本新喜劇＆バラエティ公演 ＦＡＸ申込 御園座  ブロードウェイ・ミュージカル  ピーターパン ＦＡＸ申込

日時／７月２５日（木）
　　　１６：００開演
会場／御園座
席種／Ａ席　６，３００円
　　　（一般：７，０００円）　　　
★７月２５日（木）の出演者：おば
け・藤崎マーケット・トレンディエン
ジェル・もりやすバンバンビガロ・
河内家菊水丸・ＣＯＷＣＯＷ・中川
家。吉本新喜劇（座長：辻本茂雄）
※変更が生じる場合があります。

≪御園座≫　 ≪御園座≫　

≪労福協岡崎・額田支部≫　

日　　時／７月２７日（土）　9：10受付
上映時間／9：40～11：50
場　　所／岡崎市民会館  岡崎市六供町出崎１５－１　☎２１－９１２１
上映作品／モンスターホテル
参加資格／会員と登録家族
斡旋枚数／30家族程度《申込者多数の場合は抽選》
申込方法／専用の用紙に参加者全員をご記入の上ＦＡＸでお申し込み下

さい。
※子どもだけでの参加はできません。　※申込者及び登録家族以外の参加は出来ません。
※駐車場の収容台数が少ないため出来るだけ公共交通機関をご利用ください。
※近くの籠田公園駐車場は市民会館利用者に限り、３時間無料になります。

お子様には
お菓子を
プレゼント！
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東京バレエ団　子どものためのバレエ
ドン・キホーテの夢 ＦＡＸ申込

日時／８月１１日（日）
　　　１６：００開演
会場／幸田町民会館
　　　さくらホール
席種／全席指定　２，４００円
　　　（一般：３，０００円）
※３歳以下のお子様の入場はご遠慮ください。
★スペインを舞台にくりひろげられる愛と
冒険の物語。子どもたちが楽しめるように、
たくさんの見せ場とお話し付きで、初めての
バレエ鑑賞にピッタリ！

≪幸田町文化振興協会≫　

ものまねエンターテイメント！コロッケコンサート
～笑う顔には福来たる！～ ＦＡＸ申込

日時／９月１２日（木）
　　　１６：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席指定　４，５００円
　　　（一般：５，５００円）
※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
★ものまねのレパートリーはゆう
に300種類を越す、ものまね界
のパイオニア的存在、コロッケが
お送りする一大ものまねエンター
テインメント。

≪幸田町文化振興協会≫　

宝塚歌劇　月組　梅田芸術劇場メインホール公演
ブロードウェイ・ミュージカル「ＯＮ ＴＨＥ ＴＯＷＮ」 ＦＡＸ申込

日時／８月１１日（日）　１２：００開演
会場／梅田芸術劇場メインホール
　　　（大阪市北区）
席種／Ｓ席　７，９００円
　　　（一般：８，８００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
★主演：珠城りょう、美園さくら。ブロード
ウェイ・ミュージカルの古典に現代的なエッ
センスを織り交ぜたエネルギッシュで心踊
る舞台をお届け致します。 ≪㈱梅田芸術劇場≫　

稲垣　潤一 ＦＡＸ申込

日時／１０月１４日（月・祝）
　　　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　６，１００円
　　　（一般：６，８００円）
※未就学児入場不可　
★稲垣潤一コンサート2019

日時／１１月２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　７，４００円
　　　（一般：８，２５０円）
※４歳以上有料／３歳以下入場不可
※未就学児童は保護者膝上での鑑賞に限り入
場無料、座席が必要な場合はファミリー席（小
人）チケットをお買い求めください。ファミリー
席チケットのお取扱いはございません。
★35th Anniversary Live Love Life 
Sweet Emotion Tour 2019-2020

≪サンデーフォーク≫　

DRUM TAO ＦＡＸ申込 渡辺　美里 ＦＡＸ申込

日時／１０月６日（日）
　　　１６：３０開演
会場／アイプラザ豊橋
　　　講堂
席種／Ｓ席　６，３００円
　　　（一般：７，０００円）
※６歳未満入場不可　
★DRUM TAO 2019年新
作舞台 ザ・ドラマーズ

≪サンデーフォーク≫　 ≪サンデーフォーク≫　

高嶋　ちさ子 ＦＡＸ申込

日時／１１月１０日（日）
　　　１５：００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　５，４００円
　　　（一般：６，０００円）
※未就学児入場不可　
★高嶋ちさ子 12人のヴァイオリ
ニスト コンサートツアー2019 
女神たちの饗宴～Favo r i te 
Classic Melody～

≪サンデーフォーク≫　

平原　綾香 ＦＡＸ申込

日時／９月１５日（日）
　　　１６：３０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　６，１００円
　　　（一般：６，８００円）
※未就学児入場不可　
★平原綾香 CONCERT TOUR 
2019 ～ 幸せのありか ～

≪サンデーフォーク≫　

落合　博満 ＦＡＸ申込

日時／９月１４日（土）
　　　１３：３０開演
会場／一宮市民会館
席種／全指定席　２，９００円
　　　（一般：３，７８０円）
※未就学児入場不可　
★落合博満　講演会2019

≪サンデーフォーク≫　

岸谷　香　KAORI　PARADISE 2019 ＦＡＸ申込

日時／９月２８日（土）
　　　１６：００開演
会場／幸田町民会館
　　　さくらホール
席種／全席指定　４，０００円
　　　（一般：５，０００円）
※３歳以上有料。３歳未満は保護者１

名につきお子様１名まで膝上無料。お席が必要な場合は有料です。
★昭和、平成、そして令和と3時代を駆け抜けてきた岸谷香
の楽曲たち。プリンセスプリンセス「M」、「Diamonds(ダイ
アモンド)」ほか岸谷香の最新ソロ作品をピアノとアコース
ティックギターでお届けします。 ≪幸田町文化振興協会≫　

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。

申込締切：6月17日（月）

申込締切：6月10日（月）

ⓒ宝塚歌劇団
Music by LEONARD BERNSTEIN
Book and Lyrics by BETTY COMDEN and ADOLPH GREEN Based on a Concept by JEROME ROBBINS



6

共済会ニュース６月号

中日ドラゴンズ公式戦 ＦＡＸ申込

©中日ドラゴンズ

広島

◎18：00 ◎14：00 ◎14：00
8/23（金） 8/24（土） 8/25（日）

DeNA

■18：00 ◎14：00 ◎14：00
9/6（金） 9/7（土） 9/8（日）

ヤクルト

◎18：00 ◎14：00 ★14：00
8/30（金） 8/31（土） 9/1（日）

巨人

◎18：00 ◎18：00 ◎18：00
8/20（火） 8/21（水） 8/22（木）

８・９
月

８
月

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。

【 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

ＦＡＸ申込

■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）　 座席図
※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。

豊田スタジアム

基準価格 SS指定席SS指定席 S指定席S指定席 A指定席A指定席
大人大人 小中高小中高

B自由席B自由席
大人大人 小中高小中高
ホーム自由席ホーム自由席ロイヤル

シート
ロイヤル
シート

A価格

B価格
会員価格

７，７００円

６，２００円

７，2００円

5，8００円

6,200円

5,000円

5,700円

4,600円

5,2００円

4，２００円

4,7００円

3，8００円

4,6００円

3,7００円

4,1００円

3,3００円

4,1００円

3,3００円

3,6００円

2,9００円

2,2００円

1,8００円

1,7００円

1,4００円

3,3００円

2,6００円

2,8００円

2,2００円

1，７００円

1,4００円

1,2００円

1,0００円会員価格

19：00 A価格8月10日（土） ｖｓ 川崎フロンターレ
18：00 B価格7月20日（土） ｖｓ ガンバ大阪

試合日 対戦カードキックオフ 基準価格

※詳細はホームページでご確認ください

◆券　　種／５００円券　　１０枚１組（５，０００円分）
◆斡旋価格／４，５００円
◆購入資格／会員のみ（２組まで）
◆そ の 他／・有効期限はありません。
　　　　　　・一部購入除外品があります。詳しくは店舗スタッフにご確認ください。

スギ薬局の商品券の斡旋
スギ薬局で使用できる商品券のご案内です。
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コロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポン

●斡旋価格／１，６００円（一般販売価格：２，０００円）　一人２冊まで
●利用期間／７月１２日（金）～１０月３１日（木）　
●内　　容／映画１回＋いずれか２つのサービスがご利用できます！
　●コロナの湯入泉１回　●健美効炉利用１回　●シネマ　フード・グッズ６００円引
　●ボウリング６００円引　●カラオケ６００円引　●フード・物販６００円引　●IT-CAT６００円引
●ご 注 意／健美効炉利用を選択された場合は、別途入泉料が必要となります。
　　　　　　　　※お１人様２枚以上の併用が可能です。
　　　　　　　　※おつりは出ませんのでご了承ください。

　映画鑑賞券と共通券２枚がセットになったお得なクーポンです！この機
会にぜひお申し込みください！通常ご利用料金約3,000円分です。

ＦＡＸ申込

≪安城コロナワールド≫　

ＦＡＸ申込

●種　　類／温室マスクメロン（化粧箱入り）　①１．4ｋｇ×１個　　②１．６５ｋｇ×２個
●斡旋価格／①2,0００円（一般：２，60０円）　 ②３，2００円（一般：３，980円）
●申込資格／会員のみ　計２セットまで
●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。
※ご贈答用としてもご利用いただけます。
※お届け時期は７月上～中旬頃を予定しております。

●お問い合わせ先／日研農園　田原市堀切町鳥屋道２６　　☎（0531）35-6854

岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美岡崎市美術博物館　琉球の美

おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　おかざき世界子ども美術博物館　没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展おかざき世界子ども美術博物館　没後１００年　岡崎が生んだ天才　村山槐多展

岡崎城下家康公夏まつり　第７１回花火大会 さ敷席の斡旋岡崎城下家康公夏まつり　第７１回花火大会 さ敷席の斡旋

●花火日程／８月３日（土）　１８：５０～２１：００（予定）
●観 覧 席／乙川河川敷殿橋下流右岸さ敷席
●斡 旋 数／２桝　　※申込多数の場合は抽選
●斡旋価格／３５，０００円（一般：４８，０００円）
●申込資格／会員のみ
※花火当日は雨天決行ですが、警報等の荒天又は乙川増水の場合は翌日の８月４日(日)に順延となります。
　開催の有無は当日午前１１時に決定します。

≪岡崎市観光推進課・岡崎市観光協会≫　岡崎市観光協会ホームページ／http://okazaki-kanko.jp

産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！
　日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に栽培された、とろけるような
濃厚な甘さのメロンをお楽しみください！ご希望の住所へお届けします！
　日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に栽培された、とろけるような
濃厚な甘さのメロンをお楽しみください！ご希望の住所へお届けします！

窓口販売

窓口渡し

ＦＡＸ申込

販売期日：7月14日（日）

●会　　期／６月１日（土）～７月１５日（月・祝）
●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　※７月１５日は開館
●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
※未就学児は無料
★国際交易の拠点として栄えた琉球は、海を介してもたらされる異文化を取り込みながら、独自
の文化を醸成していきました。本展では、「国宝琉球国王尚家関係資料」をはじめ、沖縄県内の美
術館・博物館が所蔵する琉球漆器の優品と、日本有数のコレクションを誇る松坂屋の紅型衣装を
とおして、琉球の自然と歴史の中で生み出された美と文化の粋を紹介します。

絵画と詩、ともに天才と言われる槐多、２２年の短い生涯であったため遺された作品は極めて貴重で、特
に油彩画は２７点のみしか確認されていませんでした。ところが没後１００年目にあたる本年、過去３０年
間に発見されても公表されなかった油彩１０点をはじめ、総数約１００点にものぼる新発見作品を、まと
めて初公開できる運びとなりました。合わせて全国の美術館が所蔵する代表作も網羅して展示します。
●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／６月１日(土)～７月１５日(月・祝)　※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
●休 館 日／毎週月曜日（ただし７月１５日開館）
●斡旋価格／一般　８００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）

この夏の思い出に岡崎の花火をゆったりとお楽しみください。
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（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。
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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。

●テ ー マ／『いかに健康寿命をのばすか』
●講　　師／岡崎市民病院  循環器内科  統括部長  田中　寿和  先生
　　　　　　リハビリテーション室　正理学療法士　瀬木　謙介  氏
●座　　長／いしかわ内科クリニック　院長　石川　聡  先生　
●日　　時／令和元年６月１６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

岡崎市医師会　健康教育講座のご案内岡崎市医師会　健康教育講座のご案内

参加費無料

お知らせ

●幸田町民プールは現在改装中の為ご利用いただけません。

夏の定番！プール利用券の斡旋夏の定番！プール利用券の斡旋 注：プール開始日時までにお手元に届かないチケットも
　　ございますのでご了承ください。

長島ジャンボ海水プール特別入場券 ＦＡＸ申込

●有効期間／6月29日(土)～９月30日（月）
●斡旋料金／2，10０円　★なばなの里入村無料券つき
　　　　　　《参考一般価格：大人（中学生以上）３，7００円、小学生２，７００円、幼児２才～１，５００円》
●購入資格／会員のみ（１人４枚まで）　　　●斡旋枚数／３００枚《申込者多数の場合は抽選》
●問合せ先／ナガシマリゾート　☎（０５９４）４５－１１１１
※遊園地へ入場できますが、乗り物券が必要な方は別途購入してください。　　※大人・小学生共通券。
※危険防止の為、サンシェード・テント類の持込みは固くお断りします。　　※飲食物、クーラーボックス等の持込みは固くお断りします。
※刺青、タトゥーの入っている方のご入場は固くお断りします。（シール等の類似の物も不可）
※その他の諸注意はＨＰでご確認ください　　http://www.nagashima-onsen.co.jp

●利用期間／6月22日(土)～9月1日(日)　　●休園・休館日／夏休み期間中は無休（7/14（日）は13:00まで利用不可）
●利用時間／９：００～１７：００
●斡旋料金／大人・小人（中学生以下）とも無料《全額補助》（一般：大人６０円、小人３０円）
●枚数制限／１回に会員と登録家族人数分の2回分まで
●斡旋方法／共済会事務局窓口渡し（会員証持参）
●問合せ先／南公園　☎５２－９０９５
　※オープン当日は無料開放　　※ロッカー代20円は自己負担となります。
　※常時オムツ着用の方は、入場できません。（プール用オムツも不可）　　　※小学校３年生以下のお子様は保護者の同伴が必要です。

●休 館 日／月曜日（祝日の場合は営業）（７/１～８/３１は無休）
　　　　　　７/１～８/３１の利用時間／１０：００～２０：３０
　　　　　　　　※この期間外の営業時間についてはホームページでご確認ください。
●購入資格／会員のみ（１人計3枚まで）　　●斡旋枚数／各１００枚《申込多数の場合は抽選》
●問合せ先／ホワイトウェイブ２１　☎(0563)34-8222
　※トレーニングルーム・浴室も利用できます。有効期限はありません。　　※常時オムツ着用の方は入場できません。（プール用オムツも不可）
　※小学校３年生以下のお子様は18歳以上の大人の付添が必要です。（大人１人につき子ども２人まで）
　※浮き輪の持ち込みはできません。プール場内にある備え付けのものをご利用ください。
　※その他詳しいことは、ホームページを参照ください。

●営業期間／6月29日(土)～9月1日(日) 
　　　　　　　　※7/1～5、7/8～12、7/16～19はお休みとなります。　※7/20～9/1は毎日営業
●営業時間／９：３０～１７：００（受付終了１６：００）　※8/10～18は9：00より営業
●購入資格／会員のみ（１人計４枚まで）
●斡旋枚数／各１００枚《申込多数の場合は抽選》
●問合せ先／フォレスタヒルズ　スポーツクラブ　☎(0565)58-3515
　※大人は中学生以上、子供は４歳以上小学生以下、幼児は２歳以上３歳以下。　　※保健所からの指導により、衛生管理上、飲食物の持込は禁止しております。
　※乳幼児の方は、水中用オムツの着用の上、ご利用ください。　　※小学３年生以下の方は、保護者（１８歳以上）同伴にてご入場ください。
　※払い戻しはできません。　　※その他の利用案内については、ホームページを参照ください。

6月22日(土)～9月1日(日)　 ●休園・休館日／夏休み期間中は無休（7/14（日）は13:00まで利用不可）
南公園岡崎市民プール無料利用券 窓口渡し

●休 館 日／月曜日（祝日の場合は営業）（７/１～８/３１は無休）
西尾市ホワイトウェイブ21プリペイドカード ＦＡＸ申込

●営業期間／6月29日(土)～9月1日(日) 
フォレスタヒルズ　ウォーターパーク前売入場券 ＦＡＸ申込

券種 斡旋価格
5,500円券 4,500円（一般：5,000円）
3,300円券 2,700円（一般：3,000円）
2,200円券 1,800円（一般：2,000円）

券種 斡旋価格
大　人 1,000円（一般：1,500円）
子　供 650円（一般：1,000円）
幼　児 300円（一般：　500円）

※トレーニング室は９月末まで利用可。
　その後、今年度末まで閉館予定。

●斡旋料金／

●斡旋料金／


