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◆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。

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
【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！

　
《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-65-5445　FAX：0564-65-5446

◎旅行企画・実施  名鉄観光バス株式会社 岡崎支店

※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。

★共済会 おすすめツアー！★★共済会 おすすめツアー！★
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！

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！

直接
申込

●旅行代金/お1人様（昼食付）●旅行代金/お1人様（昼食付）

8,480円8,480円888888888888,,,480480480480480480480480480480480480480480480円円円480480480円円円円円円8,480円
黒色
出発

8,980円8,980円888888888888888888,,,980980980980980980980980980980980980円円円980980980円円円円円円8,980円
赤色
出発

ドラゴンズパック№
45599

●旅行代金/お1人様（昼食付）●旅行代金/お1人様（昼食付）

7,480円7,480円777777,,,480480480480480480480480480480480480480480480円円円480480480円円円円円円7,480円
黒色
出発

7,980円7,980円777777,,,980980980980980980980980980980980980円円円980980980円円円円円円7,980円
赤色
出発

岡崎ルート コース番号
45597A

東岡崎駅
7：50

岡崎車庫
8：00

8月 9・11・13・15
7月 11・14・23・31

●
出
発
日

（4才以上未就学児は400円引き）

（小学生は600円引き）
（4才以上未就学児は800円引き）
（小学生は600円引き）
（4才以上未就学児は800円引き）

（4才～１２才は500円引き、お子様ランチとなります。）

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。

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
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夏休み夏休み夏休み

西尾ルート コース番号
45599B

西尾駅
7：30

東岡崎駅
8：30

岡崎車庫
8：40

8月 7・12・18・24・29
7月 24・30

●
出
発
日

蒲郡ルート コース番号
45599C

幸田駅
7：55

岡崎車庫
8：40

蒲郡駅
7：25

東岡崎駅
8：30

8月 6・16・22・26
7月 28

●コース/各地～道の駅 津かわげ（駄菓子詰め体験）～
アビィロード（ランチバイキング）～おやつタウン（入場・
オリジナルベビースター作り体験）～名阪関ドライブイ
ン（井村屋アイス食べ放題）～岡崎〈18：40頃〉～各地
※8/12出発は西尾駅での乗降はご利用いただけません。　※道路状況により行
程が遅れた場合は、道の駅 津かわげの立ち寄りを割愛（駄菓子詰め体験料金［弊社
ツアー企画料金］返金）又はおやつタウンでの滞在時間の短縮をさせていただく場
合があります。　※バイキングは50分間、井村屋アイス食べ放題は30分間です。

●旅行代金/お1人様（昼食付）●旅行代金/お1人様（昼食付）

8,980円8,980円888888888888,,,980980980980980980980980980980980980円円円980980980円円円円円円8,980円
黒色
出発

9,480円9,480円999999,,,480480480480480480480480480480480480480480480円円円480480480円円円円円円9,480円
赤色
出発

ドラゴンズパック№
44070

西尾ルート コース番号
44070B

西尾駅
8：20

東岡崎駅
9：20

岡崎車庫
9：30

8月 6・11・15・17・26・28
7月 1・5・17・21・27・30

●
出
発
日

蒲郡ルート コース番号
44070C

幸田駅
8：45

岡崎車庫
9：30

蒲郡駅
8：15

東岡崎駅
9：20

8月 4・20・31
9月 5・16・21・25 9月 30

7月 3・12・25●コース/各地～光前寺（参拝）～駒ヶ根（昼食）～プチス
イーツバイキング～野菜詰め体験～岡崎〈18：40頃〉～
各地　※昼食の食べ放題は６０分間です。
※8/11・１５出発は西尾駅での乗降はご利用いただけません。

●コース/各地～ミ・ナーラ（金魚ミュージアム入館・
昼食）～なら和み館（大仏サンデー賞味）～おふさ観
音（風鈴まつり鑑賞）～岡崎〈19：30頃〉

●コース/各地～アルプス街道平湯（昼食）～〈乗鞍スカイライ
ン〉～乗鞍岳・畳平（自由散策）～飛騨大鍾乳洞・大橋コレクショ
ン館（見学）～岡崎〈20：30頃〉　※乗鞍スカイラインが通行止めの場
合は、高山市内散策となります。　※歩きやすい靴・服装でご参加ください。

奈
良

ドラゴンズパック№
45597 金魚ミュージアム金魚ミュージアム金魚ミュージアム金魚ミュージアム金魚ミュージアム金魚ミュージアム金魚ミュージアム金魚ミュージアム金魚ミュージアム金魚ミュージアム

おふさ観音おふさ観音おふさ観音おふさ観音おふさ観音おふさ観音おふさ観音おふさ観音風鈴まつり風鈴まつり風鈴まつり風鈴まつり風鈴まつり風鈴まつり風鈴まつり
ととととととととととととととと

ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題ひつまぶし食べ放題＆＆＆＆＆＆

柿の葉すし
（３貫）付！

南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり南信州収穫まつり
うなぎうなぎ

牛牛
＆

（4才以上未就学児は400円引き）

ドラゴンズパック№
49977

岡崎ルート コース番号
49977A

東岡崎駅
7：00

岡崎車庫
7：10

8月 1・5・16・24・27
7月 13・19・25・29

●
出
発
日

●旅行代金/
　お1人様（昼食付）
●旅行代金/
　お1人様（昼食付） 7,980円7,980円777777,,,980980980980980980980980980円円円980980980円円円円円円7,980円

キッズドリームキッズドリームキッズドリーム
in
三重
in
三重

No.441

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6月１日現在／
事業所数732社 会員数：8,232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７月号

親子で作成！夏休みの工作！＆夏休みの宿題
親子で夏休みの工作をしませんか？そのまま、夏休みの宿題にしてもOK！
また、お子様が夏休みの宿題や受験勉強などをしていただいてもＯＫ！

◆参 加 費／会　員：3,500円
　　　　　　登録家族：4,000円　　一般：5,000円
◆日　　時／８月１８日（日）　９：４５受付（１０：００開始）
◆会　　場／岡崎市勤労文化センター　第２研修室
◆講　　師／アトリエヨーコ　永井洋子 先生
◆内　　容／ハーバリウム
　※材料調達の都合 ( 時期や在庫 ) などで 多少変更する事がありますので、
　　ご了承下さい。
◆募集人数／２０名《申込多数の場合は抽選》　
◆参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
◆持 ち 物／エプロン、はさみ等
◆そ の 他／透明度が高い良いオイルを使用。ボールペンには桜のチャームが

付きます。瓶タイプのサイズは高さ 20cm ほどのボトルです。

ドライフラワーを使った素敵なハーバリウムを作成しよう！普段にもお使いいただけるボールペン
と、観賞用に瓶のタイプと“２作品を作成 ”いたします！
ドライフラワーを使った素敵なハーバリウムを作成しよう！普段にもお使いいただけるボールペン

ハーバリウム教室 ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

１～２年生

3～4年生

5～6年生

学年 題　　名 道具（持ち物） 材料代

① ひかりのくにのなかまたちB はさみ、のり、セロハンテープ １2０円

② ひかりのプレゼントC カッター、のり １2０円

③ 光と色のファンタジー（小） はさみ、カッター、のり、セロハンテープ １5０円

④ コロコロガーレD はさみ、カッター、のり、接着剤 １7０円

⑤ ゾートロープでアニメーション のり、接着剤、色ペン類 12０円

⑥ くるくるクランク はさみ、のり、ペンチ １7０円

岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内 ＦＡＸ申込

※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。参加者は抽選となりますので、ご了承ください。

　　　　　　ボールペン・筆ペン教室（初級）
■日　　程／９月３日・１７日、１０月１日・１５日、１１月５日・１９日　隔週火曜日（全６回）　　　
■時　　間／１９：００～２１：００ ■募集人数／２０名予定（抽選）
■参 加 費／無料 ■持 ち 物／ボールペン又は（及び）筆ペン。５ミリ方眼ノート
■会　　場／岡崎市勤労文化センター　第２研修室
■内　　容／よみやすい文章を書くにはコツがあります。ひらがな、かたがな、楷書の漢字の基本から
　　　　　　実用的な実用的な、のし袋、芳名帳、暑中見舞葉書の書き方のポイントご指導します。
■講　　師／岡崎硬筆書道会幹事　石川恵湖　先生

7月７日（日）より受付開始（事前受付不可）

■日　　時／８月２５日（日）　９：００～１７：００
■会　　場／岡崎市勤労文化センター　第１・２集会室（定員１００名）
■そ の 他／キットが必要な方はFAXで申込をしてください。宿題や勉強での利用には申し込みは不

要ですので、ご自由にご来館ください。８月２５日に共済会事務局窓口で申込者にセットを
お渡しします。上記日時に会場を無料開放いたしますので、お時間がある方はそのまま作
成していただけます。お持ち帰りでもOKです。当日にお越し頂けない方は、別の日にセッ
トを引取りにお越しください。会場で作成されるかたは道具を必ずご持参ください。

①

②

③ ④ ⑤ ⑥

イメージ

イメージイメージ

イメージ
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共済会ニュース ７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。

「ライオン・キング」ライブ・オーケストラ ＦＡＸ申込

ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ ＦＡＸ申込

舞台「かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ」 ＦＡＸ申込
日時／１０月５日（土）
　　　１２：００開演／１４：３０開演
会場／名古屋市公会堂
席種／全席指定　２，４００円（一般：３，０００円）
※2歳以上有料。2歳未満でもお席が必要な場合は有
料。膝上鑑賞のみ無料

［登場キャラクター］ゾロリ、イシシ、ノシ
シ、ローズ、ルドシ、ブルル社長　その他
★かいけつゾロリ初の舞台化！ステキな女の人をストーカーの魔の
手からまもったゾロリ。なんと別れ際にチョコレートとバラの花をも
らいます。その女の人の名はローズ。これは愛の告白にちがいな

い？！とウキウキのゾロリは、もう一度ローズにあいたいとさがしはじめます。ところが、そのチョコレート
を狙う黒い影があらわれて、大ピンチ！！チョコレートにかくされたヒミツとはいったい！？そしてゾロリは
無事に黒い影から逃げ切り、ローズとハッピーエンドをむかえることができるのか？ ≪チケットぴあ≫　

宝塚歌劇 雪組全国ツアー豊田公演 ＦＡＸ申込

日時／１０月３０日（水）
　　　昼の部１４：００開演
　　　夜の部１８：００開演
会場／豊田市民文化会館　大ホール
席種／S席　７，２００円
　　　（一般：８，３００円）　

［雪組］望海風斗、真彩希帆　他
※希望の座席を選んで購入されたい場合は、一般
発売でのご購入をお願いいたします。
★宝塚ロマン『はばたけ黄金の翼
よ』。ダイナミック・ショー『Music 
Revolution！』

≪豊田市民文化会館≫　≪チケットぴあ≫　

サンリオピューロランド　パスポート 窓口販売

日時／７月１３日（土）～
　　　９月３０日（月）
※休館日…9/4（水）、5（木）、11（水）、12（木）
料金／大人・小人・シニア共通
　　　（3歳以上）  １，５００円
※2歳以下無料
★2019年はハローキティ45周
年！45年間、ハローキティと一緒
に過ごしたみなさんへ。そしてこ
れからハローキティに出会うみな

さんへ。サンリオピューロランドがお贈りするアニバーサリーイ
ヤー♪たくさんのハローキティをお楽しみ下さい！

ミュージカル『ラ・マンチャの男』 ＦＡＸ申込

鼓童ワン・アース・ツアー2019「道」 ＦＡＸ申込

日時／９月２０日（金） １８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席　５，７００円
　　　（一般：６，８００円）
　　　S席学生　４，８００円
　　　（一般：５，８００円）
※学生は26歳以下(学生証要持参）。未就学児童入場不可。
★血沸き、肉躍る。引き継がれる伝統、魂を揺さぶる太鼓の
響き。鼓童の真髄がここにある―。「道」は、前身の佐渡の國
鬼太鼓座も含め、約半世紀の歳月をかけて継承し、練りこま

れた、鼓童にとって根幹ともいえる公演。ブルーマンや坂東玉三郎、初音ミクなど幅広いジャンルのアー
ティストともコラボしてきた太鼓芸能集団　鼓童を生の音で体感してみませんか？ ≪チケットぴあ≫　

フォレスタ・セレクションコンサート2019 「名歌継唱」 ＦＡＸ申込

日時／８月３０日（金） １４：００開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　コンサートホール
席種／全席指定　５，０００円
　　　（一般：６，０００円）
※未就学児童入場不可。

［出演］男性フォレスタ：澤田薫・榛
葉樹人・横山慎吾・竹内直紀・塩入
功司・大野隆、ピアノ：石川和男
★BS日テレ「BS日本・こころの歌」でお

なじみ、美しい日本のうた、世界の名曲などを歌い継ぐコーラスグルー
プ「フォレスタ」の男性メンバーのみの特別公演決定！

日時／９月２３日（月・祝）  １３：００開演
会場／穂の国とよはし芸術劇場PLAT
　　　主ホール
席種／S席 ５，４００円（一般：６，５００）
※未就学児童入場不可

［出演］永作博美、山崎 一、那須 凜、梅沢昌代
★あれから15年、ノラが帰ってきた！ ヘンリク・イ
プセン作「人形の家」のノラが家を飛び出した15年

後を描き、混沌とした現代社会の中での女性の生き方、現代の家族のあり方を鋭くつき
つけた、気鋭の劇作家ルーカス・ナスのブロードウェイ・デビュー作にして、斬新な意欲作！

「第26回読売演劇大賞」大賞及び最優秀演出家賞に輝いた栗山民也の演出で、実力派
キャストを迎えて贈る、話題の海外新作、本邦初演！2017年に発表されるや、瞬く間に評
判となり、すぐさまブロードウェイに駆け上がったヒット作。TONY賞（2017）に作品賞他
8部門ノミネートされた話題作をいち早く上演が決定しました。

日時／８月２９日（木）　１９：００開演
会場／センチュリーホール
席種／S席  ８，８００円
　　　（一般：１１，０００円）
※3歳以下入場不可。膝上鑑賞不可。

［出演］作曲：ハンス・ジマー、指揮：ニコラス・
バック、管弦楽：セントラル愛知交響楽団。
※英語上映／日本語字幕あり

★世界初演！「ライオン・キング」ライブ・オーケストラの開催決定！劇場公開中のディズニー
映画をフルオーケストラの生演奏で鑑賞できるプレミアム体験。実写もアニメーションも
超えた“超実写版”へと進化した「ライオン・キング」の壮大なる物語を、舞台上のスクリーン
で上映。心震わすハンス・ジマー作曲の生命の賛歌、壮大な音楽を舞台上の約80名のフル
オーケストラが映画全編映像にシンクロし、生演奏します。エンターテインメントの頂点を
極めた名作を、最も贅沢な映画鑑賞スタイルでご堪能ください！

≪チケットぴあ≫　

舟木一夫コンサート2019 ＦＡＸ申込

日時／８月２２日（木） １４：００開演
　　　８月２３日（金） １３：００開演
会場／一宮市民会館
席種／全席指定　４，４００円
　　　（一般：８，０００円）
※未就学児童入場不可

［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
★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≫　

申込締切：7月14日（日）

申込締切：6月13日（木）

販売期日：9月15日（日） 申込締切：7月7日（日）

人形の家 Part2 ＦＡＸ申込

日時／９月２７日（金）　１８：００開演
　　　９月２８日（土）　１３：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席　１２，０００円（一般：１４，０００円）
※未就学児童入場不可

［出演者］松本白鸚　瀬奈じゅん　駒田 一　松原凜子　石鍋多加史　
荒井洸子　祖父江進　大塚雅夫　白木美貴子　宮川 浩　上條恒彦
★日本初演50周年記念公演　松本白鸚in Man of La Mancha　1969年の日本初演から半
世紀！遍歴の旅はクライマックスへ―。『ラ・マンチャの男』は、聖書に次いで世界的に読まれている
スペインの国民的小説「ドン・キホーテ」を原作としたミュージカルで1965年にブロードウェイ初
演。日本では1969年の初演より松本白鸚が主演し、今日までの上演回数は1,265回に上ります。

今回の『ラ・マンチャの男』では、白鸚演じるドン・キホーテが想い姫と慕うアルドンサ役に、2009年に宝塚歌劇団を退団後、数々の
大作ミュージカルに出演、2012年には「第37回菊田一夫演劇賞」「第3回 岩谷時子・奨励賞」を受賞した瀬奈じゅんがこの舞台に
挑みます。新たなキャストを迎え、松本白鸚の2019年「ラ・マンチャの男」がいよいよ始動します！ ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

日時／９月１５日（日）　１７：００開演
会場／Zepp　Nagoya
席種／全席指定　７，４００円
　　　（一般：８，８００円）
※入場時1ドリンク代500円別途必要
※未就学児童入場不可

［出演］ヘドウィグ：浦井健治、イツァーク：アヴちゃん（女王蜂）
★2019 カタワレを探しにヘドウィグが帰ってくる－『ヘドウィグ・アン

ド・アングリーインチ』は、1997年オフ・ブロードウェイで初上演されロングランを記録し世界各地で上演、2001年には映
画化され数々の賞を受賞、マドンナやデヴィッド・ボウイなど数々のセレブリティ達も熱狂し、舞台・映画共に世界中に一大
ブームを巻き起こした作品です。日本では2004年に三上博史主演で初演を果たし、その後も山本耕史、森山未來といっ
た実力派俳優たちで何度も上演され人気を博してきました。そして遂に、待望の7年ぶりとなる日本公演が決定！新ヘド
ウィグには、ミュージカルをはじめ多くの大作舞台への出演を果たす浦井健治、イツァークには、年齢・国籍・性別非公表の4
人組バンド「女王蜂」のボーカルとして活躍し、ファッションモデル、ミュージカル出演など活動の幅が多岐にわたるアヴ
ちゃんが参戦！新たなキャスティングで贈る人気ブロードウェイ・ミュージカルを、お見逃しなく！！ ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

※各部５枚
　限定

©'76,'19 SANRIO APPROVAL No.P1106124



4

共済会ニュース７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。

スターダスト☆レビュー ＦＡＸ申込

ＡＩ ＦＡＸ申込

日時／１１月２日（土） １７：３０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　６，２００円
　　　（一般：６，９００円）
※未就学児入場不可　　※ジュニア(25歳以
下)、シニア（65歳以上）割引：5,900円（当日年齢確認で
きるものを持参して頂き、キャッシュバック）　障がい者

（児）割引：5,900円（障がい者手帳をお持ちのお客様と
その介助者（1名に付き1名）。公演日に障がい者手帳を

持参して頂き、キャッシュバック） ジュニア・シニア割引と障がい者（児）割引の併用は出来ません。
★スターダスト☆レビュー ライブツアー「還暦少年」

Ms.OOJA ＦＡＸ申込

日時／１０月１９日（土）
　　　１７：００開演
会場／名古屋市公会堂 大ホール
席種／全指定席　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※未就学児入場不可　
★Ms.OOJA LIVE TOUR 2019

「SHINE」

日時／１１月４日（月・祝）
　　　１７：００開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　大ホール
席種／全指定席　７，１００円
　　　（一般：７，９００円）
※４歳以上有料　
★AI 20周年記念プレミアムラ
イブ with ゴスペル聖歌隊

徳永　英明 ＦＡＸ申込

日時／１１月２３日（土・祝）
　　　１６：００開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　大ホール
席種／全指定席　７，０００円
　　　（一般：７，８００円）
※未就学児入場不可　
★HIDEAKI TOKUNAGA CONCERT 
TOUR 2019

≪サンデーフォーク≫　≪サンデーフォーク≫　

渡辺　真知子 ＦＡＸ申込

日時／９月２８日（土）
　　　１６：３０開演
会場／今池ガスホール
席種／全指定席　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※未就学児入場不可　
★渡辺真知子コンサートホール
2019～現在・過去・未来～

CRAZY KEN BAND ＦＡＸ申込

日時／９月２７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／全指定席  ６，２００円
　　　（一般：６，９００円）　
※年齢制限なし／３歳以下のお子様
でもご入場されるすべてのお子様の
チケット必要。

★CRAZY KEN BAND TOUR PACIFIC 2019 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

≪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≫　

三山ひろしコンサート　～笑顔を届けます！2019 ＦＡＸ申込

日時／１１月１６日（土）
　　　１７：００開演
会場／幸田町民会館
　　　さくらホール
席種／全席指定　４，８００円
　　　（一般：６，０００円）
※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
★心を癒す朗らかな歌声。幸田
町に初登場！

御園座　天童よしみコンサート2019 ＦＡＸ申込

日時／９月１２日（木）
　　　１３：３０開演
会場／御園座
席種／Ａ席　７，３００円
　　　（一般：９，０００円）
※未就学児の入場不可　
★心に響く抜群の歌唱力♪愛嬌
たっぷりの楽しいおしゃべり♬パ
ワフル♯なステージで明るく元
気に！

≪幸田町文化振興協会≫　 ≪御園座≫　

御園座　蘭（RAN） ＦＡＸ申込 御園座　九月新派公演　家族はつらいよ、黒蜥蜴 ＦＡＸ申込

日時／９月２１日（土）
　　　１１：００開演
会場／御園座
席種／Ａ席　９，０００円
　　　（一般：１１，５００円）　　　
★山田洋次による現代喜劇『家
族はつらいよ』と、江戸川乱歩原
作『黒蜥蜴』。錦秋の御園座を彩
る豪華２本立て。

日時／９月１６日（月・祝）　
　　　１１：００開演
会場／御園座
席種／Ａ席　９，０００円
　　　（一般：１１，５００円）

［主な出演者］藤山扇治郎、石倉三郎、久
本雅美、北翔海莉、大川良太郎、上田堪
大、渋谷天笑、笠原章、丹羽貞仁　他。
★若き日の緒方洪庵と在天の姫・東儀
左近。別世界に生きる二人は「天然痘を

無くしたい」という同じ思いを持ち、大坂の闇を切り裂く。
≪御園座≫　≪御園座≫　
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みんなで楽しもう！花火の斡旋！みんなで楽しもう！花火の斡旋！
ご家庭で楽しむ花火のセットの斡旋です。みんなでわいわい楽しみましょう！
●斡旋価格／
　①豪華花火.com　５００円
　・ワンランク上のおもしろさ！
　　変色変化たくさんの満足セット！

　②はなびんの夏休み！　１，０００円
　・あの復刻版『ドラゴン』入ってます！

　③衝撃の手持と噴出　１，2００円
　・定番花火から、最新おもしろ花火まで、
　　一挙豪華勢揃い！

　④ベストオブ花火大会L　１，8００円
　・手持、噴出、打上、３種類のおもしろ花火入！！
●申込資格／会員のみ （各花火1セットまで）
●斡 旋 数／各5０セット
　※斡旋価格には共済会の補助が含まれています。
　※市場への供給状況によりパッケージ内容が変更になる
　　場合がございます。
　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて
　　対応させていただきます。

協賛　≪㈱稲垣屋≫ 　≪㈱太田煙火製造所≫

ＦＡＸ申込
申込締切：7月12日（金）

① ②

③ ④

※見本が共済会にありますので、ご覧いただけます。

伊良湖ビューホテルのランチバイキングをお楽しみください。
■利用期間／７月２日（火）～９月１日（日）まで　※除外日／8/10～8/15
■料　　金／大人（中学生以上）　２，４００円（一般：２，７００円）　
　　　　　　小人（小学生）　　　１，４００円（一般：１，６２０円）　
　　　　　　幼児（３～５才）　　　  ６５０円（一般：   ７５６円）　
※共済会でチケットをお渡しします。なお、お支払いは現地となります。
※料金はいずれも税金・サービス料込みとなります。
●ランチバイキング／１回目１１：３０～１３：００
　　　　　　　　　　２回目１３：１５～１４：４５　　
●大浴場・SPAviewは別途料金がかかります。
　ご利用時間／１３：００～１６：００
　※貸しバスタオル・フェイスタオル付き　※大人のみ150円入湯税がかかります。
●休憩室ご利用無料（共同）／１０：００～１６：００　　　●プールご利用時間／１０：００～１６：００　※別途料金
■購入資格／会員のみ　※会員と登録家族人数分まで
■予 約 先／名古屋営業予約センター　☎：052-582-4890 ・土曜、日曜、祝日は休み ・営業時間　平日AM１０：００～１７：３0
　予約の際、岡崎幸田勤労者共済会会員である旨をお伝え下さい。

伊良湖ビューホテルランチバイキング利用券伊良湖ビューホテルランチバイキング利用券 窓口配布
配布期間：7月2日（火）～9月1日（日）

　地元三河を大切にし、東海中部を代表するアマ選手を数多く育成しています。初めての人からトップアマまで幅
広く、分かりやすい指導には定評があります！この機会に是非、レッスンを受けてスキルアップはいかがでしょうか。

●利用施設／岡崎グリーンゴルフガーデン（東阿知和町、東名沿い） 　☎：0564-46-2525
●講　　師／松井信潔プロ
●レッスン日時／ご都合に合わせてお選び下さい。完全予約制にて予約状況を確認のうえ、ご予約をお願いします。
　　【月曜日】【火曜日】10:00～11:30､13:00～14:30､19:00～20:30　
　　【木曜日】【金曜日】【土曜日】19:00～20:30
※8月から有効期間一年。 　　※火曜日の午後のみアプローチレッスン有(コース利用料別途８４０円) 
●購入資格／会員と登録家族（１人２セットまで）
●斡旋料金／１セット４回券　　会員　４，０００円　　登録家族　5,000円（一般：１０，０００円）
　　　　　　　※プリペイドカードは別途必要です
●斡旋枚数／３０セット《申込多数の場合は抽選》

第25回 ＦＡＸ申込プロに教わるゴルフレッスン教室プロに教わるゴルフレッスン教室

≪㈱岡崎グリーンゴルフガーデン≫　　

ご家庭で楽しむ花火のセットの斡旋です。みんなでわいわい楽しみましょう！
②

④

ご家庭で楽しむ花火のセットの斡旋です。みんなでわいわい楽しみましょう！
①



6

共済会ニュース７月号

ケンタッキーフライドチキン  盆バーレル  チケット 窓口配布配布期間：7月31日（水）まで

お盆にみんなでケンタッキーはいかがでしょうか？！

≪(株)タニザワフーズ≫　　

■予約期日／７月３１日（水）　　■受取期間／８月１０日（土）～１８日（日）９日間
■内　　容／オリジナルチキン10ピース
■申込資格／会員一人につき２枚まで　１セット１枚使用
■利用価格／１，９００円　（通常価格：２，４５０円）
■利用店舗／竜美ケ丘店・岡崎北店・アピタ岡崎北店の３店舗
■利用方法／共済会で配布するチケットを持って、予約期間内にご希望の店舗にてチケットを渡し

てご予約ください。予約の際に代金をお支払いいただき、発行される引換レシート
を大切に保管しておき、受取日に引換レシートを持って店舗でお受け取り下さい。

※お引渡し日及びお時間が、ご希望に添えない場合がございますので、ご予約はお早めにお願いいたします。

窓口渡し

●開園時間／
　９：３０～１６：３０
●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。

◆ぶどう園のご案内は、案内所にお立ち寄りください。
◆バーベキューなど予約が必要な施設があります。
●予約・岡崎駒立ぶどう狩り組合／
　☎0564-45-5151
●ホームページ／
　http://www.nande.com/coma-grape 

岡崎駒立ぶどう狩り 割引利用補助券

ハウス
デラウェア

デラウェア・
スチューベン

種なし巨峰

巨峰

1,0００円１,5００円

5００円8００円
9００円１,4００円
7００円1,0００円
4００円7００円

1,3００円1,8００円
1,0００円1,3００円

7００円1,0００円
1,2００円1,7００円

9００円1,2００円
6００円9００円

7/20～7/31 小人（小学生）
大人（中学生以上）

幼児（3歳以上）

小人（小学生）
大人（中学生以上）

幼児（3歳以上）

小人（小学生）
大人（中学生以上）

幼児（3歳以上）

小人（小学生）
大人（中学生以上）

幼児（3歳以上）

デラウェア
8/1～8/下旬頃
スチューベン他
9/上旬～10/10頃

8/20～8/下旬
※無くなり次第種有へ

8/20～10/10頃

券　種 種　類 区　分 一般料金 会員料金

8００円１,1００円

渥美のメロン狩りと食べ放題 割引利用補助券

●利用資格／会員と登録家族

【ニュー渥美観光（株）】

●メロン狩り開催期間／8月1日（木）～９月16日（月・祝）  ※要予約  ※食べ放題／２歳以下無料
●予約･産地問屋直売店　ニュー渥美観光（株）／田原市保美町段土165
　　　　☎：0531-32-0636　フリーダイアル☎：0120-334718

●メロン狩り開催期間／
　開催中～９月中
　※要予約
●予約･（有）日研農園／田原市堀切町鳥屋道２６
　　　　　 ☎：0531-35-6854　　http://www.nikken-n.com/

【（有）日研農園】

内　容 区　分 一般料金
メロン狩り（１玉）
＋３０分食べ放題

食べ放題のみ

大人（小学生以上）
幼児（３歳以上）

3,500円
2,300円

会員利用料金
2,300円
1,500円

大人（小学生以上） 2,200円 1,400円
幼児（３歳以上） 1,000円 600円

内　容 区　分 一般料金

食べ放題（30分）

バーベキュー
メロン狩り＋冷やしカットメロン

大　人
幼児（5歳以下）

2,000円
1,000円

会員利用料金
1,700円

700円
どなたも 2,000円 1,600円
どなたも 1,800円 1,400円

★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。

昨年よりお値打ちにな
りました！

窓口渡し渥美のメロン狩りと食べ放題 割引利用補助券

アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。

イメージ

サーティワン　アイスクリームギフト券の斡旋
サーティワンのアイスクリームのギフト券をお値打ちに斡旋！
今回もうれしい「特典」付！「特典」と一緒にぜひご利用ください！

FAX申込

●券　　種／５００円券を５枚で１セット
●斡旋価格／２，0００円（一般：２，５００円分）
●斡旋枚数／５００セット　　　●申込資格／会員のみ　１人２セットまで
●特　　典／サーティワンのアイス（シングル）無料券付！
※特典の無料券は岡崎市内の４店舗のみ使用可能です。
※一部の店舗ではご利用になれません。　※ご利用になれない商品もございますのでご確認ください。
※有効期限はございません。　※利用金額が金券額面に満たない場合にはおつりがでます。
※支払い額が金券額面を超えた場合不足分を現金で支払えます。 ≪(株)タニザワフーズ≫　　
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中日ドラゴンズ公式戦 ＦＡＸ申込

阪神

◎18：00 ◎14：00
9/13（金） 9/14（土）

DeNA

◎18：00 ◎14：00
9/15（日） 9/16（月）

巨人

◎18：00 ◎18：00
9/18（水） 9/19（木）９

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。

©中日ドラゴンズ

鈴鹿サーキットプール券　２０１９

日本モンキーパーク“水の楽園”「モンプル」利用券

●利用期間／６月２９日(土)～９月８日（日）
●内　　容／鈴鹿サーキット入園＋プール券
●斡旋料金／１，2００円 （通常価格：３１００円）
　　　　　　　　※小学生以上のご利用OK。
●購入資格／会員のみ　１人４枚まで
●そ の 他／乗り物券は別途購入になります。
　※プール営業時間はHP等でご確認下さい。

●プール営業期間／７月６日（土）・７日（日）・１３日（土）～１５日（月・祝）
　　　　　　　　　７月２０日（土）～９月１日（日）・７日（土）・８日（日）
●斡旋料金／300円（一般：8００円、２歳以上）

●購入資格／１回に会員と登録家族人数分まで
●そ の 他／別途入園料が必要です。《共済会事務局窓口に割引利用券があります》
※ワンデーパスポート及びのりほうだい券ではレジャープールはご利用いただけません。
★リニューアルし好評を博した流れるプール“モンプルぐるぐる”をはじめ、1トン

の水が落ちてくる“ウォータージャングル”、20mの水柱が噴き上がる古代遺
跡ゾーン“ドバット”、小さなお子さま向けの浅瀬プールなど、ご家族・お友達で
お楽しみ頂けるアトラクションを多数取り揃えております。

≪鈴鹿サーキットランド≫　　

≪㈱名鉄インプレス≫　　

窓口販売

窓口販売

つま恋リゾート彩の郷　ウォーターパーク施設利用券入場券
●営業期間／７月１３日（土）～９月２３日（月）　　●営業時間／９：００～２０：００
※7/13、14、15、20、21、27、28、8/1～8/31の期間は21：00まで営業。
※９月は、土日祝のみの営業となります。

●券　　種／ディチケット（９：００～１７：００の間のみ）
●斡旋価格／大人　１，６００円（一般価格：２，５００円）
　　　　　　子供　　８００円（一般価格：１，５００円）
●そ の 他／日帰りにてウォーターパークを利用のお客様は、北口ゲート

からご入場ください。（駐車場利用料２００円）
　　　　　　注意事項等詳しい内容はHPでご確認ください。
　　　　　　https://www.sainosato.jp

窓口販売

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
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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。

御返送

1

1
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共済会ニュース７月号

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
（株）出雲殿　イズモ葬祭岡崎

■施設情報／■利用方法／共済会会員証の
　　　　　　提示

■利用範囲／会員と登録家族

サービス
内容

商品名（サービス名）
祭壇 ２０％割引　  　　ホール使用料 ３０％割引
供花（喪家請求分） １０％割引　※互助会員は、互助会員割引を適用させて頂きます。

★会費の口座引落しについて
　　７月は、７･８･９月分の会費の請求月です。７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。

　　この時期にご連絡させていただいております、当共済会の会費の消費税に係る取り扱い
については、課税対象外として処理していただきますようお願いいたします。

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

◆購入資格／会員のみ
◆申込方法／７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／８月中旬頃より、ナンブ（株）より順次発送
◆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。

夏の家庭常備薬の斡旋夏の家庭常備薬の斡旋 窓口受付

イズモホール岡崎 0564-51-7080 岡崎市美合町小豆坂91
イズモホール岡崎北 0564-26-1333 岡崎市青木町6-1
イズモホール矢作 0564-31-3800 岡崎市東大友町西浦37-1
イズモホール六ッ美 0564-55-5811 岡崎市牧御堂町花辺31
イズモホール欠町 0564-64-7211 岡崎市欠町清水田38-3

■申込資格／会員のみ　１人4枚まで
■有効期限／８月から１年間有効　
■券　　種／基本マイカーで回るものになります。園内

バスをご利用の場合は、この別途1,300円
（３歳以上・エサ代）が必要となります。

■施設情報／静岡県裾野市須山字藤原２２５５－２７ 
　　　　　　TEL：055－998－２１８５
■交通案内／新東名高速道路新富士ＩＣから３０分
★この他、詳しいことはＨＰをご覧下さい！
http://www.fujisafari.co.jp/index.html

※3歳以下無料　　　※受付で年齢を証明できるものをご提示ください。

富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！
種　類 区　分

大人（高校生以上）
小人（4歳～中学生）

昼の
サファリ

一般料金 斡旋価格
1,800円

900円
2,700円
1,500円

昼のサファリ［年中無休］
時　間

9：00～16：30
10：00～15：30

期　間
3月11日～10月31日
11月1日～3月10日

ＦＡＸ申込


