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令和元年8月１日現在／
事業所数729社 会員数：8,234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。

TASAKI 1day ショッピングご送迎

ＦＡＸ申込

名古屋プリンスホテルでランチブッフェ＆名古屋城本丸御殿と
イルミネーションなばなの里お立ち寄り
TASAKIジュエリーサロンへのご送迎です。その他、名古屋プリンスホテルで地中海ラン
チブッフェをお楽しみいただき、名古屋城本丸御殿を鑑賞後、イルミネーションが始まるな
ばなの里にてお楽しみください。

イメージ

イメージ

程／１０月１９日
（土）
１０：１５発 ２０：００頃帰着
●募集人数／３０名《最少催行人数１４名》
バス1台限定！
●参加料金／

会

員

4,500
4,500円

登録家族
一般同伴者

【旅のポイント】

●日

5,000 円円
6,500 円円

勤労文化センター ― 名古屋プリンスホテル ―

程

【重要】

★TASAKI ジュエリーサロンへ送迎、90分お立ち寄り
（★秋の装いを彩るジュエリーのご紹介とショッピング）
★名古屋プリンスホテル スカイタワー SKY Dining 天空
で地上140mから一望できる景色と地中海料理をベー
スに地元食材を取り入れたランチブッフェ
★城郭として国宝第一号に指定され「近世城郭御殿の最高
傑作」と言われた名古屋城本丸御殿。豪華絢爛な床の間
絵や襖絵をご観賞
★壮大なスケールで煌くイルミネーションが楽しめるリゾー
ト施設なばなの里をお楽しみ（1,000円の金券付）

行

※今回の催しは18歳以上の女性を優先させていただきます。
※申込者が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

TASAKIジュエリーサロン ― 名古屋城本丸御殿

10：15

11：30～13：00

13：30～15：00

― なばなの里 ― 勤労文化センター
17：00～19：00

15：15～16：15

20：00頃

この催しの申込及びお支払い先は共済会となります。
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！

1

検索

９月号 共済会ニュース
ＦＡＸ申込
男川やな 額田石挽き
そば打ち道場でそば打ち体験！

額田産のそば粉信濃１号を使った本格的なそば打ち体験をしませ
んか？個人でもご家族でも、会社の同僚でもOK！自分で打った、打ち
立てのそばをご賞味ください！
●日
時／１０月２６日
（土） １０：００開始
●参 加 費／１，
５００円（一般：２，
５３０円）
（ひとこね５食分）
●内
容／ひとこね５食分となります。お一人でも、複数人でも５食分となります。
そのうち１食分は、そのままの料金で食べることができますが、
２食目
以降は調理代として２５０円別途かかります。
調理しない分はお土産としてお持ち帰りもいただけます。
●そ の 他／他にご飲食等される方は各自別途ご精算ください。
●持 ち 物／エプロン、
ビニール手袋など、その他各自必要と思われるもの。
●場
所／薬膳亭そば道場 男川やな
岡崎市淡渕町日向２３
0120-87-2089
0564-82-2089

敬 老 記 念 品 贈 呈のお 知らせ
共済会では、毎年「敬老の日」のお祝いとして敬老記念品を贈呈しています。
●対 象 者／令和元年9月１日現在で、満７１歳になられた会員ご本人の方
●贈呈時期／９月上旬より順次、各事業所にお届けします

敬老の日記念

入浴施設入湯券の斡旋

FAX申込

共済会では「敬老の日」のお祝いとして、好評の入浴施設入湯券（葵湯、安城コロナの
湯）を、お値打ちに斡旋（対象者限定）します。この機会を是非ご利用ください！
●購入資格／令和元年9月1日現在で、満71歳以上の会員ご本人のみ
●申込方法／ＦＡＸ申込
●斡旋冊数／会員のみ

葵湯：２冊まで コロナの湯：20枚まで

入浴施設

券種（1冊）

葵湯

10枚綴り回数券

安城コロナ

敬老の日特別斡旋価格

一般価格

4,000円

6,000円

天然温泉コロナの湯 平日 750円
入泉券１枚
土日 800円

満71歳以
上の会員ご
本人のみ

500円

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 ランチ券の斡旋

ＦＡＸ申込

※申込多数の場合は抽選
■利用期限／令和２年３月３１日まで
■斡旋枚数／５００枚
■申込資格／会員のみ 一人４枚まで
■斡旋金額／２，
4００円（一般：３，
3００円） ガーデンコートランチブッフェ、
スターゲイトランチ エスポワールのいずれか。
■利用時間／午前１１時３０分からで、
レストランによって終業時間、
ラストオー
ダー時間が違います。
■要 予 約／利用時は必ずご予約をお願いいたします。クリスマス期間、年末
年始期間及び特別催事開催等の期間中は利用内容が変わる場
合もございますので、
ご了承ください。
●利用できるレストラン
【予約・問合せ】
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋内下記２レストランのランチ
・スカイレストラン「スターゲイト」
－３０階
☎052-683-4702
・ブッフェダイニング「ガーデンコート」
（平日）
－２階 ☎052-683-4199
※土日祝は別途追加料金５００円がかかります。
※３歳以下無料。小学生1,600円、
４歳～就学前1,000円

イメージ
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イメージ

共済会ニュース ９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。

鍵盤男子コンサートツアー2019 freedom

外山啓介 ピアノ･リサイタル

ＦＡＸ申込

日時／１０月１２日
（土）
１４：００開演
会場／アートピアホール
５００円
席種／全席指定 ４，
（一般：５，
８００円）

※未就学児童入場不可。

［プログラム］J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ、ベー
トーヴェン：ピアノ・ソナタ 第21番「ワルトシュタイン」、
ショパン：12のエチュード op.10 他
★バッハの「祈り」、ベートーヴェンの「歓喜」、そして若き
ショパンの「情熱」―――満を持して挑む、
“別れの曲”
“革
命”などの名曲を含むショパン音楽の最高峰「エチュード
op.10」
！清廉なバッハの教会音楽、希望に満ちたベートー
©Yuji Hori
ヴェンの名作――ピアノを聴く楽しみに溢れた名曲集をお
贈りします。実力派ピアニストとして着実に歩み続ける外山啓介が表現する「ベートーヴェ
ンとショパンが夢見たピアノ音楽の未来」をぜひお楽しみください！
≪チケットぴあ≫

※未就学児童入場不可。

★繊細かつダイナミックな
音楽を奏でるピアニスト大
井健と、あらゆるジャンルの
音楽を自在に表現する作曲家中村匡宏がタッグを組んだ
新感覚ピアノデュオ『鍵盤男子』。天才×奇才が一台四手
で織りなす超絶技巧の高速ピアノ連弾！
≪チケットぴあ≫
AAA DOME TOUR 2019 ＦＡＸ申込

アン・サリー X'mas LIVE 2019

※3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の
場合のみ入場無料。(ただし、お席が必要な場合は有
料となります。)
※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。
※本受付情報についてSNS等への投稿及び営利目的の転売は固く禁止いたします。
※SNSへの投稿が確認された際はチケットをご用意できなくなりますのでご注意ください。
※浦田直也につきましては、本ツアーの出演はございません。

※未就学児童入場不可

★医師であり2児の母である傍
ら、音楽活動を行う名古屋出身ア
ン・サリー。柔らかくも情感あふれ
る歌唱でクリスマスを彩るLIVE
を開催！

★昨年に続き3度目の大阪・愛知・東京・福岡4大ドームツアー開催が決定！
！デビュー
15周年YEARのスタートとなるLIVEをぜひ、ご堪能下さい！
！
≪チケットぴあ≫

coba X'mas LIVE 2019
～名古屋から愛をこめて～

≪チケットぴあ≫

ミュージカル『ラヴズ・レイバーズ・ロスト-恋の骨折り損-』 ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／１１月１６日
（土） １３：００開演
１１月１７日
（日） １３：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席 １０，
０００円（一般：１２，
０００円）

日時／１２月２２日（日）１７：００開演
会場／ウインクあいち 大ホール
席種／全席指定 ５，
０００円
（一般：６，
０００円）

※未就学児童入場不可

［出演者］村井良大、沙央くらま、渡辺大輔、入野自由、大山真志、中別府葵、田村芽
実、伊波杏樹、樋口日奈、加藤潤一、石川新太、一色洋平、遠山裕介、ひのあらた、木
村花代、三浦涼介 ※出演スケジュールは予告なく変更の可能性がございますのでご容赦ください。
★NY演劇シーンの最先端を行く「パブリック・シアター」により２０１３年
に上演された『ラヴズ・レイバーズ・ロスト』。シェイクスピアの傑作喜劇は
ロックサウンドに彩られたスタイリッシュな世界に一変、タキシードの紳士たちとハイヒールの淑女た
ちが織りなす超現代的なミュージカルラブコメディが誕生しました。演出には『キューティ・ブロンド』
『オン・ユア・フィート！』
『笑う男 The Eternal Love- 永遠の愛- 』と話題作を次々に手がける上田一
豪を迎え、豪華実力派キャスト陣がポップでキュートな恋の祝祭劇に挑みます。 ≪チケットぴあ≫

※未就学児童入場不可

［出演］coba(acc)、天野清継
(gt)、バカボン鈴木(bs)、天倉正
敬(drs)
★アコーディオンのイメージを
ポップミュージックの世界で大きく変えたcobaが贈る名
古屋限定のクリスマスLIVE！
≪チケットぴあ≫

ミュージカル 天使にラブソングを ～シスター・アクト～
日

時

上原 ひろみ

ＦＡＸ申込

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）
※未就学児童入場不可

［出演者］森公美子 / 朝夏まなと(Wキャスト)、石井一孝 大澄賢也 /
今 拓哉(Wキャスト)、春風ひとみ、未来優希、屋比久知奈、泉見洋平、
KENTARO、林 翔太（ジャニーズJr.）、小野武彦、鳳蘭 ほか

※未就学児入場不可

★上原ひろみ JAPAN TOUR
2019“SPECTRUM”

※出演者並びにスケジュール変更の際は何卒ご了承くださいませ。
出演者変更の場合でも他日への変更・払い戻しは致しかねます。

★ウーピー・ゴールドバーグ主演の大ヒット映画が奇跡のミュージカル化！超個性的な
キャラクターたちが巻き起こすハラハラ・ドキドキのスト－リー展開！ゴスペル、聖歌、ソ
ウル、ロカビリーなどノリノリのナンバーと全身を突き抜けるようなダンス！！ミュージカ
ルの楽しさが全て詰まっている、こんな作品が見たかった！！！ ≪チケットぴあ≫

申込締切：9月15日（日）

ＦＡＸ申込

日時／１２月３日
（火）
１９：００開演
会場／愛知県芸術劇場
コンサートホール
席種／S席 ６，
４００円
（一般：７，
１００円）

Wキャスト出演者

1月10日
（金）13：00 開演 朝夏まなと / 大澄賢也

ORANGE RANGE

ＦＡＸ申込

日時／１２月２１日
（土）
１６：００開演
会場／ウインクあいち
席種／全席指定 ４，
５００円
（一般：５，
５００円）

日時／１１月３０日
（土） １７：００開演
１２月１日
（日） １６
：００開演
会場／ナゴヤドーム
席種／指定席 ９，
２００円
（一般：１０，
２００円）

申込締切：9月17日（火）

ＦＡＸ申込

日時／１０月２０日
（日） １３：３０開演
会場／三井住友海上しらかわホール
席種／S席 ４，
１００円（一般：５，
０００円）

高嶋

ＦＡＸ申込

日時／１１月３０日
（土）
１８：００開演
会場／愛知県芸術劇場
大ホール
席種／全指定席 ５，
２００円
（一般：５，
８００円）

申込締切：9月15日（日）

※小学生以上の方はチケットが必要
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。

ちさ子

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／１２月１２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／全指定席 ５，
４００円
（一般：６，
０００円）
※３歳以上有料

★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～Favorite
Classic Melody～
（追加公演）

★ORANGE RANGE LIVE TOUR 2019

≪サンデーフォーク≫

≪サンデーフォーク≫
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９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。

南 こうせつ

志摩スペイン村 感謝デーパスポート

ＦＡＸ申込

日時／１２月２１日
（土）
１７：３０開演
会場／名古屋市公会堂
大ホール
席種／全指定席 ６，
３００円
（一般：７，
０００円）

券種
パス
ポート

※未就学児入場不可

★デビュー50周年記念 南こうせ
つコンサートツアー2019～い
つも歌があった～

御園座 渦が森団地の眠れない子たち

区分
通常価格
大人
5,300円
中人
4,300円
小人・シニア 3,300円

斡旋価格

900円

※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

★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！

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

※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。 ※「カルメンホール」
「ド
ラゴン城の宝さがし」
「カーニバルハウス」は別途料金が必要。
≪
（株）近畿日本ツーリスト中部≫

御園座

日時／１１月３日
（日）
１７：００開演
席種／A席 １０，
０００円
（一般：１１，
０００円）
［主な出演者］藤原竜也、鈴木亮
平、奥貫薫、木場勝巳 他
★藤原竜也と鈴木亮平が挑む、
蓬莱竜太新作舞台！
！

シリーズ恋文vol.10

ＦＡＸ申込

１０月２６日（土） または １０月２７日（日）のどちらかを選んでお
申し込みください。
★日付指定 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）

≪御園座≫

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込
細川たかし特別公演 ＆
ダチョウ倶楽部一座旗揚げ公演

日時／１１月１０日
（日）１１：００開演
１１月１２日
（火）１６：００開演
席種／A席 １２，
０００円
（一般：１４，
０００円）
B席 ６，
３００円
（一般：８，
０００円）
［主な出演者］細川たかし、加藤茶、肥後克広、寺
門ジモン、上島竜兵、小林綾子、川崎麻世 他
★１部：西遊記（ダチョウ倶楽部）／２部：細川
たかしとファミリー達 歌謡ステージ。

アートdeまちづくり講演会

日時／１１月４日（月・祝）１５：００開演
会場／豊田市民文化会館 小ホール
席種／全席指定 ３，
１００円
（一般：４，
０００円）
※未就学児の入場はご遠慮ください

［出演／朗読］辰巳琢朗、木の実ナナ
★言葉にできなかった想いがいま、
手紙を通じて明かされる・
・
・ 心に染
み入るリーディング公演、豊田に初上
陸。心に響く
「恋文」を俳優による朗
読とピアノの即興演奏で紡ぐ公演。
≪豊田市民文化会館≫

≪御園座≫

ＦＡＸ申込

日時／１０月６日（日）１４：００開演
会場／豊田市民文化会館
小ホール
席種／自由席 無料
（整理券をお渡しします）
※未就学児入場不可

［出演］平田 オリザ 氏 (元内閣官
房参与)
★アートとまちづくり？遠いようで近い、浅
いようで深い、アートとまちの実は素敵な
関係。アートがまちに与えるインパクトを
テーマにした講演会。 ≪豊田市民文化会館≫

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地と、花と共に生きる動物達
■開催期間／１１月３０日
（土）
～２月１６日
（日）
９：３０～１７
：００
（入場は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日
【1/13（月祝）
は開館】、毎月第3金曜日、
12/29
（日）
～1/3（金）、1/14（火）
■会
場／名古屋市科学館
前売大人
１，
０００円（一般：１，
４００円（当日：１，
５００円））
前売高大生
４００円（一般： ７００円（当日： ８００円））
前売小中生
２００円（一般： ４００円（当日： ５００円））
※未就学児童入場無料

★2016年度に大好評を得たチームラボが3年ぶりに名古屋市科学館に
帰ってきます。
東京・お台場にオープンした常設展でも人気の新作や東海地方に初登
場の作品を集めた展覧会となります。
見て、触って、体感する 世代を超えて楽しめるチームラボの世界をお
楽しみください。
※身体等に障害のある方、及び付き添いの方には割引制度があります。手帳をご持参のうえ、
窓口にてお問い合わせください。
※「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地と、花と共に生きる動物達」観覧券で常設展もご覧いただ
けます。
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窓口販売

販売期日：11月23日（土）

共済会ニュース ９月号

第50回デサントレディース東海クラシック

申込締切：9月6日（金）

ＦＡＸ申込

●日

時／９月２０日
（金） 予選ラウンド第１日
９月２１日
（土） 予選ラウンド第２日
９月２２日
（日） 決勝ラウンド
●会
場／新南愛知カントリークラブ 美浜コース
●斡旋価格／前売券（3枚綴り券） ４，
５００円（一般：５，
０００円（各日共通））
前売券（1日券）
１，
８００円（一般：２，
０００円（各日共通））

※高校生以下無料
※前売券（3枚綴り券）
は3名1日、1名3日でも使用可。
※本券は競技不成立の場合（27ホールを消化出来なかった場合）を除き、一切の払い戻しは出来ませんので、予めご了承ください。

★昨年は、最終日に8アンダーをマークした香妻琴乃選手(－15)が劇的な大逆転で涙のツアー初
優勝を飾りました。また3日間で20,000人以上のギャラリーが来場し、大いに盛り上がりました。
今年は記念すべき50回大会！
！女子プロならではの華やかさと、手に汗握る白熱のトーナメントを
≪チケットぴあ≫
ぜひ会場でお楽しみください。

第50回トップ杯東海クラシック

申込締切：9月10日（火）

ＦＡＸ申込

●日

時／１０月３日
（木）予選ラウンド第１日
１０月４日
（金）予選ラウンド第２日
１０月５日
（土）決勝ラウンド第1日
１０月６日
（日）決勝ラウンド最終日
●会
場／三好カントリー倶楽部 西コース
●斡旋価格／前売券（4枚綴り券） ９，
０００円（一般：１０，
０００円（各日共通））
前売券（1日券）
２，
２００円（一般： ２，
５００円（各日共通））

※高校生以下無料 ※前売券（4枚綴り券）
は4合（36ホー名1日、1名4日でも使用可。
※競技不成立の場合（３６ホールを消化出来なかった場合）を除き、前売券の払い戻しは出来ませんので予めご了承下さい。

★昨年のトップ杯東海クラシックを制したのは本日6アンダー・ノーボギーと完璧なゴルフ
を魅せたA・キュー選手。初日から安定したプレーで、今日の16・17番の連続バーディーで
他の選手を突き放し、見事初優勝となりました。
今年は記念すべき50回大会！
！男子プロならでは豪快なショットと、手に汗握る白熱のトーナメントをぜひ会場でお楽しみく
≪チケットぴあ≫
ださい。

ポップサーカス豊田公演

販売開始：9月10日（火）

窓口販売

●開催期間／１１月３０日
（土）
～２月２日
（日）
●休 演 日／火曜日
（12/24は開催、12/23、12/30、1/22は休演）
●場
所／豊田スタジアム特設大テント
（多目的広場）
●公演時間／ホームページでご確認ください！
http://www.pop-circus.co.jp
●券

※１回の公演時間は約１時間５０分（休憩１５分） ※貸切公演が設定される場合も有り

種／自由席（日時、座席の指定なし）
大

会員１人につき４枚まで

人

子ども

斡旋価格 （前売券 ２，
６００円） 斡旋価格 （前売券 1,3００円）
2,100円 （当日券 ２，
９００円） 1,000円 （当日券 1,6００円）
※大人／高校生以上 子ども／３歳から中学生まで
（２歳以下膝上無料）
※追加料金にて自由席から指定席への変更が可能です。指定席に変更する場合は＋８００円（当日会場窓口または取扱プレイガイドにて変更）

［主な演目］
（出演者の都合により変更が生じる場合もございます。）
アフリカン・ハンドヴォルテージ、
ジャグリング、
クラウンアクト、
イリュージョン、
リボンアクロバット、空中ブランコ ほか
★世界中から集結したトップパフォーマー達が繰り広げる、超人的な肉体と技を駆使した迫力のアクロバットサーカス！世界各地で開催され
ているサーカスフェスティバルを、ここに再現した！世界で賞賛されたハイレベルなメダルアクトを目にする事ができる本格エンターテイメ
ントは、まさにサーカス夢の祭典。今しか味わえない、この体験と感動はきっとあなたのこころに響くことでしょう。
≪ポップサーカス≫

高級筆柿の斡旋！

10月中旬頃配布予定

ＦＡＸ申込

全国の生産量の95%を占める幸田町特産の筆柿！その中でも高級筆柿をご案内いたします。
●幸田の筆柿について
筆柿は全国でも幸田町でしか栽培されていない大変珍しい柿で、
この地方では徳川時代から栽培されており、
とても
古い歴史があります。また、不完全甘柿とも呼ばれ、甘柿と渋柿が１本の木に両方実り、出荷の際には、甘柿と渋柿を選別
します。とても濃厚な甘さが特徴の柿です。
●筆柿の栄養・効能
・ビタミンB1、B2、カロチンなどの栄養素やミネラル、酵素、植物繊維が
たっぷりと含まれています。
・ビタミンＣとタンニンが血液中のアルコールを外へ排出します。
・カリウムには利尿効果があります。
●内
容／高級筆柿２３玉入り
（化粧箱入り）
※写真は２５玉入りですが２３玉入りが基本となります。筆柿の大きさによって変わる
可能性がございますのでご了承ください。

●斡旋価格／１，
８００円（一般価格：２，
８００円）
●申込資格／会員のみ １人２箱まで
（申込多数の場合は抽選となる可能性がございます）
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図書カードＮＥＸＴの斡旋！

ＦＡＸ申込

全国の図書カードＮＥＸＴ取り扱い書店で利用できる図書カード
ＮＥＸＴ。この機会に、ぜひ利用ください。
●券
種／１，
０００円券を５枚１組を1セット
●斡旋価格／４，
４００円
●斡旋組数／５００セット
●申込資格／会員のみ １人２セットまで
※有効期限／約１０年
ブ

※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。

リ タ

オフィスで、アウトドアで大活躍 BRITA浄水機能付きボトル

FAX申込

ドイツ生まれのBRITAは浄水器の世界的リーディングブラン
ドです。カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分はそのまま
に、塩素など味に影響を与える不純物を除去します。今回、カート
リッジ２個付きで特別キャンペーン！
環境にやさしい
●PETゴミを削減

節

約

●カートリッジ１個で１５０リットルを浄水。
５００ｍｌペットボトル３００本分。
１リットル当たり約４．
５円。

おいしさプラス

●水道水がミネラルウオーターのようにおいしい水に！

●斡旋価格／８００円 （通常一般価格：２，
６７８円）
（カートリッジ通常２こ付）
●申込資格／会員のみ １人１つまで
ピンクとブルーどちらかをお選びください。

岡崎市親善都市

石垣市物産展

≪
（株）
ユニオンサービス≫

FAX申込

岡崎市と沖縄県の石垣市は親善都市提携がされ５０周年を経過しました。
◆斡旋品◆

■購入要件／会員のみ

各４つまで

①石垣の塩ちんすこう
２８０円（一般：４５０円）
２個×１５袋
・さくさくした食感で上品な甘さで石垣島の塩を入れた沖縄を
代表する銘菓です。
②八重山黒糖 粒
２６０円（一般：４００円）
２００ｇ
・黒糖本来の独特な甘さと苦みが特徴の西表島産黒糖は横綱
級の世界に誇る美味しさです。
③さーたーあんだぎー
２００円（一般：３００円）
プレーン５個
・昔ながらの手づくりの黒糖入り揚げ菓子です。
④石垣島パインワッフル
５７０円（一般：９００円）
９個
・石垣島産パイン使用でサクサク食感のクッキー。生地にパイン
チョコクリームを詰めました。
⑤べにいもたると
４１０円（一般：６５０円）5個入り
（箱）
・八重山限定デザインパッケージ沖縄県産紅いも１００%使用で
大人気。
⑥石垣の塩
４８０円（一般：７００円）
１８０ｇ
・石垣島名蔵湾のサンゴ礁育む海水を１００%原料に3日間釜で
仕上げた後味まろやかな旨みが特徴です。
（株）
石垣市経済振興公社≫
≪
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画像はすべてイメージです

共済会ニュース ９月号

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 ５5０円 （通常価格：平日750円・土日800円）
●斡旋枚数／１人１０枚まで ※有効期限約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≫

【 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

11月9日（土）
14：00 ｖｓ ヴィッセル神戸
11月23日（土・祝） 14：00 ｖｓ サガン鳥栖
12月7日（土）
14：00 ｖｓ 鹿島アントラーズ

基準価格

A
C
A

ＦＡＸ申込

座席図

※詳細はホームページでご確認ください

基準価格

ロイヤル
SS指定席 S指定席 A指定席
シート

B自由席
大人

小中高

ホーム自由席
大人

小中高

A価格 ７，
７００円
７００円 6,200円 5,2００円 4,6００円 4,1００円 2,2００円 3,3００円 1，
会員価格 ６，
２００円 5,000円 4，
２００円 3,7００円 3,3００円 1,8００円 2,6００円 1,4００円
C価格 6，
７００円 5,200円 4,2００円 3,6００円 3,1００円 1,2００円 2,3００円

7００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

■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）
≪11/9神戸戦≫下記席種のみ斡旋
■Ｓ指定席 １０枚
■ホーム自由席 １０枚（内訳は大人・小中高どちらでも可）
≪12/7鹿島戦≫
■Ｓ指定席のみ斡旋不可
※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。

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

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート
【パスポート購入手順】
＜手順１＞「 東 京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」
利用者専用サイト
（URL:dcp.go2tdr.com）にアクセス
＜手順２＞「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『パスポート
のご購入はこちらから』のボタンをクリック
＜手順３＞「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の
専用トップ画面にリンクするので契約団体番号及びプラ
ンパスワードを入力
★共済会事務局窓口ではコーポレートプログラム利用券をお渡しし
ておりますので、どうぞご利用ください。
（補助額は会員：２，
０００
円、登録家族：５００円（１年に登録家族人数分まで））
★今回の「サンクス・フェスティバル」パスポート購入にも併せて利用
でき、
さらにお得にご購入できます。
★「サンクス・フェスティバル」パスポート購入はオンラインのみとな
ります。契約団体番号及びプランパスワードについては、お手数を
お掛けしますが共済会事務局窓口までお問い合わせ下さい。
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愛知労福協岡崎・額田支部
「第42回働く者の作品展」 作品募集！

ＦＡＸ申込

■募集作品／写真・絵画・書道・その他（木彫り、陶芸など）
■作品装丁／作品はすべて額装、軸装、パネル等の装丁とする。装丁のない作品は受付できません。
■応募資格／会員のみ
■応募期限／２０１９年１０月３１日
（木） ※作品も１０月３１日（木）まで受付
■会
期／２０１９年１１月２７日
（水）
～１２月１日
（日）
■展示会場／岡崎市美術館 第１展示室
（明大寺町字茶園１１番地３ ☎：５１－４２８０）
■表 彰 等／金賞・銀賞・銅賞・佳作・特別賞と、出展者全員に参加賞を
贈呈します。
■そ の 他／「写真」
「絵画」の部で佳作以上の入賞作品は、岡崎市勤労文化
センターにて一年間展示をさせて頂いています。ご協力をお願
いします。なお、必ずしも強制するものではありませんので、
ご
都合の悪い場合は事前にお申し出ください。

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
志摩スペイン村

パルケエスパーニャ

料金改定のお知らせ

お知ら

せ

１０月１日から志摩スペイン村パルケエスパーニャの利用料金が改定となりますので、お知らせい
たします。一律に１００円値上げとなります。
あいちトリエンナーレ2019のチケットは、共済会での販売が終了いたしましたので、ご了承ください。

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！

岡崎幸田勤労者共済会

検索

★岡崎市役所西館１Fの情報コーナー

共済会ニュースを毎月常設していただいております。どうぞご利用ください。

★保養所をご利用された方へ助成のお知らせ

家族旅行・職場旅行などで共済会指定保養所やハイツ＆いこいの村などをご利用
された会員へ、年度内１回２，
０００円の助成金を支給しています。詳しい申請方法
はガイドブックをご覧ください。

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

8

