2020
No.457

令和２年10月１日現在／
事業所数707社 会員数：8,189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。
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始めによくお読みください

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。
⑧ チケットのお渡し日について・
・
・チケットをお渡しできる日が、開
催日が近い、あるいは開催中になる場合がありますのでご注意
いただくとともに、
ご了承の上お申し込み下さい。確実に必要な
場合は、予めご自身でチケットを確保されることをお勧めします。

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）。
※販売元の在庫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。

⑤ チケット発注に関して・
・
・申込分数、もしくは当選数のみの発注
となり、余分に確保はしておりません。発注前のキャンセル、席
種や日時等の変更は可能ですが、発注後はキャンセルや変更
はできません。通常チケット発注日は21日～22日位です。

新型コロナウイルス感染症対策に関連して、共済会事業に関係するもののうち、個別に対応出来ない
ものなどの新しい情報を、都度共済会HPに掲載してまいりますのでご確認下さい。
・すでにお持ちの映画観賞券や食事券に関すること
・受け付け中のものについて など

・現在窓口販売をしているチケット

共済会 おすすめツアー！

直接申込

◆補助範囲／会員及び登録家族

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。
・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。

【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！
なお、このツアーはＧｏ Toトラベル事業支援対象のため、共済会からの補助はなく、会員証提示による割引もありません。

◎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

※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。

皆様が安心・安全にご参加いただけますよう、各旅行社が定めるガイドラインに沿った内容で催行いたします。
ガイドラインにつきましては、旅行会社までお問い合わせください。

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

11月号 共済会ニュース

フラワーアレンジメント教室

ＦＡＸ申込

年末年始に飾れる作品が作れるフラワーアレンジメント教室で
す。わかりやすい内容で、ステキな作品が出来上がります。お正
月に綺麗なお花を飾り、新年を迎えてはいかがでしょうか。
●参 加 費／会
員：3,500円
登 録 家 族：3,800円
一般同伴者：5,000円 ※１作品材料費代等込
●日
時／12月27日（日） 18：00～20：30
●会
場／岡崎市産業人材支援センター ２階会議室
●講
師／花のかわさきや 鈴木 先生
●募集人数／50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／花ばさみ・エプロンなど

昨年の作品

会員感謝企画！

昨年参加の様子

鉄道乗車ＩＣカードチャージ料補助事業！ 窓口受付

共済会窓口では鉄道乗車券の販売をしておりますが、
ＩＣカードへチャージした際の
チャージ料金の一部を補助いたします。
●対象カード／会員本人の鉄道乗車ICカード
（記名式、無記名式、は問わず）
●助成金額／５，
０００円チャージごとに５００円補助。
（最大２０，
０００円チャージ、
２，
０００円補助）
【重要】支給は１２月に入ってからになります。補助金額分を現金にて共済会窓口でのお渡し、もしくは口座振り込み（現在ご指
定の会費引落口座）があり、いずれかを事業所として選択してください。
●申請方法／専用の申込書へ令和２年１１月１日～１１月２０日の間にチャージした際のＩＣカード
番号記載の領収書と、
ＩＣカード
（番号記載の面）のコピーを添付し共済会へ提出
（郵送可、但し１１月２０日必着）

注意事項

１ 領収書は原本貼付。
２ コンビニ支払いの場合はICカード番号記載のレシート原本を貼付。
３ 領収書が無い場合は、チャージ端末から利用明細を発行し原本貼付。
４ 領収書等のICカード番号は一部のみ表記でも可。
５ モバイルＳｕ
ｉ
ｃａの方は、パソコンのモバイルＳｕ
ｉ
ｃａサイト「会員メニュー」の「ご
利用明細書（領収書）」を印刷し添付。
６ デポジット代は除く。 （例：デポジット500円を含む20,000円の支払いは
19,500円のチャージとなり、1,500円の補助となります）
７ １人１枚のカードのみ。
１人２枚にわたっての申請は不可。
８ 遠方でお持ちの鉄道ICカードと異なる鉄道会社でチャージされた場合でも、領
収書等を発行し貼付。
●対象カード／会員本人のみ（申請は１回まで）
●お 願 い／申込み及び補助金の受取りは事業所単位とさせて頂きます。
●そ の 他／事業所へお振込みもしくは共済会窓口でお受け取りかどちらかをしてください。

お肉のギフト券の斡旋
約６，
２００店で利用できる、全国共通のギフト券です。
●券
種／５００円券 １０枚１組（５，
０００円分）
●斡旋価格／４，
０００円

※ご利用時にお釣りは出ません。端数は現金でお支払いください。

●斡旋組数／５００組
●申込資格／会員のみ １人２組まで
●そ の 他／年末のお肉の斡旋につきましては、
１２月号に掲載いたしま
す。また、今回のお肉のギフト券は年末のお肉の斡旋のお支払いには使用
できませんのでご了承ください。年末のお肉の受け渡しは12/27前後を
予定しております。年末年始にお肉が必要な方は、今回のお肉のギフト券
をご利用ください。お肉のギフト券と年末のお肉の斡旋は、それぞれ別の
取扱となりますのでよろしくお願いします。
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ＦＡＸ申込

共済会ニュース 11月号

名古屋マリオットアソシアホテル お食事券の斡旋

申込締切：１１月15日（日） ＦＡＸ申込

名古屋マリオットアソシアホテルでお得にお食事を♪

●券

１８階
１８階
１８階
１５階

種／

券

種

ディナー券
ランチ券①
ランチ券②
4,700円
3,400円
4,300円
斡旋価格
（一般5,000円）（一般5,500円）（一般4,000円）
鉄板焼き 那古亭
－
〇
－
中国料理 梨杏
－
〇
〇
日本料理 京都つる家
－
〇
〇
－
〇（ブッフェのみ）
オールデイダイニング パーゴラ 〇（ブッフェのみ）

●利用期限／令和3年５月３１日まで
●斡旋枚数／５００枚 ※申込多数の場合は抽選
●申込資格／会員のみ 一人各券４枚まで
●利用時間／レストランによって時間が異なりますのでHP等でご確認ください。
●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・年末年始・特別催事開催
等の期間中はご利用できない場合もございますので、
ご了承ください。受付時
にチケットをお渡し下さい。
●利用できるレストラン
【予約・問合せ】
名古屋マリオットアソシアホテル内レストラン
・鉄板焼き「那古亭」
－１８階
☎052-584-1106
・中国料理「梨杏」
－１８階
☎052-584-1103
・日本料理「京都 つる家」
－１８階
☎052-584-1104
・オールデイダイニング「パーゴラ」ランチブッフェ－１５階
☎052-584-110１

イメージ

梨杏 店内 イメージ

つる家 イメージ

パーゴラ 店内 イメージ

岡崎市美術博物館 企画展

岡崎ゆかりの洋画家 中根寛の全貌展

■会
期／１１月２８日
（土）
～１月１１日
（月・祝）
■開館時間／１０：００～１７：００
（最終の入場は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日 ※ただし１月１１日（月・祝）は開館
■斡旋価格／一般（高校生以上） ３００円（一般：５００円）
※中学生以下は無料

窓口販売

販売期間：11月1日（日）～1月10日（日）

※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

★１９６０年代においては人物を主体とする重厚なマチエールの構成的な作品を多く描きました
が、
１９７０年代に入ると欧州旅行が契機となり風景画に新境地を求め、日本、中国、
ヨーロッパ各
国の風土を繊細な美意識をもって描きました。ゆるぎない構成力と独自の技法から生み出され
た芳醇な色彩によって描かれた風景画は、深遠、静謐でありながら、確固とした空間を表出し、そ 《犀川［信州］》１９９２年 岡崎市美術館蔵
の洗練された画風は現代日本画壇で高く評価されました。本展では、東京藝術大学在学中の初
期の人物画から、大学退官後の風景画までの秀作を一堂に展示することで、中根芸術の全貌を紹介しその魅力に迫ります。

おかざき世界子ども美術博物館

わくわく鉄道博物館2020 鉄道模型と巨大ジオラマ

窓口渡し

驚くほど精密に作られたジオラマの中を颯爽と走り抜ける鉄道模型は、子どもから大人まで、時間を忘れて見入ってしま
う魅力があります。本展では、精密に作られた大スケールのジオラマをはじめ、メルヘン仕様やクリスマス仕様に仕立て
たジオラマを展示します。国内のみならず海外の鉄道模型も走行します。楽しさがいっぱい詰まった
鉄道模型とジオラマの魅惑の世界を是非お楽しみください。
■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／１０月３１日
（土）
～１月１１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、11月23日 祝日は開館）、11月4日（水）
・24日（火）、年末年始（12月28日～1月4日）
■観 覧 料／一般 ５００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） ※会場内の混雑状況によっては入場制限を行う場合があります。

家庭用常備薬の斡旋 ✜全福センター契約店より✜
季節は冬になります。風邪等の事前対策に家庭用常備薬はいかがでしょうか？

●申込方法／１１月号折込みの専用申込書に記入し、事業所で取りまとめ共済会事務局まで
直接お持ち頂くか、郵送でお申し込み下さい（FAX不可）。
※集計の必要はありませんが、コピーの控えを取っておいて下さい。

●購入資格／会員のみ
●受渡しについて／１２月中旬頃より、取扱先の大日商事（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。
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窓口申込

11月号 共済会ニュース

ケンタッキーフライドチキン クリスマスパーティーバーレル

窓口配付

配付期間：11月30日（月）まで
クリスマスの定番ケンタッキーフライドチキンの、
クリスマスパーティバーレル！
！ご家族やお友達、みんな揃ってクリスマスを楽しもう！

●斡旋価格／３，
０００円（一般：４，
10０円）
●購入資格／会員のみ １人１セットまで
●斡 旋 数／3００セット
（先着順）
●予約期日／11月4日
（水）
～11月30日
（月）17：00まで
●ケンタッキー各店舗での受取期間／１２月19日
（土）
～23日
（水）、25日
（金）
※24日（木）は除外
●受取可能店舗／竜美ケ丘店・岡崎北店・アピタ岡崎北店の３店舗

購入までの手順

①共済会でチケ
ット配付。必要事
項を記入する。

②受取希望の店舗
へチケットを持って
予約。代金（3,000
円）をお支払いくだ
さい。

③店舗で正規予
約レシートが発行
されます。大切に
保 管し てくだ さ
い。

イメージ

④ 受 取 当 日に正
規予約レシートを
持って ご 予 約 の
店舗へ。

上記 ・予約期間 ・受取期間 ・受取可能店舗を必ずご確認ください。
●内

容／オリジナルチキン8PC、特製えびグラタン、
トリプルベリーのティラミスケーキ、
（絵皿付）

※人気の日時は、大変混雑または売り切れることが予想されますので、お早目のご予約をお勧めいたします。
※店舗の予約状況により、受取日時がご希望に添えない場合がございます。
※通常会員特典の会員証提示によるドリンク・ポテト無料提供につきましても受け取り対象期間12月19日～12月25日は使用でき
ません。
※共済会カード及びポンタカードは使用できません。
≪タニザワフーズ(株)≫

サーティワン Ｘ’
ｍａｓアイスクリームケーキ

ＦＡＸ申込

共済会へＦＡＸで申込後、引換券を発行いたします。ご希望の店舗へ、引換券をお持ちの上、
商品とお引換ください。

①クリスマスパレット８
（６号）
５００円）
３，
５００円（一般：４，

④クリスマスパレット４
（４号）
２，
5００円（一般：3,300円）

②ドラえもん
クリスマスケーキ（５号）
5００円）
２，
7００円（一般：３，

⑤ミッキー＆フレンズ
クリスマスパレット
5００円）
２，
7００円（一般：３，

③スヌーピーとオラフの
クリスマス スノーマン（５号）
5００円）
２，
7００円（一般：３，

⑥クリスマスショコラ
200円）
２，
3００円（一般：3，

※６号（直径約18.5cm×高さ約5cm）、
５号（直径約16.cm×高さ約5cm）、
４号（直径約14cm×高さ約5cm）
※各アイスの詳しい内容はサーティワンのHPでご確認ください。
※代金のお支払いは、共済会事務局窓口にて引換券発行時となります。

●斡 旋 数／各１００個 １人１個まで
（申込多数の場合は抽選）
●お 渡 し／１２月19日
（土）
～２５日
（金） ※受取日をご指定ください。
●引換場所／岡崎竜美ヶ丘店、北岡崎店（井田西町）、
イオンモール岡崎店、アピタ岡崎北店の４店舗
●特

※引換店舗をご指定ください。

典／シングル無料券１枚プレゼント。なお、
カレンダーのプレゼント特典はございませんので、
ご了承下さい。
≪タニザワフーズ
（株）
≫
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共済会ニュース 11月号
新年、初めての食卓に美味しいおせち料理はいかがでしょうか。
岡崎ニューグランドホテル、ホテルトヨタキャッスル、蒲郡クラ
シックホテルより、ご自宅まで配達いたします。
職人の心と技で作り上げたおせち料理の数々をご堪能ください。

迎春の卓を
華やかに彩る

封入チラシをご覧ください！
■購入資格／会員のみ

各ホテル１人１セットまで

岡崎ニューグランドホテル
◆お渡し日時／１２月３１日
（木）

ＦＡＸ申込

■斡旋数／各30セット
（申込多数の場合は抽選）

◆内容の問合せ先／岡崎ニューグランドホテル TEL：
（０５６４）
２１-０１１６

・ホテルでお渡し／9：00～15：00 ニューグランドホテルにて
・ご自宅への配達／９：００～１２：００ 岡崎市内及び一部隣接する市外

和洋・三段

和風・二段（4～5名様用）
20,000円（一般：24,000円）

（4～5名様用）

28,000円（一般：34,000円）

和風ミニおせち・二段

和洋・二段（4～5名様用）
20,000円（一般：24,000円）

ホテルトヨタキャッスル

※画像は
イメージです

（2～3名様用）

13,000円（一般：15,000円）

◆内容の問合せ先／ホテルトヨタキャッスル
TEL：
（０５６５）
３１-２２１１

◆お渡し日時／１２月３１日
（木）
・ホテルでお渡し／１０：００～１５：００の間 ホテルトヨタキャッスル２Ｆにて
・ご自宅への配達／料金は一律1,320円となります。
和洋中三段重（2～3名様用）
（共済会でおせち代金と一緒に頂きます）
19,000円（一般：22,000円）

蒲郡クラシックホテル

※画像は
イメージです

◆内容の問合せ先／蒲郡クラシックホテル TEL：
（０５３３）
６８-１１１１

◆お渡し日時／１２月３１日
（木）
・ホテルでお渡し／１１：00～15：00の間
蒲郡クラシックホテルにて
・ご自宅への配達／愛知県内及び静岡県西部に限り
配送無料
特撰創作二段（3～5名様用） 27,000円 （一般：30,000円）

スイーツおせち（単品不可） 7,200円

全福市場取扱品の斡旋

（一般： 8,000円）

※画像はイメージです

※画像はイメージです

大阪市中央卸売市場から新鮮直送 年末年始のかに！

共済会が加盟している全福センターの全福市場！
年末年始にかになどはいかがでしょうか。

直接FAX申込
申込締切：12月20日（日）

①

②

③

④

⑤

⑦

⑩

⑪

■会員のみ／各１セットまで
品

名

内

容

①ずわいがに
（生）
カニ脚

〇生ずわいがに(ロシア産) 国内加工 〇5Lサイ
ズ５肩前後入) 〇総重量2.5kg

②ずわいがに(茹) カニ脚

〇ボイルずわいがに(ロシア産) 国内加工 〇5L
サイズ(6～8肩前後入) 〇総重量2.8kg

③ずわいがに(生)かにしゃぶ 棒爪【大】冷凍

〇生ずわいがに(ロシアもしくはカナダ産) 国内加工
〇6Lサイズ 総重量1kg 〇棒・爪 各500g(16～
20本前後入)
〇生ずわいがに(ロシアもしくはカナダ産) 国内加工
〇5Lサイズ 総重量500g 〇棒肉むき身 500ｇ
21～25本前後入

通常価格

斡旋価格

１5，
8００円

１1，8００円

9，
500円

7,7００円

5,98０円

4,6００円

⑤ずわいがに(生)カニすき用カット 冷凍

〇生ずわいがに(ロシア産) 国内加工 〇ハーフポー
ション(半むき) 〇総重量1.2kg(脚・爪・爪下・肩肉入)

7,9８０円

6,400円

⑥本たらばがに(生) カニ脚 冷凍

〇生本たらばがに(ロシアもしくはアメリカ産) 国内
加工 〇約2肩半～3肩前後入 〇総重量2.3kg

22,800円

17,100円

⑦本たらばがに(茹) カニ脚 冷凍

〇ボイル本たらばがに(ロシアもしくはアメリカ産) 国
内加工 〇約2肩半～3肩前後入 〇総重量2.5kg

24,800円

19,200円

⑧紅鮭姿切り身 冷凍

〇紅鮭（ロシア産）国内加工
身） 〇内容量1.6ｋg

7,800円

6,200円

⑨鮭いくら 醤油漬 冷凍

〇鮭卵（ロシア産）国内加工

5,060円

4,2００円

⑩塩かずのこ 特大

〇塩かずのこ(アメリカ産) 北海道加工 〇内容
量450g(11～14本前後入)

4,410円

3,600円

⑪まるごと 国産とらふぐ 冷凍

〇養殖とらふぐミガキ(国産) 〇全部(上身・アラ・
口・皮・ヒレ)入 〇内容量 900g～1kg (2尾入)

7,150円

5,800円

④ずわいがに(生) かにしゃぶ 棒肉 冷凍

〇姿切り身（片

〇内容量500g

※送料無料商品ですが、北海道・沖縄県および離島地域へのお届けの場合は、送料の一部(1,300円)をご負担いただきますので、ご了承ください。

■申込方法／専用の申込書へご記入いただき、直接FAXにてお申し込み下さい。
■支払方法／専用の申込書に記載されている振込先へ直接合計金額をお振込みください。
または代引きにてお支払いください。
■商品に関するお問い合わせ先／ｋｇ
（株） ☎：06-6131-6928
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※画像はイメージです

全福市場サイト

11月号 共済会ニュース

ハッピネス・ヒル寄席その十三 春風亭一之輔独演会

さだまさし

ＦＡＸ申込

日時／２月７日
（日） １４：００開演
会場／幸田町民会館つばきホール
席種／全席指定 ３，
２００円
（一般：４，
０００円）

申込締切：11月13日（金）

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
※客席は間隔を空けた配置とさせていただきます。複数枚の
ご購入の場合、間隔が空くため座席番号が連番ではございま
せん。あらかじめご了承ください。
咳エチケット、マスク着用、手洗い、手指の消毒をお願いしま
す。その他、感染防止対策についてのご案内は、幸田町民会館
ウェブサイトをご確認ください。

ＦＡＸ申込

申込締切：11月17日
（火）

日時／１２月１１日
（金） １８：３０開演
１２月１２日
（土） １３：００開演
会場／愛知県術劇場大ホール
席種／S席 １１，
５００円（一般：１３，
５００円）

※未就学児童入場不可

≪重要≫
「新型コロナウイルス感染拡大防止対策の取り組みとお願い」について、
下記URLを必ずご確認・ご了承のうえでお申込みください。
http://www.kyodotokai.co.jp/informations/detail/1507

★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≫

●本公演のチケット販売は、感染予防対策を鑑み、左右間隔を空けて販売致します。但
し、規制が緩和された折には、当初販売していなかった空席を追加で販売する場合も
ございます。その際、お隣のお席が空席でなくなる場合もあります。又、追加販売後に
複数枚で購入されたお客様が連席になる場合もありますので予めご了承ください。
［出演］＜12/11(金)18:30開演＞平間壮一、甲斐翔真、遥海、加藤潤一、
RIOSKE(COLOR CREATION)、鈴木瑛美子 ほか
＜12/12(土)13:00開演＞花村想太(Da-iCE)、堂珍嘉邦(CHEMISTRY)、
八木アリサ、光永泰一朗、上口耕平、フランク莉奈 ほか
※出演者並びにスケジュール変更の際はご了承ください。出演者変更の場合でも他日
への変更・払い戻しはいたしかねます。

★No Day But Today未来も過去もない。今日という日、精一杯愛し、生きるだけ。1996年、NYの小さ
な劇場で誕生した「RENT」。わずか２カ月後にブロードウェイに進出し、トニー賞４部門、ピューリッツアー
賞、オービー賞など数々を受賞。あたらしいミュージカルの歴史を刻んだ。プレビュー公演の前日に35歳
の若さで急死した作者、ジョナサン・ラーソンの意思を継ぎ、
「RENT」は今でも世界中で上演されている。

御園座 ミュージカル「ローマの休日」 ＦＡＸ申込

御園座 芸能生活40周年記念 コロッケ新春特別公演

日時／１２月２４日
（木）
１２：００開演
１７：００開演
会場／御園座
席種／A席 １２，
０００円
（一般：１３，
５００円）

オーダーメイド絵本

≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

日時／１月２４日
（日） １１：００開演
１月２５日
（月） １６：００開演
会場／御園座
席種／A席 １２，
０００円
（一般：１４，
０００円）

※ソーシャルディスタンス保持のため座席が離れる事があります。
※未就学児入場できますが、お一人様一枚が必要です。

※未就学児の入場はお断りします。
※ソーシャルディスタンス保持のため
座席が離れる場合がありますので、
ご理解をお願い致します。

★出演者及び内容は御園座のホームページでご確認ください。

日時／１２月５日
（土） １７：００開演
１２月６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／全席指定 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。

≪幸田町文化振興協会≫

ミュージカル「RENT」

ＦＡＸ申込

★出演者及び内容は御園座のホー
ムページでご確認ください。

≪御園座≫

≪御園座≫

申込締切：11月15日（日）

ＦＡＸ申込

●配達時期／１２月中旬から１２月２５日頃 ※オーダーメイド絵本は、宅配便の国内発送です。
●料
金／一冊 ３，
0００円（一般：４，
１80円）
【共済会】が差額を負担した価格となっております。
★サンタワールドに住むサンタさんからステキな絵本をもらっちゃおう！
お子様に愛と夢を送る世界で一冊の絵本です。
絵本の中に、お子様やお友達の名前、住んでいる町の名前が組み込まれ、サンタさんが優しく語りかける内容になっております。
また、最初のページには、受け取られる方のお名前とメッセージ
（３０文字）
を入れることもできます。
絵本は９種類からお選びいただけます。クリスマスプレゼントにいかがでしょうか？
※専用の申し込み用紙を使用してお申込ください。

共済会
事務局からの
お知らせ

※オーダーメイド絵本は、宅配便の国内発送です。

★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

★会費第３期(１０月･１１月･１２月)分の領収書を別途郵送いたしますのでご確認ください。

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
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