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令和２年2月１日現在／
事業所数724社 会員数：8,235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

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。

この時期、長谷寺では１５０数種７０００株のボタンが咲き乱れ、
室生寺ではピンクや白のシャクナゲの花が綺麗に見られます。

下記旅行会社へＦＡＸ申込

イメージ
イメージ

【旅のポイント】

●日
程／4月29日
（水・祝）
●募集人数／35名《最小催行人数30名》
●参加料金／

会

員

7,700
7,700円

登録家族
一般同伴者

★【長谷寺】観音霊場として名高い長谷寺には、清少納言や紫
式部も、その昔牛車を連ねて詣でています。４月下旬から
５月上旬にかけて１５０数種７０００株のボタンが咲き乱
れ、花の寺にふさわしい姿を見せてくれます。
★【室生寺】密教の道場として女人禁制だった高野山に対し、
室生寺では女性の入山も許したのが『女人高野』と呼ばれ
た所以です。
４月から５月にかけてピンクや白のシャクナゲ
の花で境内がおおわれています。
★昼食は長谷寺湯本 井谷屋

8,200 円円
9,700 円円

程

【重要】

行

※気候により花の開花時期は前後しますので、その点はご容赦ください。
※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。

勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― 御在所SA ― 亀山IC ― 長谷寺駐車場
7：30

8：30/8：45

10：30

― 長谷寺（参拝・散策）― 長谷寺湯元 井谷屋（昼食）― 長谷寺駐車場
10：50/11：50

12：00/13：00

13：10

― 室生寺駐車場 ― 室生寺 ― 室生寺駐車場 ― 名阪関ドライブイン ―
13：40

14：50

亀山IC ― 刈谷ＰＡ ―― 岡崎ＩＣ ― 勤労文化センター
17：30/17：45

16：10/16：25

18：20頃

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！

◎旅行企画・実施

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。

名鉄観光サービス株式会社

観光庁長官登録旅行業第５５号
〒４４４－０８６０ 愛知県岡崎市明大寺本町３丁目１７番地（角金ビル４階）

《お申込・お問い合わせ》 TEL：0564-21-0720 FAX：0564-21-8448
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

3月号 共済会ニュース

岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内

ＦＡＸ申込

ボールペン・筆ペン教室（初級）
■日
程／５月１
５月１２日・２６日、
６月９日・２３日、
７月１４日・２８日 第２・第４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、
のし袋、芳名帳、暑中見舞葉書の書き方のポイントをご指導します。
■講
師／岡崎硬筆書道会幹事 石川恵湖 先生
※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。

窓口渡し

配布期間：～8月4日（火）

愛知こどもの国南の東幡豆潮干狩りのご案内です。家族や職場、お一人様からお子様まで、
どなたでも、お楽しみいただけますので、ぜひご利用ください。
●利用期間／3月10日
（火）
～8月4日
（火）
●利用時間／干潮の前後２時間程度
●場
所／東幡豆漁協管轄区域（東幡豆海岸・前島（うさぎ島）等）
●利用資格／会員と登録家族《１回につき会員と登録家族人数の２回分まで》
●利用料金／
区
分
一般料金
会員料金

大人・子供一律

1,200円

900円

※割引利用券及び潮見表・案内地図を共済会事務局窓口にてお渡しします。
会員証をご持参のうえ、お越しください。
※割引利用券に必要事項を記入し、会員料金を添えて現地にてお支払いください。

●施設情報／http://www.katch.ne.jp/̃higasihazu-gk

☎0563-62-2068（代）

第34回 働く者の青空フェスタ 参加者募集

ＦＡＸ申込

くらがり渓谷でマス釣り大会や、ちびっ子ゲーム大会、バーベキュー、お楽しみ
抽選会などを開催！参加費は無料です。参加希望の方は詳しい内容をご案内
いたしますので、共済会事務局までご連絡ください。
●日
●会

時／５月10日
（日）１０：００～１３：００（９：００受付開始） ※雨天予備日
場／『くらがり渓谷』
（受付・
・
・花の木広場）
岡崎市石原町字牧原日影3－1 ☎０５６４－８３－２０５７

５月17日
（日）

※駐車場から広場まで約1.1km、徒歩20～25分ほどかかります。

●募 集 数／6家族限定 ※申し込み多数の場合抽選
●主
催／愛知労福協岡崎額田支部
●そ の 他／釣具・餌は１家族１セット。バーベキューの場所・炭･鉄板は用意
していただけます（要予約）が、食材･食器･調味料等は各参加
者でご用意ください。バーベキュー炉は限られておりますので、
共済会参加者同志で譲り合ってご利用ください。

全国共通おこめ券

申込締切：3月15日（日）

ＦＡＸ申込

全国共通おこめ券は、全国のお米屋さんやスーパー、
デパートなどでご利用いただけます。
●内

容／おこめ券２，
２００円分（４４０円分×５枚）
（一般価格：５００円×５枚で２，
５００円）
●斡旋価格／１，
７００円
●購入資格／会員のみ（3組まで）
●そ の 他／・有効期限はありません。
・お釣りはでません。
・一部お取り扱いのない店舗もございます。
・おこめ券１枚で４４０円分ご利用いただけます。
・お渡しは４月以降の予定です。
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共済会ニュース 3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。
オルガン・レクチャー コンサート
ヨーロッパと日本のオルガンの歴史
申込締切：3月15日（日）

ウォレスとグルミット IN CONCERT

ＦＡＸ申込

申込締切：3月15日（日）

日時／４月３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／一般 １，
６００円（一般：２，
０００円）
U２５
８００円（一般：１，
０００円）

※４歳以上入場可（チケット必要）、
４歳未満入場不可

＜第一部＞「ウォレスとグルミット／ミュージカル・マー
ベルズ」、ウォレス：ピアノ狂騒曲 第1番 ★日本初演
ジュリアン・ノット：ウォレスとグルミット テーマ、モーツァ
ルト：歌劇『フィガロの結婚』序曲、
ドビュッシー：月の光
モンティ：チャールダーシュ 他

※U25は公演日に25歳以下対象（要証明書）
※未就学児入場不可

［演目］◎ヨーロッパのオルガンの歴史 J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調
BWV565 J.S.Bach（1685-1750）：Toccata in d moll BWV565 他
◎日本のオルガンの歴史 A.カベソン：「騎士の歌」による変奏曲 A.de Cabezón（1510-1566）：Diferencias sobre el
canto llano del Caballero J.S.バッハ：フーガ ト短調 BWV578（小フーガ ト短調） J.S.Bach：Fuga in g moll BWV578
他 近藤岳：「春うらら」 T.Kondo（b.1973）：Haru urara
★凛とした演奏で定評のある三浦はつみが、愛知県芸術劇場に３度目の登場！ヨーロッパと日
本のオルガンの歴史を、映像を使った分かりやすい解説と、名曲の数々で。 ≪チケットぴあ≫

©平館平

フィンランド放送交響楽団

※やむを得ず曲目が変更となる場合がございます。

＜第二部＞
『ウォレスとグルミット／ペンギンに気をつけろ！』日本語吹
き替え版、
オーケストラ生演奏付き上映
★「ウォレスとグルミット」新作ストーリーはコンサートホールが舞台！
あの人気、痛快コメディが戻ってくる！
≪チケットぴあ≫

ベルリン・フィル八重奏団

ＦＡＸ申込

※未就学児童入場不可

★世界最強のソリスト集団 ベルリン・
フィル、選ばれし８人の名手たち
©Keita Osada
日本人コンサートマスターとして今をとき
めく樫本大進をはじめ、世界の頂点を極めるベルリン・フィルから選ばれた
奏者が集結。1928年にシューベルトの八重奏曲を演奏するために結成さ
れた歴史を持つ、この八重奏団伝統の十八番の曲と、日本初演曲も披露。”
小さなベルリン・フィル”
による室内楽の醍醐味が満喫できます。
※やむを得ない事情でプログラム内容、出演者など変更になる場合がございますのでご了承く
ださい。それにともなうチケットの払い戻しはいたしません。
≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込
オフ・ブロードウェイ・ミュージカル
「Forever Plaid／フォーエヴァー プラッド」

「まるは食堂」創業70周年記念公演 舞台『まるは食堂』ＦＡＸ申込

日時／５月１６日
（土） １３：００開演
会場／ウインクあいち 大ホール
席種／全席指定 ５，
９００円（一般：７，
０００円）

日時／５月９日
（土） １５：００開演
会場／刈谷市総合文化センター 大ホール
席種／A席 ６，
８００円（一般：８，
０００円）

※未就学児童入場不可

［出演］竹下景子 渡辺哲 寺十吾 浜谷康幸
金子さやか 関口アナン 上遠野太洸 木下愛華
釈八子 中原和宏 水町レイコ 今井あずさ
中野マサアキ 日暮玩具 中山朋文 今井勝法
吉村公佑 大野清志 林彬 藤井三葉
★ボロ家のさかな屋から 「まるは食堂」を築いた 女傑・相川うめの一代記！
昭和25年、愛知県一の漁師町、南知多町の豊浜で魚屋まるはをはじめる。
「人に喜んでもらえる事を
せにゃいかん。」新鮮で旨い魚を食べて、酒を飲んで、眠くなったら泊まってくださればええ。そして気
に入ってもらえたら、また来てくださればええ。魚屋から食堂に、食堂から旅館に。開業から生涯をまる
はに捧げまるはの礎を築いた相川うめのありがとうのお城、それが「まるは食堂」 ≪チケットぴあ≫

※未就学児入場不可

［出演］川平慈英、長野博、松岡充、鈴木壮麻
★奇跡のハーモニー あの4人が帰ってく
る！いよいよファイナル！
！
1964年のアメリカ。フランシス、ジンクス、スパーキー、スマッジの4人は高校時代
に出会い、アメリカンドリームを夢見て男性４声によるコーラススタイルのグルー
プを結成する。恋をする暇も遊ぶ暇もなく、大スターになることを夢見て奮闘する彼らに、ビッグショーに出演できるというチャンス
が巡ってきた。そんな彼らに思いもよらぬ悲劇が訪れる。自身初のビッグショーの会場に向かう途中、4人を乗せた車とカソリックの
ティーンエイジャーで満員のバスが激突！4人は全員即死してしまう…。しかし今、果たせなかった想いと様々な天空の条件が奇跡
を起こし、実現できなかった自分達のライブステージを成功させるべく、再び4人が地上に舞い戻る！ ≪チケットぴあ≫

韓国エンターテインメント「ＦＬＹＩＮＧ」

ＦＡＸ申込

日時／５月１６日（土）１４：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席 ９，
０００円
（一般：１１，
０００円）

申込締切：3月15日（日）

ＦＡＸ申込

日時／５月１６日
（土） 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／S席 ５，
４００円（一般：６，
２００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

★韓国が世界に誇るノンバーバル作品の中から、日本初
上陸となる人気エンターテインメントショー「ＦＬＹＩＮＧ
（フ
ライング、플라잉）」を招聘します。今回は演出を日本公演
だけのスペシャルバージョンに改編してお届けします。
■ノンバーバル作品とは？ 言葉に頼らず（＝ノンバーバル）、身体表現と音楽
だけでストーリーを表現していくエンターテインメントショーのこと。言葉の壁を越
えて、理屈なしで誰もが楽しめるショーとして世界でも人気を誇るジャンルです。
■主なストーリー 古代・新羅時代の武術大会に突如出現した鬼＜トッケビ＞と、それを追いかけ
る若き青年リーダー＜花郎（ファラン）＞。彼らは“時空の扉”を通って、現代・韓国へタイムスリップ！全国大
会を目指し、練習中の「新羅高校」チアリーディング部の前に出現し、飛んだり、跳ねたりの大騒動！果たし
（５/１発表予定） ≪チケットぴあ≫
て生徒たちの運命は・・・！？ ※出演者の詳細は民音公式サイトをご覧ください。

※未就学児童入場不可

［出演］上川隆也 中村梅雀 葛山信吾
緒月遠麻 山田菜々 風間杜夫 他
★手塚治虫の長編歴史漫画が新たな
脚本と演出で蘇る。いつの時代にも生
きる者の指針となり私たちの心を掴
んで離さない、手塚治虫のはかりしれ
ない深い人間愛を描く！ ≪チケットぴあ≫

モーリス・ベジャール・バレエ団 ｢バレエ・フォー・ライフ｣

ＦＡＸ申込

日時／５月３１日
（日） １３：３０開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／Ｓ席 ７，
２００円（一般：９，
０００円）
Ａ席 ６，
３００円（一般：８，
０００円）

日時／５月２９日
（金） １８：４５開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／Ｓ席 １５，
０００円
（一般：１７，
０００円）
Ａ席 １２，
０００円
※未就学児童
（一般：１４，
０００円） 入場不可
★フィンランドの名門オケと五嶋龍によ
©E.Miyoshi
る、
オール・シベリウス・プログラム
フィンランドを代表するオーケストラ。パーヴォ・ベルグルンド、オッコ・カム、サカリ・オラモら、フィンラ
ンド出身の世界的マエストロたちが首席指揮者を務めてきた。2013 年からはハンヌ・リントゥが就任し、
脈々と続くシベリウス演奏の伝統を受け継ぎつつ、新たな視点も加え、高い評価を得ている。彼らのシベ
リウスを存分に堪能できるオール・シベリウス・プログラム。ソリストに迎えるのは、人気の世界的ヴァイ
オリニスト、五嶋龍。※やむを得ない事情でプログラム内容、出演者など変更になる場合がございますの
でご了承ください。それにともなうチケットの払い戻しはいたしません。
≪チケットぴあ≫

舞台『新 陽だまりの樹』

ＦＡＸ申込

日時／４月２９日
（水・祝） １５：００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 ６，
１００円（一般：６，
８００円）

花園直道 百花繚乱☆華ＦＵＢＵＫＩ☆スペシャル

ＦＡＸ申込

日時／５月２１日
（木） 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 １５，
０００円（一般：１８，
０００円）

申込締切：3月15日（日）

日時／５月２９日（金）１４：３０開演／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／全席指定 ５，
１００円（一般：５，
８００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

※未就学児童入場不可

ＦＡＸ申込

［出演］花園直道with華舞斗、喜楽座、響ファ
ミリー、松阪ゆうき、
デヴィ夫人、山本雅也
★名古屋で産声を上げた、あの＜和＞の総合エンターテインメントショーが、帰っ
てくる！斬新かつダイナミックな演出と独自の世界観で、注目を浴びているカリスマ
舞踊家・花園直道がお届けする＜和＞の総合エンターテインメントショー“百花繚乱
☆華FUBUKI”。今回は、その集大成ともいうべきステージをスペシャルバージョン
でお届け致します！ゲストには、民謡からオペラまで七色の歌声をもつ男「松阪ゆう
き」と、多彩な活動で知られる“東洋の真珠”こと「デヴィ夫人」を迎えて、豪華絢爛
なステージをお届けします。日本舞踊をはじめ民謡、三味線、和太鼓、箏、大衆演劇、殺陣さらには和洋のコラボレーションま
で、まさに“和の創作料理のフルコース”を思わせるステージを、たっぷりとご堪能ください。
≪チケットぴあ≫

★クイーンの名曲にのせて贈る、奇跡のパフォーマンス！「ボ
ヘミアン・ラプソディ」をはじめクイーンの名曲がダンスで炸
裂。フレディ・マーキュリーに捧げるバレエ！モーリス・ベジャー
photo : BBL - Ilia Chkolink
ル・バレエ団待望の名古屋公演で感動の名作がついに上演！
ロック・コンサートを思わせるドライヴ感たっぷりの照明の下、
「ボヘミアン・ラプソディ」をはじめ
クイーンの17の名曲にのせて、名門〈モーリス・ベジャール・バレエ団〉が踊る。その鍛え抜かれ
たダンサーたちが身に着けるのは、イタリアの伝説のデザイナー、ジャンニ・ヴェルサーチの衣
裳。何もかもが型破りなこのバレエは、初演（1997）のカーテンコールでブライアン・メイとロ
ジャー・テイラー、ジョン・ディーコン、そしてエルトン・ジョンが登場して「ショウ・マスト・ゴー・オン」
をライヴ演奏したという、クイーンお墨付きのパフォーマンスです。
≪チケットぴあ≫
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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
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『ライオンキング』

水樹

ＦＡＸ申込

※20枚 ※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）
※抽選になる場合は、申込枚数の少ない方から優先させていただきます。
※約２年のロングラン公演となります。今後もご案内いたしますのでよろしくお願いします。

★14年ぶりの名古屋公演が上演決定！ミュージカル『ライ
オンキング』が日本中を生命の歓喜に包みこむ！
太陽煌めくアフリカの大地を舞台に、
「サークル・オブ・ライフ（生命の連
環）」をテーマとして繰り広げられる壮大なミュージカル『ライオンキン
グ』。その歴史は1997年、ニューヨーク・ブロードウェイで始まりました。
開幕と共に『ライオンキング』は空前のブームを巻き起こし、1998年には演劇界最高の栄誉とうたわれ
る世界最大の演劇賞・トニー賞の中でも最も優秀な作品に贈られる最優秀ミュージカル賞を受賞。その
他、最優秀演出賞、振付賞、装置デザイン賞、照明デザイン賞、衣裳デザイン賞の計6部門を受賞し、さら
にトニー賞のみならずグラミー賞やドラマ・デスク賞など数々の賞を受賞しました。 ≪チケットぴあ≫

藍井 エイル

奈々

ＦＡＸ申込

日時／３月２２日
（日）
１５：００開演
会場／ナゴヤドーム
席種／全指定席 ７，
５００円
（一般：８，
３００円）

日時／８月２９日
（土） １７：３０開演
会場／名古屋四季劇場
席種／Ｓ１席 １０，
０００円（一般：１１，
０００円）

※３歳以上有料/２歳以下膝上鑑賞可/お
席が必要な場合は、有料

★NANA MIZUKI LIVE RUNNER
2020

松山

ＦＡＸ申込

千春

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／５月１０日
（日）
１７：００開演
会場／愛知県芸術劇場
大ホール
席種／全指定席 ５，
９００円
（一般：６，
６００円）

日時／６月１９日（金）１８：３０開演
６月２０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 ７，
９００円
（一般：８，
８００円）

★藍井エイル LIVE TOUR 2020

★ 松 山 千 春コンサ ート・ツアー
2020 「 思い出 」

※３歳以上有料

※３歳以上有料

≪サンデーフォーク≫

絢香

吉川

ＦＡＸ申込

晃司

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／７月５日
（日）
１７：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／全指定席 ７，
５００円
（一般：８，
８００円）

日時／６月２０日
（土）
１７：００開演
６月２１日
（日）
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／全指定席 ７，
１００円
（一般：７，
９００円）

※３歳以上有料

★KIKKAWA KOJI LIVE 2020

※未就学児入場不可

★LIVE TOUR 2020“遊音倶楽部～2nd grade～”

DRUM TAO

≪サンデーフォーク≫

財津

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／８月２２日
（土）
１７：３０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，
８００円
（一般：７，
３００円）

日時／７月１１日
（土）
１３：００開演／１７：３０
７月１２日
（日）
１２：００開演／１６：３０
会場／愛知県芸術劇場
大ホール
席種／全指定 １・２階席
６，
９００円
（一般：７，
７００円）
★DRUM TAO 2020

和夫

※未就学児入場不可

★財津和夫コンサート2020with
姫野達也 ～All Izz Well～

※６歳以上有料/５歳以下入場不可

新作舞台「祭響

御園座 鳥羽一郎・山川豊兄弟コンサート

Saikyo」

≪サンデーフォーク≫

御園座 由紀さおりコンサート

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／５月１４日
（木）
１５：００開演
会場／御園座
席種／A席 ７，
６００円
（一般：９，
０００円）

日時／５月１３日
（水）
１５：００開演
会場／御園座
席種／A席 ７，
２００円
（一般：９，
０００円）
※未就学児入場不可

★鳥羽一郎と山川豊が歌で
競演！鳥羽の代表曲「兄弟船」や山川のデビュー曲「函館本
線」を始め二人の最新曲などを熱唱する兄弟コンサート。
＜特別ゲスト＞えりか、都丸 悠

※未就学児入場不可

［ 主 な 予 定 曲 目 ］夜 明 け の ス
キャット・手紙・あなたにとって・他
★５０周 年 記 念 コ ン サ ート
2019～2020
“感謝„
≪御園座≫

≪御園座≫
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御園座 宇崎竜童弾き語りライブ

御園座

ＦＡＸ申込

中村美津子劇場

日時／５月１７日
（日）
１５：００開演
会場／御園座
席種／A席 ７，
２００円
（一般：９，
０００円）

日時／５月１５日
（金）
１８：３０開演
会場／御園座
席種／A席 ６，
３００円
（一般：７，
０００円）

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

★「河内おとこ節」でおなじ
みのパワフルな歌声で人々
を魅了する中村美律子が聴く者の胸を熱くさせ時には泣
かす長編歌謡浪曲など名曲の数々を披露する。
美律子節はもちろん、底抜けに明るい人柄の美ちゃんトー
クもお楽しみください！
≪御園座≫

★JUST GUITAR JUST VOCAL。
音楽家・宇崎竜童ソロライブ。ギ
ターの弾き語りと自身の歌声だ
けで魅せる大人のためのステー
ジ。

御園座 オール阪神・巨人４５周年記念公演

ＦＡＸ申込

≪御園座≫

御園座 ザ・ニュースペーパー特別公演

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／５月３１日
（日）
１４：００開演
会場／御園座
席種／A席 ４，
５００円
（一般：５，
５００円）

日時／５月２４日
（日）
１５：００開演
会場／御園座
席種／A席 ５，
８００円
（一般：７，
０００円）
［出演］オール阪神・巨人、間寛平 ほか
［ゲスト漫才］中川家、からしレンコン ほか
★スペシャル芝居あり ゲスト漫
才あり 歌あり トークあり 最
後はたっぷりと至極の漫才を楽し
んでいただきます。

※未就学児入場不可

★社会風刺コント集団！激動の子
歳に吠える！

≪御園座≫

≪御園座≫

浜名湖花フェスタ２０20

ＦＡＸ申込

●会
期／３月２０日
（金・祝）
～６月１４日
（日）
●会
場／はままつフラワーパーク
●開園時間／[3/20～5/6] 8：30～17：30
[5/7～6/14] 9：00～17：00
※夜間開演開催日
（3月下旬～4月上旬）
は8：30～21：00

●入 場 料／前売大人（高校生以上）入場券
前売小・中学生入場券

※入園は閉演の30分前まで

6００円（一般：８００円～１，
０００円） ※未就学児
２5０円（一般：４００円～ ５００円） 入場無料

※花の開花状況などで価格に変動があります。 ※チケットは引換券の為、入場前に「はままつフラワーパーク正面ゲート」または、
「浜名湖ゲート」にてお引換えください。

★おかげさまで開園50周年！
！世界一美しい「桜とチューリップの庭園」
園内を染める千三百本の桜とチュールップ五十万球の世界一の春。幻想的は夜桜のライトアップも大好評。贅沢な春をお楽しみく
ださい。
（サクラ、チューリップ 3月下旬～4中旬）
◎スマイルガーデン～吉谷桂子の花の世界～ 4月上旬～6月中旬
◎大物盆栽展 6月30日まで
◎夜桜ライトアップ 3月下旬～4月上旬（開花状況により変更有）
≪チケットぴあ≫
◎フジ＆スマイルガーデンのライトアップ 4月下旬～5月上旬（開花状況により変更有）

大浮世絵展 歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演
●会

販売期日：5月26日（火） 窓口販売

期／４月３日
（金）
～５月３１日
（日） １０：００～１８：００。金曜は20：00まで。
（入場は閉館３０分前まで）
※休館日＝毎週月曜日、
５月７日(木)

[５月４日
（月・祝）
は開館]

●会
場／愛知県美術館
●入 場 料／前売一般
１，
０００円（一般：１，
２００円（当日：１，
４００円））
前売高大生
８００円（一般： ９００円（当日：１，
１００円）） ※中学生以下無料
★浮世絵/Ukiyo-eの歴史の中でも、キラ星のごとく輝いた人気絵師である喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳の５人にフォーカスし、国
内のほか欧米の美術館、博物館、個人コレクション等から傑作だけを集めました。歌麿は美人画、写楽は役者絵、北斎と広重は風景画、国芳は勇壮な武者絵と機
知に富んだ戯画─と、絵師のエッセンスを凝縮した内容は、
「誰もが知っており、そして誰もが見たい」ものになっています。ぜひ、本展覧会にご期待ください。
［注意］※同時開催のコレクション展もご覧になれます。 ※「身体障がい者手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
「療育手帳」のいずれかをお持
ちの方、また、その手帳に「1種」または「１級」と記載のある方に付き添われる方は1名まで当日料金が半額になります。美術館チケット売場にてお
買い求めください。 ※小・中学生は美術館チケット売場で無料観覧券をお受け取りください。 ※今後の諸事情により、開館日、開館時間等
について変更する場合がございますので、展覧会公式サイトにてご確認ください。 https://dai-ukiyoe.jp/

名古屋モーターサイクルショー in Aichi Sky Expo

●開催日時／４月１０日
（金） １３：００～１８：００
４月１１日
（土） １０：００～１８：００
●会
場／Aichi Sky Expo 愛知国際展示場（愛知県常滑市）
●斡旋価格／前売 １，
０００円（一般：１，
３００円（当日：１，
６００円））
※高校生以下無料（当日学生証の提示が必要です） ※女性無料

販売期日：4月5日（日） 窓口販売
４月１２日
（日） １０：００～１７：００

★中部国際空港セントレアに隣接した開業した新スポット「Aichi Sky Expo」にて、中部エリアで初のモーターサイクルショーを開催！
特設ステージによる著名人のトークショーや安全運転に関する各種フォーラムなど、バイクファンをはじめ、若者から、直接バイクにかか
わりのないファミリー層までが楽しめる企画満載ですので、ご家族、バイク仲間とご来場ください。
《屋内展示会場》 ●国内外各メーカー最新市販車、
コンセプトカー展示
●二輪車関連用品・サービス関連企業･団体ブース展示 ほか
《屋外会場》
●国内外各ブランド最新モデル試乗会
●免許を持たない若者･女性向け二輪車体験コーナー
≪チケットぴあ≫
子供バイク教室、
プロライダーによるデモンストレーション ほか
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中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
●日

ＦＡＸ申込

時／５月22日
（金） 第１日 （予選ラウンド ８：００スタート予定）
５月23日
（土） 第２日 （予選ラウンド ７：３０スタート予定）
５月24日
（日） 最終日 （決勝ラウンド ７：３０スタート予定）
場／中京ゴルフ倶楽部 石野コース （愛知県豊田市芳友町）
種／前売券 2,2００円（一般：3,0００円） ※1枚につき1日1名様有効。日にち指定はありません。

●会
●券

※本券は、3日間とも競技が中止にならない限り、払戻し致しません。
※高校生以下は入場無料。但し、中学生以下は保護者同伴の場合に限り入場可能です。

★今年も賞金女王の座を目指し、熱き女の闘いがグリーン上で展開されます。

≪チケットぴあ≫

【 2020 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

4月11日（土） 14：00
4月26日（日） 14：00
5月3日（日・祝）15：00
5月16日（土） 14：00
基準価格

申込締切：4月の試合は3月11日（水）

※詳細はホームページでご確認ください。

キックオフ

対戦カード

ｖｓ ガンバ大阪
ｖｓ ヴィッセル神戸
ｖｓ 柏レイソル
ｖｓ FC 東京

ＦＡＸ申込

基準価格

■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）

C
A
A
B

※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。

メイン３階 指定席
ロイヤル
SS指定席 S指定席 A指定席
シート
大人
小中高

B自由席
大人

ホーム or アウェイ 自由席
大人

小中高

座席図

小中高

７００円
A価格 ７，
9００円 6,400円 5,4００円 4,8００円 4,4００円 2,2００円 4,2００円 2,1００円 3,4００円 1，
7００円 5,450円 4，
6００円 4,1００円 3,75０円 1,85０円 3,55０円 1,75０円 2,9００円 1,4００円
会員価格 ６，
4００円 5,900円 4,9００円 4,3００円 3,9００円 1,95０円 3,7００円 1,85０円 2,9００円 1,45０円
B価格 ７，
会員価格 6，
3００円 5,000円 4,15０円 3,65０円 3,3００円 1,65０円 3,15０円 1,55０円 2,45０円 1,2００円
C価格 6，
9００円 5,400円 4,4００円 3,8００円 3,4００円 1,7００円 3,2００円 1,6００円 2,40０円 1,2００円
会員価格 5，
9００円 4,600円 3,75０円 3,2００円 2,9００円 1,4００円 2,7００円 1,35０円 2,05０円 1,0００円
D価格 6，
4００円 4,900円 3,9００円 3,3００円 3,1００円 1,55０円 2,9００円 1,45０円 2,1００円 1,05０円
会員価格 5，
45０円 4,150円 3，
3００円 2,8００円 2,6００円 1,3００円 2,45０円 1,2００円 1,75０円

85０円
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広島

DeNA

５月

5/13（水） 5/22（金） 5/23（土） 5/24（日）
■18：00 ◎18：00 ◎14：00 ★14：00
セ・パ交流戦

６月

中日ドラゴンズ公式戦
セ・パ交流戦

ＦＡＸ申込

千葉ロッテ

6/2（火） 6/3（水） 6/4（木）
■18：00 ◎18：00 ◎18：00

ソフトバンク

5/26（火） 5/27（水） 5/28（木）
◎18：00 ◎18：00 ◎18：00
席 種
ドラゴンズ外野応援席（２０20シーズンシート）
ライト側 31 列 R530・R531 ２席１組
席種

おとな・こども

内野A
（1塁）

おとな

内野B
（3塁）

おとな

こども
こども

©中日ドラゴンズ

斡旋席数
斡旋価格（2席セット）
巨人戦：3,000円 その他：2,500円
各試合
１組
（一般参考価格（プレミアム）：１席2,000円）
斡旋価格
◎スタンダード
■バリュー
4,500円（一般：5,000円） 4,000円（一般：4,500円）

★プレミアム
4,700円
（一般：5,200円）

2,000円（一般：2,500円） 1,500円（一般：2,000円）
3,600円（一般：4,000円） 3,100円（一般：3,500円）

3,800円
（一般：4,200円）

※チケット料金は試合日により価格が変動します。
※青色が共済会斡旋価格です。

【共通事項】 会場／ナゴヤドーム

1,500円（一般：2,000円） 1,000円（一般：1,500円）

※おとな＝高校生以上、
こども＝小中学生が対象。

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。
※外野応援席以外は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枚目から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。
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丸大食品 レトルトカレー特別販売

ＦＡＸ申込

①

②

③

●５１種類のブレンドスパイス使用

① ビストロ倶楽部ビーフカレー甘口 ② ビストロ倶楽部ビーフカレー中辛
（製造日より730日）
③ ビストロ倶楽部ビーフカレー辛口 （各１７０ｇ×４袋入）
●完熟トマトとバターのコク
④ バターチキンカレー中辛
あめ色玉ねぎとお肉の旨み ⑤ キーマカレー中辛
（各１５０ｇ×３袋入）
（製造日より365日）
●斡旋価格／各２００円（一般：４３０円）
●斡 旋 数／１人各2つまで （各１００セット・申込多数の場合は抽選）
≪丸大食品株式会社≫

④

⑤

岡崎ニューグランドホテルお食事券

販売期日／３月19日（木）

窓口販売

●利用期間／３月１日
（日）
～５月３１日
（日）
桜期間中／３月20日
（金）
～4月5日
（日）

1,200

●斡旋枚数／
枚 ※無くなり次第終了
●購入資格／会員のみ《１人４枚まで》

1,700

●斡旋価格／１枚
円（一般：2,200円）
※電話にて残券をご確認のうえ、
会員証を持ってお越しください。

スカイレストラン「パ

2F 料亭
「おとがわ」

リ」

【予約 ☎：
０５６４－２１－0116】
■昼席 １１：3０～１４：0０ ■夜席 １７：００～２１：００

【予約 ☎：
０５６４－２１－５１２５
（直通）】

●春のスカイランチブッフェ

※桜期間及びGWは２部制

※全日予約制、前日17：00までにご予約ください。
※桜期間中個室でのご案内は致しておりません。

11:00～12:30/13:00～14:30

『メイン料理＋ブッフェ料理＋ソフトドリンク』

桜クーポン１枚

桜花膳

土曜日・日曜日のランチタイム限定特典！
お値段そのままでワインが飲み放題！

●ディナーブッフェ

桜クーポン2枚
春の香りと彩りが満載
の桜づくしのお膳。

17:30～21:00

『選べるメインプレート+・飲み放題付き』

イメージ

桜クーポン2枚

さくら会席

+830円でステーキディナーへグレードアップできます。

桜クーポン3枚

彩りと香りと豊かな味わいに酔う、桜づくしの
会席料理。

●夜桜コースディナー

●１日限定１２名様

1F ラウンジ
「ルポー」

※前日１５：００までにご予約ください。

◎グランドコース

■昼席 １１：３０～１４：００
【予約 ☎：０５６４－２１－0116】

桜クーポン２枚

舞花弁当

◎ロイヤルコース
桜クーポン３枚

桜クーポン1枚
美味しさ満開、
さくら色
に染め上げたお弁当。

イメージ

★他にスカイレストラン「パリ」では、共済会の会員証提
示で10％割引になります。どうぞご利用ください。★

イメージ

岡崎ニューグランドホテル
☎0564-２１-５１１１㈹

●予約・総合問い合わせ先／

※貸切の場合がございます。予めご了承ください。
※たいへん混雑が予想されますので、お早めにご予約ください。
※利用できない時間帯・人数制限などがありますので、
事前にご確認及びご予約ください。
※市営岡崎公園駐車場をご利用の方は1.5時間まで無料券をホテルより差し上げます。

★詳しくは、同封のチラシをご覧ください！★
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3月号 共済会ニュース

おかざき世界子ども美術博物館

第３２回 リトルアーティスト展

世界の有名美術家10代の作品とあわせて見よう！
－リトルアーティスト絵画コンクール優秀作品－

●会
期／３月７日(土)～４月１９日
（日） ※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
●休 館 日／毎週月曜日
●観 覧 料／大人 １００円 中学生以下無料
※今回は、無料招待券はありません。
※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）

連合愛知三河中地域協議会 ２０20 地協 メーデー 一般勤労者への参加のご案内
～誰もが安心して働き続けられる社会をめざそう！～

お知らせ

●と き／４月19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

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
イオンスポーツクラブ ３FIT岡崎店 チケット価格改定のお知らせ
ガイドブックにも掲載している上記施設の斡旋価格が

１枚 ５４０円 ⇒１枚 ５５０円（３月販売分より） 改定となりますので、よろしくお願いいたします。

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！

岡崎幸田勤労者共済会

検索

★給付及び各種助成などの利用申請について

入学の時期に入ってまいります。お子様が小・中学校へ入学のご予定の方は、給付申請の
際の提出物として入学通知書等を捨てずにお控えください。給付・助成の申請が複数ある場
合は、必ず個々の事由毎に申請書類の提出をお願いいたします。一つの用紙でのまとめて
のご提出は受付できません。

★会員の入退会書類提出期限について

会員の入退会の書類の提出期限は毎月２５日となっております。
２５日までにご提出いた
だくと、翌月の１日が会員資格取得日となり、
２６日以降はまたその翌月１日が会員資格取得
日となります。
（例 ２月２６日～３月２５日提出＝３月３１日付退会、
４月１日付入会）

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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