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No.455

令和２年8月１日現在／
事業所数713社 会員数：8,251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

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

ＬＯＶＥあいちキャンペーン

直接申込
ドラゴンズパックNo. 43046

welcom
e

de

日帰り

と

■ご旅行代金
（お一人様）
（昼食付）
（２歳以上）
大人・小学生 幼児（2歳以上未就学児）
割引前の価格Ⓐ
8,000 円
6,000円
愛知県からの補助額Ⓑ
4,000 円
3,000円
LOVE あいちキャンペーン価格

4,000 円

3,000円

（お支払いいただくご旅行料金）Ⓐ-Ⓑ
ＬＯＶＥあいちキャンペーンとは新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ旅行需要
の早期回復を図るため、主に県民による県内旅行を促進することで県内の観光関連産
業を支援することを目的としています。

西尾ルート

コースNo. 43046B

行

西尾駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：20
8：20
8：30
9月 1㈫・11㈮・13㈰・19㈯・24㈭

相見ルート

コースNo. 43046C

相見駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：45
8：20
8：30
9月 6㈰・8㈫・21㈪・29㈫

程

各地 ― 常滑やきもの散歩道（散策）― まるは食堂りんくう常滑店（昼食）
高速船
― めんたいパークとこなめ（お買物） ― 師崎港 ～～ 日間賀島西港 …
高速船
日間賀島（散策・食べ歩き）… 日間賀島西港 ～～ 師崎港 ― えびせんべい
の里（お買い物）― 各地（17：40頃 岡崎帰着）

【重要】

※名鉄海上観光船が運休の場合は、魚太郎とつくだ煮街道の立寄りに行程を変更し、
乗船料及び食べ歩き代（弊社ツアー企画料金）
を返金いたします。また、その場合、
帰着時間が１時間程早くなります。

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！

◎旅行企画・実施

なお、今回のツアーは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。

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

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

9月号 共済会ニュース

男川やな 額田石挽き
そば打ち道場でそば打ち体験！

ＦＡＸ申込

昨年開催し大変好評だった、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、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24日
（土） １０：
００開始
●参 加 費／１，
５００円（一般：２，
600円）
（ひとこね５食分）
●内
容／ひとこね材料は５食分となります。何名で作業しても５食分となり
ます。そのうち１食は、そのままの料金で食べることができます
が、
２食目からは調理及び調味料として２５０円別途かかります。ま
た、調理しない分はお土産としてお持ち帰りください。
●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／男川やな
岡崎市淡渕町日向２３ TEL0564-82-2089
★新型コロナウイルス感染拡大防止対策につきまして、必ずマスクの着用等を
お願いいたします。開催に際しましては、消毒液を準備する等対策を行います
が、愛知県下の今後の推移によっては中止となる可能性もございますのでご了
承ください。

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２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２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、楽の湯：２冊まで
コロナの湯：20枚まで
（有効期限：約６ヶ月）
入浴施設

券種（1冊）

葵湯

10枚綴り回数券

6,000円

楽の湯

10枚綴り回数券

6,800円

敬老の日特別斡旋価格

一般価格

天然温泉コロナの湯 平日 750円
安城コロナ
入泉券１枚
土日 800円

4,000円
5,000円

満71歳以
上の会員ご
本人のみ

500円
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共済会ニュース 9月号

天然温泉コロナの湯

安城店

入泉券の斡旋

FAX申込

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
★新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じております
が、内容につきましてはホームページ等でご確認ください。
≪安城コロナワールド≫

岡崎市親善都市

石垣市物産展

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年以上！
沖縄の物産はいかがでしょうか。
①

◆斡旋品◆ ■購入要件／会員のみ 各３つまで
①石垣の塩ちんすこう
２８０円（希望小売価格：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。
２００ｇ
②波照間島産黒糖 粒 １８０円（希望小売価格：２６０円）
・日本最南端の有人島で太陽と大地の恵みを受けたさとうきびを
100％使用した黒糖です。
③さーたーあんだぎー ２１０円（希望小売価格：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石垣島塩チョコリーフパイ
５９０円（希望小売価格：８８０円）
１０個
・葉っぱの形をしたサクサクパイ生地にチョコをくるみ石垣の塩を
アクセントに加えました。
⑤べにいもたると
４２０円（希望小売価格：６５０円）5個入り
（箱）
・沖縄県産紅いも１００％使用。なめらかタルトで大人気。
⑥石垣島の本当にまじめなもずく
３５０円（希望小売価格：５００円）
５００ｇ
・十分に塩抜きし、水気を切って三杯酢で、お好みでにんにく・しょ
うが等を加えてお召し上がり下さい。
⑦島とうがらし
２８０円（希望小売価格：４８０円）
７０ｍｌ
・刺身、炒め物、麺類等工夫してお使い下さい。アルコール分の強
い焼酎等を入れれば２～３回使えます。
⑧島ラー油
３４０円（希望小売価格：５８０円）
７０ｍｌ
・餃子やラーメン、料理の味付けに・
・
・アイデア次第でおいしさい
ろいろ。
⑨ピパーチ（香辛料）
４４０円（希望小売価格：６００円）
３０ｇ
・はじめ甘くやがてピリッと辛い味。石垣島独特のトロピカルなス
パイス。甘い香りの胡椒です。
⑩石垣の塩
４８０円（希望小売価格：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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③

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

画像はすべてイメージです

9月号 共済会ニュース

高級筆柿の斡旋！

ＦＡＸ申込
10月中旬頃配布予定

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。
イメージ
・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）

丸大食品 レトルト食品特別販売
●完熟トマトとデミグラスソースのコクと旨みがポイント
１．ビーフシチュー
●鶏肉の旨みとじっくりと炒めたソテーオニオンの甘味
２．クリームシチュー
（各１４０ｇ×３袋入）
（製造日より365日）
●7年連続売上No.1のドリアシリーズ
ご飯にかけ、チーズをのせてトースターで焼きあげれば
手軽にドリアが作れます。
3
３．海老ドリアソース
４．ミラノ風ドリアソース
５．チキンドリアソース
（３は１１０ｇ×４袋入、
４と５は１４０ｇ×４袋入）
（製造日より365日）

1

ＦＡＸ申込
2

4

5

●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≫

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

4

※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。

共済会ニュース ９月号

志摩スペイン村 感謝デーパスポート

ＦＡＸ申込

１０月２４日
（土）
・
１０月２５日
（日）
・
１０月３１日
（土）
・
１１月１日
（日）
・
１１月２日
（月）
・
１１月３日
（火・祝）
のいずれかを
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）
券 種
区分
通常価格
斡旋価格
※2歳以下の幼児は有料
大人
5,400円
入園者(大人)１名様につ
パスポート
中人
4,400円
1,000円 き2名様まで無料。
※１人４枚まで
小人・シニア
3,600円
★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！
※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。

御園座 梅沢富美男劇団・田川寿美特別公演
■日
■会
■席

≪
（株）近畿日本ツーリスト中部≫

ＦＡＸ申込

時／１１月１４日
（土） 昼の部11時開演
１１月２０日
（金） 夜の部16時開演
場／御園座
種／A席 １２，
０００円（一般：１４，
０００円）

※未就学児童入場不可
※各日20枚
※ソーシャルディスタンス保持のため座席の左右を空けますのでご理解お願い
いたします。

★１．富美男・寿美の弁慶・義経『大笑い！勧進帳』、
２．梅沢富美男・田川寿美オンステージ 特別ゲスト＝松居直美、
３．華の舞踊絵巻。

≪御園座≫

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

■利用期限／令和3年３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４枚まで
■斡旋金額／２，
４００円（一般：３，
３００円）
■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

★新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じておりますが、
内容につきましてはホームページ等でご確認ください。

イメージ

愛知労福協岡崎・額田支部 「第43回働く者の作品展」作品募集！
■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／令和2年１０月３１日
（土） ※作品も１０月３１日（土）まで受付
■会
期／令和2年１１月２5日
（水）
～１1月29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。
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ＦＡＸ申込

9月号 共済会ニュース

岡崎市美術博物館
岡崎市美術博物館

企画展 小宇宙の精華 インド宮廷絵画 畠中光享

■会
期／９月２６日
（土）
～１１月８日
（日）
■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
■斡旋価格／一般
（高校生以上） ７００円
（一般：
１，
０００円）

窓口販売

販売期間：9月1日（火）～11月8日（日）

※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

★１０月２日
（金）
はインドの祝日のため展覧会の無料開放
★本展では、日本画家・インド美術研究者である畠中光享氏が約半世
紀の歳月をかけて調査研究のために収集した「畠中コレクション」のイ
ンド細密画をご紹介します。
「畠中コレクション」はインド細密画の全て
の流派を網羅した、国内では唯一最大のコレクションです。インド細密
画の、小さな画面に広がる深くて豊穣な世界をお楽しみください。

《貴族の肖像》
－ムガールまたはゴルコンダ派－
17世紀前期

《楽器を持つ女》
－キシャ ン ガル派－
1760 年頃

紙のびっくりワールド いろいろな紙のアートの世界

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

窓口渡し

身近な紙が生まれ変わったアートに驚き、楽しみながら、自身の
イマジネーションを刺激していただければ幸いです。
■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／９月５日
（土）
～１０月２５日(日) ※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日、
９月２３日
（水）
（※９月２１日は開館）
■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。

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
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