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No.459

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

令和２年12月１日現在／
事業所数702社 会員数：8,138名

※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

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）
。

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。

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。

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。

② 窓口販売・
・
・共済会事務局窓口で販売いたします。

※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。

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。
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中村 孝弘
大竹 広行
山﨑 文夫
鈴木
晃
植山
論

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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監

事
〃

事 務 局

河合
大竹

あけまして
おめでとうございます

大嶽 治郎
矢野 哲也
〃
淺岡 謙治
〃
北村隆一郎
評 議 員 宮本 一彦
〃
畔柳 則男
〃
川 正敏
理

謹んで新春の
お慶びを申し上げます

副理事長

12

会員の皆様には、お健やかに令和３年の新しい年
をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。また、
旧年中の共済会の運営に対しましてご支援ご鞭撻を
賜り、心より感謝申し上げます。

当共済会は、岡崎市と幸田町の企業に従事される
勤労者の皆様のための総合的な福祉事業を行うこと
により、勤労者の皆様の福祉の向上を図るとともに、
企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを
目的としています。
会員事業所数及び会員数は昨年 月時点では７０
２事業所、８，１３８名となっております。このコ
ロナ禍においてそれぞれ減少しているものの、大き
く落ち込むこともなく、この水準を維持できている
ことは、ひとえに企業の皆様のご理解の賜物と、厚
く御礼申し上げます。
昨年は世界的なパンデミックにより会員事業所様
及び会員の皆様にとって、大変辛い時期を過ごされ
たことと推察いたします。
本年、共済会では会員の皆様に喜ばれ、満足度の
高 い 充 実 し た 事 業 内 容 の 企 画 及 び 実 施 に 取 り 組 み、
会員の皆様がこの共済会の福利厚生制度を通じ、ご
利用いただくことで、少しでも元気に、豊かで、そ
して幸せな日々を送れることを切に願い邁進してま
いりますので、本年も皆様からのご理解とご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

雄司

今年一年が事業所様そして会員様とそのご家族の
皆様にとりまして、幸多き一年になりますようご祈
念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

岡崎幸田勤労者共済会
代表理事
寺田

寺田 雄司
山中 賢一
専務理事 加藤健一郎
常務理事 齊藤 勝英
理
事 辻村 勝馬
〃
太田 健介
〃
森田 滝也
理 事 長

・すでにお持ちの映画観賞券や食事券に関すること
・現在窓口販売をしているチケット
・受け付け中のものについて など

潤
博

職員一同

検索

1月号 共済会ニュース

新規契約！ いちご狩り キングファーム

期間中窓口配布

西尾市のいちご狩り施設『キングファーム』と新規契約をいたしました！
割引利用券を共済会事務局窓口でお渡ししております。
施

設

名

品

種

利用期間

King Farm キングファーム

大人（中学生以上）
2,000円

●紅ほっぺ
●西尾市西浅井町坂下坂下6－1
King Farm Café前ハウス受付
☎070-5649-2578
HP QRコード
https：//king-farm.jp/

一般料金（3月末までの料金） 共済会料金

●章姫
●よつぼし

１月9日
〜
5月中旬

高学年（小4～6年生）
1,700円
低学年（3歳～小学3年生）
1,400円

300円券

70歳以上、車いす利用、
障がい者･療育手帳を
お持ちの方
1,400円
3歳未満無料

【要予約】キングファーム公式アプリorお電話にて予約ください。＊アプリからの予約は更に割引あり。
アプリQRコードはHPをご確認ください。

まるや八丁味噌『味噌煮込みうどん』の斡旋！

ＦＡＸ申込

創業延元二年（一三三七年）まるや八丁味噌の『みそ煮込みうどん』はいかがでしょう
か。味噌と生麺との相性が良いみそ煮込みうどんは、郷土料理のひとつで、その味が皆様
にご好評頂いております。
●商 品 名／味噌煮込みうどん６食入
●賞味期限／製造日より常温６０日
●斡旋価格／１，
5００円
（一般価格：３，
２４０円（税込））

※価格には共済会の補助が含まれています。

●申込資格／会員のみ １人3セットまで
★クックパッドでレシピ公開中！HPよりご覧下さい！
WWW.8miso.co.jp
≪
（株）
まるや八丁味噌≫

こだわりの「挽き搾り製法」でリニューアル
森永乳業 ～長期・常温保存～ とうふの斡旋
１ 常温で長期保存（製造日より７．
２ヶ月）

２ こだわりの引き搾り製法

FAX申込

①水に漬けず、そのまま大豆を粗く粉砕／大豆のうま味が流
出しない。
②皮を取り除き実の部分のみを取り出す／皮に由来する雑
味がなく、大豆本来の味わいの豆乳が作れる。
●内
容／１ケース
（１丁２５０ｇ、
１２丁入り）
●斡旋価格／１，
０００円（通常：１，
９１４円）
①絹とうふ ★濃厚な大豆本来のうま味 ★絹とうふ本来の滑らかな食感
②絹とうふ しっかり ★崩れにくいしっかりとした硬さ ★絹とうふ本来の滑らかな食感と風味
●斡旋内容／会員のみ １人合計２ケースまで
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共済会ニュース 1月号

ミスタードーナツ
商品券の斡旋

老若男女問わず、みんな大好きミスタードーナツ！
今回、ミスタードーナツの商品券を斡旋！
ＦＡＸ申込
みんなでワイワイ楽しもう！

●券
種／ミスタードーナツ商品券 額面５００円を１０枚１組（５，
０００円分）
●斡旋価格／４，
５００円
●斡旋枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）
●購入資格／会員のみ（２組まで）
●そ の 他／有効期限はありません。購入金額が額面に満たない
場合は、お釣りがでます。

岡崎市美術博物館

収蔵品展

お知らせ

暮らしのうつりかわり～魅せます！土人形 素朴な造形美の魅力～

●会
期／１月２３日
（土）
～３月２１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 ※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 小中学生１５０円
※中学生以下は無料

※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

★令和の時代になって、収束がみえないコロナ禍にあって、私達一人ひとりが日々の
暮らしや社会 を再認識し、見直す状況に迫られています。昔の道具から生活の違い
や変化、先人達の生活の知恵と工夫をくみ取り、少しでも今を乗り切るためのきっか
けにしていただければ幸いです。
窓口渡し：1月5日から
巨匠たちの１０代
世界でもめずらしい１０代のコレクションを大公開

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は、有名芸術家－ピカソ、ダリ、ムンク、モネ、青木繁、岸田劉生、平山郁夫など
の子ども時代の作品を多数収蔵しており、世界的にも珍しいコレクションとして知られています。本展ではそ
の貴重なコレクションを一堂にご覧いただけます。
巨匠と呼ばれる人たちにも子ども時代があり、多感な青春時代を経験し、大人へと
成長しました。そんな若き日の作品には、さまざまに開花していった才能の芽を感じ
ることができます。作品に現れている純粋なまなざし、表現のひたむきさ、あふれる
創造力を、今を生きる子どもたちに、そしてかつて子どもだった大人たちにもぜひご
覧いただき、未来を夢見ることの素晴らしさを感じていただけたら幸いです。
●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／１月１６日
（土）
～４月１１日
（日） ※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
●休 館 日／毎週月曜日、2月12日㊎・24日㊌・3月8日㊊～12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。

名古屋テレビ塔

展望台入場券

ＦＡＸ申込

●日
程／２０２１年３月３１日
（水）
まで
●会
場／名古屋テレビ塔 名古屋市中区錦三丁目６-１５先
１０：００～２１：００（最終入場２０：４０）【土曜日・夏休み期間等】
１０：００～２１：４０（最終入場２１：２０）
●営業時間／【平日・日曜日】
定休日なし
（年に２日程メンテナンス休館あり） ※イベントにより変更あり※詳細は公式ホームページにてご確認下さい
●料
金／大人（高校生以上） ７００円（一般：９００円）
小人（小・中学生） ２００円（一般：４００円） ※未就学児無料
【注意】
チケットは引換券の為、入場前に「当日券売り場」にてチケットを引換えください。
★「発見と感動のパノラマビュー」
大都会名古屋の景観を立体的に味わえる感動空間。夜の景色は日本夜景遺産に認定されています。
●施設概要／「スカイデッキ MIRAI３６０(ミライサンロクマル)」 地上９０メートルに位置する屋内展望台。大都市名古屋の景
色を一望できる感動空間。夜の景色は日本夜景遺産にも認定されています。展望台の天井と足下に設置されたミラーに外の景色が映
り込むこれまでにない景観は必見。３６０度のプロジェクションマッピングは映像と音響のド迫力。感動・感激を体験して下さい。
「スカイバルコニー」 地上１００メートルに位置する屋外展望台。窓がない吹き抜けの空間は、開放感溢れる憩いの空間。直接風を感
じながらのびのびと景色が楽しめる展望エリアです。
［注意事項］
・購入済み入場券の払い戻しや再発行、退場後の再入場は原則できません。
・盲導犬、介助犬、聴導犬以外の動物・ペットの同伴はご遠慮下さい。 ・展望台への飲食物の持ち込みはご遠慮下さい。
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≪チケットぴあ≫

1月号 共済会ニュース

第9回 こどものためのコンサート

ＦＡＸ申込

日時／３月７日
（日）
午後の部 １４
：
００時開演
会場／岡崎市民会館あおいホール
席種／おとな
８００円
（一般：
１，
０００円）
３歳～小学生 ４００円
（一般： ６００円 ※当日２００円増）
親子券
１，
１００円
（一般：
１，
５００円）※２歳以下無料
※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。

★魔法のランプと世界旅行。予定曲目／ホールニューワールド、アメイジング・グレイス、人形の夢と
目覚め ほか。
「みんなでいっしょに」のコーナーもあるよ！ 公演時間約４０分
（休憩なし） ≪岡崎パブリックサービス≫

小曽根真 60th Birthday Solo OZONE60 Classic x Jazz
日時／３月２７日
（土） 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 ６，
３００円（一般：７，
５００円） ※未就学児童入場不可
★ジャズ、クラシックにクロスオーバーな活躍を見せる小曽根真、60歳を記念するソロ・
リサイタル！デビューからこれまでのキャリアを集約したダイナミックな世界を描きます。
2021年3月に60歳を迎える小曽根真が、ジャズとクラシックの両方のレパートリーを
ピアノ１台で表現する、究極のソロ・ライブ公演。20代から米国においてジャズの最前線
で活躍し、40代で初めてクラシックにも挑戦。今や双方の檜舞台で世界的に躍進を続け
るOZONEの60歳の節目に相応しい、華やかなステージにご注目ください。

ＦＡＸ申込

［注意事項］
■新型コロナウイルス感染拡大防止策として、ご入場時にお客様のお名前・ご連絡先をご提
供いただきます。万が一感染者が発生した場合など必要に応じて保健所等の公的機関へ
提供させていただく場合がございます。予めご了承ください。
「緊急連絡先ご記入用紙」をチケットと同封いたしますので、当日の密集・混雑をさけるた
め、事前にご記入のうえご来場くださいますようご協力をお願いいたします。
■中京テレビ事業HP「新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組み」を必ずご確認ください。
URL：https://cte.jp/wp-content/uploads/2020/11/covid19_guidelines.pdf
■本公演は、音楽コンサートにおけるガイドラインにしたがい、感染症予防対策を徹底した
うえで販売します。
≪チケットぴあ≫

ローズのジレンマ

©中村風詩人

ＦＡＸ申込

日時／３月３日
（水） １３
：
３０開演／１８
：
３０開演
会場／刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール
席種／全席指定 ９，
０００円
（一般：
１１，
０００円） ※未就学児童入場不可
［出演］
大地真央、
神田沙也加、
村井良大、
別所哲也
★喜劇王ニール・サイモンの晩年の傑作。おかしくて、ちょっと切ないハートフルコメディ。
“ブロードウェイの喜劇王”として不動の地位を築き、米国を代表する喜劇作家ニール・サイモン（「おかし
な二人」
「サンシャイン・ボーイズ」）の晩年の傑作「ローズのジレンマ」。2003年にオフ・ブロードウェイのマンハッタン・シアター・クラブで二か月あまりの限定公演が行われ、翌2004年に日本初
上演となりました。経済的危機に瀕している大物女流作家ローズが、最愛のパートナーだった作家ウォルシュの亡霊に提案され、助手アーリーンや売れない作家クランシーと共に彼の未完の遺
作を仕上げる中で、残された人生と向かい合っていく様を、ユーモラスに描きます。
≪重要≫ 「チケット不正転売禁止法」、
「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。
≪チケットぴあ≫
http://www.kyodotokai.co.jp/informations/detail/1522

ミュージカル

屋根の上のヴァイオリン弾き

ＦＡＸ申込

日時／３月５日
（金） １８：００開演【S席・A席】
３月６日
（土） １８
：
００開演【S席のみ】
会場／愛知県術劇場大ホール
席種／Ｓ席 １１，
５００円（一般：１３，
５００円）
Ａ席 ９，
０００円（一般：１０，
５００円） ※未就学児童入場不可
［出演］市村正親、鳳 蘭、凰稀かなめ、唯月ふうか、屋比久知奈、上口耕平、植原卓也、神田恭兵、ブラザートム 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。
★日本初演から半世紀以上、こんな時代だからこそ人々に愛され続けるミュージカル。結婚に必要なのは「愛」なのか「金」なのか？政治的思想と、理想の家庭
は両立するものなのだろうか？宗教の違いを超えて、人は幸せになれるのだろうか？親の信念を子供たちに押し付けることは良いことなのか？など、激変する世
界情勢の中、いつの時代でも、どの国でも通じる今日的なテーマを、軽妙なセリフ回しと軽快な音楽、ダンスシーンを交えてお贈りする名作ミュージカル。
≪重要≫ 「チケット不正転売禁止法」、
「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。
≪チケットぴあ≫
http://www.kyodotokai.co.jp/informations/detail/1521

御園座

三月特別公演

里見・純烈公演

ＦＡＸ申込

日時／3月 6 日
（土）
昼の部 11時開演
3月14日
（日）
夜の部 16時開演
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場合がありますので、
ご理解をお願い致します。

★第１部：里見浩太朗
『水戸黄門～春に咲く花』
、
第２部：歌謡ステージ
純烈
『大いに唄う！』
の豪華２部構成！

里見浩太朗ｖｓ
≪御園座≫

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ２０２０－２０２１シーズン
【第6期】

試合日
時間
３月 ３ 日
（水）１９
：
０５
３月２０日
（土）１５
：
０５
３月２１日
（日）１５
：
０５
３月２７日
（土）１５
：
０５
３月２８日
（日）１５
：
０５

ＦＡＸ申込

［注意事項］ ＜新型コロナウイルス感染症対策について＞
対戦チーム
感染予防対策として収容定員を制限し一定の距離を空けた座席配置にする可能性
京都ハンナリーズ
があるため、連席でご用意いたしかねる場合がございます。
川崎ブレイブサンダース チケットをご注文の際にはチケッ
チケット購入代表者の連絡先（電話番号・メールアドレス）
を必ずお伝えください。有事の際には代表者の方へ連絡をする場合がございます。
※プレミアムゲーム

ご来場の際に会場スタッフにより体調不良が疑われる場合、入場をお断りさせてい
ただきますので予めご了承ください。
また、詳しい来場及び観戦に関するルールはHPにてご確認をお願いします。
★B.LEAGUE B1リーグ所属 名古屋本拠地のプロバスケットボールチーム 名古
会場／ドルフィンズアリーナ
屋ダイヤモンドドルフィンズ ホームゲーム！
！5シーズン目を迎える名古屋ダイヤモ
席種
通常（プレミアゲーム）価格
斡旋価格
ンドドルフィンズは、
「DO, RED. TOGETHER WE WIN」をスローガンとして掲げ
① 2階ベンチ側席 大 人 2,600円（3,300円） 大 人 1,700円 ます。昨シーズン、コロナ禍によりバスケットボールの灯は失われました。また、多く
② 2階ベンチ向側 小中高 1,600円（2,000円） 小中高 900円 の方が苦境や困難にあったと思います。私たちの日常にバスケットボールを取り戻
し、一丸となって戦いに打ち勝っていくことで、皆さまに勇気をもってもらえるよう
※試合により価格が異なるフレックスプライス制適用です。 全力を尽くします。今シーズンも、ドルフィンズレッドの「情熱・強さ・勢い」で、選手・
小学生以上有料（未就学児は膝上に限り無料。但し、お席が必要な場合は有料） ファン・名古屋の人々・街を、ともに赤く染めていきましょう。 ≪チケットぴあ≫

京都ハンナリーズ

ガーデンキッチンフラリエ
●有効期限／２０２１年２月～３月３１日(水)
※ランチタイム（１１：３０～１５：００）は土日祝日のみ利用可能

●料

スタンダードBBQ

ＦＡＸ申込

※ディナータイム（１７：００～２２：３０）は平日・土日祝日で利用可能

金／スタンダードBBQプラン
（１名分） ３，
４００円（一般：４，
０００円）

※席のご利用は１５０分制 フリードリンク１２０分付き

●会
場／ガーデンキッチンフラリエ
（久屋大通庭園フラリエ フラリエコート）
●ご利用方法／事前予約制となります。ご予約の際にチケット利用の旨をお伝えいただき、
お会計時にご提示ください。
電話番号：０５２－２６５－８２２７
【グリルプレート】牛肉、豚肉、鶏肉、
ジャンボソーセージ 【野菜プレート】玉ねぎ、パプリカ、南瓜、
しいたけ
【魚介プレート】大あさり、殻付き帆立、海老、
イカ
※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます。
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≪チケットぴあ≫

共済会ニュース 1月号

会員感謝企画！ お年玉プレゼント！
！ ＦＡＸ申込
恒例のお年玉プレゼント企画です！

申込期限：令和３年1月15日（金）

★ご協賛いただいたお年玉プレゼント★
●１．豊田スタジアム レストラン ヴェルデロッソお食事券１，
０００円分＋
豊田スタジアム卓上カレンダー１個…３名様
（提供：㈱豊田スタジアム）
●２．２０２１中日ドラゴンズカレンダー…２名様
（提供：㈱中日ドラゴンズ）
●３．２０２１ディズニーカレンダー…１名様
（提供：㈱オリエンタルランド）
●４．ラグーナテンボス「ラグナシア」入場券ペア…３名様
（提供：（株）ラグーナテンボス）
●５．世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ入場券ペア＋卓上カレンダー…３名様
（提供：世界淡水魚園水族館

アクア・トトぎふ）

●６．ユナイテッドシネマ岡崎映画鑑賞券…１０名様
（提供：ユナイテッドシネマ㈱ 岡崎）
●７．安城コロナワールド 映画鑑賞券…１０名様
（提供：安城コロナワールド）
●８．安城コロナワールド コロナの湯・健美香炉ペア+ボウリング無料券…１０名様
（提供：安城コロナワールド）

●９．岡崎ニューグランドホテルランチチケットペア…３名様
（提供：㈱岡崎ニューグランドホテル）
●10．葵湯 入浴施設 ご入湯券ペア…１０名様
（提供：つるかめＯ＆Ｅ㈱）
●１１．おかざき楽の湯 入浴施設入泉券ペア…１０名様
（提供：羽根温泉おかざき楽の湯）
●12．ドラゴンズパック バス型貯金箱…2名様
（提供：名鉄観光バス㈱ 岡崎支店）
●13．なばなの里入場券ペア…２名様
（提供：日本中央交通㈱）
●14．サーティワンシングル無料券２枚…１０名様
（提供：タニザワフーズ㈱）
●15．髙橋精肉店特製すきやき割下…５名様
（提供：㈱髙橋精肉店）
●16．蒲郡クラシックホテル宿泊招待券ペア…１名様
（提供：㈱蒲郡クラシックホテル）
●17．三河湾リゾートリンクスオリジナルエキゾチックカレー（１パック約２人前・２パック入）…５名様
●１８．ぴあMOOK本…３名様
●19．ディズニーコーポレートプログラム利用券２０００円分２枚…２０名様

（提供：三河湾リゾートリンクス）
（提供：ぴあ株式会社）

（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）
※４月以降（令和３年度）
にご利用できる利用券に、
４月以降に引き換えることが出来る引換券をお渡しいたします。
また年間利用枚数に算入しません。
●20．図書カードNEXT１，
０００円券…１０名様
（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）

■申込方法／専用ＦＡＸ用紙に、事業所番号・事業所名、会員番号・氏名、
ご希望の品の番号と共済会
へのアンケート・ご意見・ご要望を必ず記入してください。
記入もれ、複数・重複申込は無効とさせていただきます。
■申込資格／会員のみ（応募多数の場合は抽選）
■当選発表／申込者多数の場合は抽選。抽選結果は、共済会ニュース２月号にて発表します。
※都合によりプレゼントの内容が変更となる場合もございます。
※発表はお名前のみ。
※来年もお年玉プレゼント企画を行います。会員事業所で何か提供し協賛してもよいという事業所様が
いらっしゃいましたら、ぜひともご協力をお願いいたします。

☆ご協賛いただきました各企業の皆様、
この場を借りて厚く御礼申し上げます☆

「退職準備セミナー」のご案内

申込締切：1月14日（木）

FAX申込

６０歳からのライフプラン <第２の人生に向けて～これからのライフプランを作るために＞
このセミナーでは、定年後の生活設計や定年前に知っておきたい知識などについてわかりやすく説明
致します。参加費無料ですので、ぜひお申し込みいただき、今後のライフプランにお役立てください。
●日
時／２月６日
（土） ９：２０～１１：５０ （受付開始／９：００～）
●会
場／岡崎商工会議所
●参加対象者／５５歳以上の会員（単身・夫婦いずれも可）
●参加申込／専用の用紙に記入のうえＦＡＸにて申込み
●参加受講料／無料 ※７０名先着順 直接お申し込み下さい。
●セミナーの主な内容／①６０歳台前に知っておきたいこと（年金や雇用保険のしくみ）
②生活設計のポイント（６０歳以降の働き方をどう考えるか）
③退職前後のタイムスケジュール（いつまでに何をするか）
④その他 定年後の仲間作りについて（労福協友の会から活動紹介）等
●そ の 他／年金、雇用保険、健康保険など退職後の不安解消の一助となるセミナーです。
（講師：社会保険労務士 鈴木 久子 氏）
●主
催／愛知労福協岡崎額田支部（東海労働金庫岡崎支店内 ℡２３－５２１１）
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大ホール

1月号 共済会ニュース

第４３回

働く者の作品展

共済会入賞者の皆さま

出品ありがとう

ございました！
共済会ニュース９月号で募集し、岡崎市美術館で展示されていました『第４３回
働く者の作品展』において、共済会会員の方が入賞されたのでご報告いたします。

◆写真の部 ・鈴木英明様
『魚紋』 佳作
◆絵画の部 ・稲垣千代子様 『習作』 銅賞
また、次回の募集も予定しておりますので、その際は皆さまからのご応募をお待ちしております。

共済会
事務局からの
お知らせ

★移転のお知らせ

・共済会事務所は２月末で移転いたしますことをお知らせいたします。
住所：岡崎市羽根町小豆坂１１７－３ 現、岡崎市産業人材支援センター１F事務所

★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。

★会費の口座引落しについて

・１月は、
１・２・３月分の会費の請求月です。
１月１２日（火）にご登録の口座から引落しとなりますので、
残高をご準備ください。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。

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。
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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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