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No.460

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3年1月１日現在／
事業所数702社 会員数：8,132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

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。

岡崎幸田勤労者共済会

・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

移転のお知らせ！

いつも共済会をご利用いただきありがとうございます。

２月２４日㈬より

共済会が下記へ移転します。

※２月２１日
（日）
～２３日
（火）
は引っ越しの為臨時で休業日とさせていただきます。

住所：岡崎市羽根町小豆坂１１７番地３

現在の岡崎市産業人材支援センターの１階事務所に移転します。
なおこの施設の名称は４月１日より岡崎市中小企業・勤労者支援センターとなります。
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！
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検索

2月号 共済会ニュース

ラグーナフェスティバルマーケットで
使用できる商品券の斡旋！

ＦＡＸ申込

海と空、マリーナをのぞむ心地いい海辺にあるラグーナ フェスティバルマーケットは、
海を好きになるファッションアイテムや雑貨、グルメに出会えるショッピングランドです。
●内

容／ファッション＆グッズ、おさかな市場、お土産、
レストランなどラグーナ フェスティバルマーケ
ット内の店舗で利用できる商品券
●券
種／１，
０００円券５枚１組（５，
０００円分）
●斡旋価格／４，
０００円
●申込資格／会員のみ １人2組まで
●斡旋枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）
●そ の 他／有効期限はありません。
アトリウムで行われる
イベント店舗、
ワゴン販売にはご利用いただ
けません。店舗により、
一部ご利用できない商
品等がありますのでご了承ください。現金と
のお引換はいたしません。
また、
釣銭はお出し
できません。
●ホームページ／http://www.lagunatenbosch.co.jp

すかいらーく【ご優待券】の斡旋

ＦＡＸ申込

全国のすかいらーく各店（ガスト、バーミヤン、ジョナサン、夢庵、ステーキガスト、グ
ラッチェガーデンズ、藍屋、魚屋路、
しゃぶ葉など 約２，
５００店舗）の店頭でご利用いただ
けるプリペイドカードです。

●品
名／すかいらーくご優待券１，
０００円券
●斡旋内容／３枚１組 ３，
０００円分
●斡旋価格／２，
３００円
●申込資格／会員のみ 一人３組まで
●そ の 他／５００円単位で利用可能。お釣りはでません。使い切り
カードです。
●有効期限／最大１８０日

森永乳業 毎朝爽快の斡旋

ＦＡＸ申込

ミルクオリゴ糖を配合した、腸内のビフィズス菌を増やしおなかの調子を
良好に保つドリンクです！
安心の特定保健用食品。
●内

容／１ケース
（１個１２５ml ２４個入り）

●斡旋価格／１，
５００円（一般２，
５９２円）
●斡旋内容／会員のみ

一人２ケースまで

In ゼリー ３種類の斡旋！

ＦＡＸ申込

いつでも手軽に10秒チャージ、色々なシーンで活躍するInゼリー
①Iｎゼリー エネルギー
●内

②Inゼリー

マルチビタミン

容／１ケース
（１個１８０ｇ ６個入り）

●斡旋価格／８００円（一般１，
２００円
●斡旋内容／会員のみ

税別）

一人各２ケースまで
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③Inゼリー

マルチミネラル

共済会ニュース 2月号

“ブラバン・ディズニー！”コンサート 2021
音楽は、いつも魔法！We LOVE Music！We LOVE Disney！
“ディズニー×吹奏楽”の夢の祭典が帰ってきます！
愛を、勇気を、そして心温まるよろこびを伝え続けてきたディズニーの音楽を、国内屈
指のプロ吹奏楽団シエナ・ウインド・オーケストラが迫力ある生演奏でお届けします。
“ブラバン・ディズニー！”
コンサート 2021では、5周年を記念して、バラエティに富ん
だディズニー楽曲をご用意。プログラムを決めるのはあなた。
おなじみの「ディズニー ツムツム」のテーマでは、席で一緒に体を動かして参加しま
しょう！ディズニーの音楽で魔法にかかってみませんか？
●日
●券

ＦＡＸ申込

Presentation licensed by Disney Concerts.
©Disney

時／４月３日
（土） １４：００開演
●会
場／愛知県芸術劇場コンサートホール
種／全席指定 一 般
￥６，
８００ ⇒ ￥５，
７００
※３歳未満入場不可
高校生以下 ￥３，
５００ ⇒ ￥２，
７００
●そ の 他／今後の情勢により、ご購入していただいたチケットが連番にならない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■チケットご購入・ご来場の際にお客さまの緊急連絡先などをご提供していただく場合がございます。お客さまの個人情報
は国の機関、
自治体等からの要請を受けて、
必要な情報提供を行う場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
■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

ミュージカル「アリージャンス～忠誠～」
●日
時／４月１７日
（土） １３：００開演
４月１８日
（日） １３：００開演
●会
場／愛知県芸術劇場大ホール
●座
種／S席 ￥１１，
３００
（一般￥１３，
５００）
［出演］濱田めぐみ、海宝直人、中河内雅貴、小南満佑子、上條恒彦、今井朋彦、 渡辺徹 他

ＦＡＸ申込

※未就学児童入場不可

※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。

★日系キムラ一家のカイト
“おじいちゃん”
（上條）、タツオ
（渡辺）、ケイ
（濱田）、サミー（海宝）
はカリフォルニア州サリナスで暮らしていた。
真珠湾攻撃が勃発後、日本人を祖先に持つというだけで、キムラ家や日系人たちは自宅から
強制的に追い出され、収容所へ移送されてしまう。
収容所での厳しい環境の中でも希望を失わず暮らしていた彼らにある日、アメリカへの忠誠
を問う忠誠登録質問票(Loyalty Questionnaire)が配布された。
父タツオは不当な強制収容に抵抗し、アメリカへの忠誠を問う質問にNoを貫く。
姉のケイは収容所で出会ったフランキー・スズキ
（中河内）
とともに、強制収容と徴兵の不当性
を訴え、日系人の人権を求める運動に参加する。
一方、弟のサミーは、他のアメリカ人と同じであること＝国家への忠誠を示すことで父をはじ
めとする日系人を自由にしようと、家族の反対を跳ね除けて戦場へ赴く―
「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。
http://www.kyodotokai.co.jp/informations/detail/1544

舟木一夫コンサート2021

ＦＡＸ申込

●日
時／４月１９日
（月） １４：００開演
●会
場／日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
●券
種／全席指定 ￥４，
５００
（一般￥８，
０００）
★50年以上一線で活躍し続けている舟木一夫
いまでもコンサート会場は誰もが高校三年生に戻れる学園広場です。
※未就学児童入場不可

ミュージカル「GHOST」

ＦＡＸ申込

申込締切：2月4日（木）
●日
時／４月４日 （日） １７：００開演
●会
場／愛知県芸術劇場大ホール
●券
種／S席 ￥１０，
４００
（一般￥１２，
５００）
［出演］浦井健治、桜井玲香、水田航生、森公美子 他
★2018年日本初演、生死を超えた愛の物語が再び――
※未就学児童入場不可
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KERACROSS 第三弾 カメレオンズ・リップ

ＦＡＸ申込

●日
時／５月６日
（木）１8：００開演
●会
場／日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
●券
種／全席指定 ￥９，
０００ （一般￥１０，
５００） ※未就学児童入場不可
［出演］松下洸平、生駒里奈、
ファーストサマーウイカ、坪倉由幸(我が家)、野口かおる、森準人、
シルビア・グラブ、岡本健一

※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。

KERA CROSS 第三弾は、甘美な騙し合いが交錯するクライム・コメディの傑作！
松下洸平、生駒里奈、他多彩なキャストが集結！
★20世紀初頭あたり、
ヨーロッパの古びた山の邸宅を舞台に、謎の死を遂げた姉に瓜二つの使用人
と暮らす男、そこに集ってくる亡き姉の夫、元使用人、医師、姉の友人など、様々な人々がそれぞれに嘘をつき、騙し合い、事
態を混乱させ、破綻してゆく…予測不可能のクライム・コメディ！
「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。
http://www.kyodotokai.co.jp/informations/detail/1535
必要に応じて主催者にお客様の個人情報をお伝えする場合がございます。ご了承ください。

『バンクシー展 天才か反逆者か』BANKSY～GENIUS
天才か反逆者か』
天才か反逆者か』
か』BANKSY～GENIUS
BANKSY～GENIUS OR VANDAL ？～

ＦＡＸ申込

◆利用可能日／３月１日
（月）
～５月３１日
（月）
◆会
場／旧名古屋ボストン美術館（金山南ビル）
５００
（一般価格￥１，
８００） 大・専・高 ￥１，
３００
（一般価格￥１，
６００）
◆券
種／【平日いつでもチケット】 大人 ￥１，
中学生以下 ￥１，
０００
（一般価格￥１，
２００） ※未就学児入場無料
◆斡旋枚数／３０枚 抽選
★世界で100万人以上の人々を熱狂の渦に巻き込んでいる展覧会「バンクシー展 天才か反逆者か」が横浜・大阪を経て
ついに名古屋初上陸！
壁面に描かれるものは、すぐに塗りつぶされ、現存しているものが少ないバンクシーのグラ
フィティ作品。本展では、複数の個人コレクターの協力のもと、オリジナル作品や版画、立体
オブジェクトなどを過去最大級の規模で展示します。
バンクシーが作り出す独自のアートの世界観。
彼はいったい何者なのか？GENIUS or VANDAL？是非、その目でお確かめください。
【公式HP】https://banksyexhibition.jp/
※本来の開催期間は2月3日（水）～5月31日（月）までとなりますが、混雑緩和のため、本申込みに関しては3月か
らご利用できるチケットとなります。
※平日いつでもチケットは、入場日・時間の指定はなく、3月以降の平日のみご利用可能。
※1枚につきお一人様1日1回限り有効。
※入場順は日時指定チケット優先（バンクシー公式HPにて販売）となります。
「平日いつでもチケット」のお客様は
混雑状況により、お待ちいただく場合がございますので、お時間に余裕を持ってご来場ください。

転売目的によるチケットの購入及び購入したチケットの有償転売は禁止します。

蜷川実花展 ―虚構と現実の間に―

ＦＡＸ申込

■開催期間／２月１３日
（土）
～４月４日
（日） 会期中無休 １０
：
００～１９
：
３０
（入場は閉館３０分前まで） ※最終日は１８時閉館
■会
場／松阪屋美術館（松坂屋名古屋店 南館７階）
■券
種／前売一般 ￥８００ （一般￥１，
０００ 当日￥１，
２００）
※中学生以下無料
★写真家の枠を超え、映画、デザイン、
ファッションなど多彩な活動をしている写真家・映画監督、
蜷川実花。本展は、
「虚構と現実」をテーマに蜷川の写真の本質に迫ります。色鮮やかな花々を撮
影した《永遠の花》や《桜》をはじめ、著名人やスポーツ選手をとらえた《Portraits of the Time》、
新境地となった《うつくしい日々》など、多様な方向から制作された作品が一堂に会します。表現
のジャンルを限定することなく、時代の先端を鮮烈に示し続ける蜷川作品を全身で体感できる、
またとない機会となります。
※障害者手帳・特定疾患医療受給者証をお持ちの方（付添１名まで）
は無料。
※本券の変更・払戻・再発行は致しません。
※入館の際、マスクの着用、アルコール消毒、検温をお願い致します。
※状況により入場制限をする場合がございます。
※諸事情により展覧会の中止や会期の変更となる場合がございます。

詳しくは、松坂屋美術館ホームページにてご確認下さい。
https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ２０２０－２０２１シーズン
【第7期】

試合日

時間

対戦チーム

４月１０日（土）１5：０５
大阪エヴェッサ
４月１１日（日）１５：０５
４月１４日（水）１9：０５ 島根スサノオマジック
４月２４日（土）１５：０５
信州ブレイブウォリアーズ
４月２５日（日）１５：０５
会場／ドルフィンズアリーナ

ＦＡＸ申込

＜新型コロナウイルス感染症対策について＞
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。
チケットをご注文の際にはチケッ
チケット購入代表者様の連絡先（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。
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 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ホームゲーム！
！

７００
（一般￥２，
６００） 5シーズン目を迎える名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、
券種／２階ベンチ側席 大人 ￥１，
「DO,
２階ベンチ側席 小・中・高 ￥９００
（一般￥１，
６００） RED. TOGETHER WE WIN」をスローガンとして掲げます。
２階ベンチ向側席 大人 ￥１，
７００
（一般￥２，
６００） 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
２階ベンチ向側席 小・中・高 ￥９００
（一般￥１，
６００） 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全力を尽くします。
小学生以上有料（未就学児は膝上に限り無料。 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・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。
但し、お席が必要な場合は有料）
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会員感謝
企画！

お年玉プレゼント！
！の
当選者発表

当選された皆さま、おめでとうございます！
●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）
・杉田 展宏 様 ・蛭川 亮 様 ・近藤 和加子 様
●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）
・石野 武夫 様 ・稲垣 稔 様
●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）
・小林 義典 様
（提供：（株）ラグーナテンボス）
●４．ラグーナテンボス「ラグナシア」入場券ペア…３名様
・岡田 成史 様 ・和田 幸希 様 ・出口 康祐 様
●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）
・二村 康平 様 ・長谷川 名美 様 ・黒木 豊子 様
●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）
・津下 和大 様 ・安藤 総子 様 ・河合 充子 様 ・加藤 菜穂子 様 ・古里 美香子 様
・高崎 シェラ 様 ・林 佐智子 様 ・中塚 澄子 様 ・田中 寛 様 ・加藤 資章 様
（提供：安城コロナワールド）
●７．安城コロナワールド 映画鑑賞券…１０名様
・河合 由朗 様 ・近藤 夕貴 様 ・柵木 智恵子 様 ・横山 潤子 様 ・萩原 正則 様
・山口 亜子 様 ・近藤 芽 様 ・志賀 碧 様 ・須山 皓斗 様 ・藤田 孝美 様
●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）
・杉本 有基 様 ・杉本 雅 様 ・角谷 宏次 様 ・田嶋 義幸 様 ・中嶋 柚葉 様
・仙田 昇裕 様 ・加藤 久美子 様 ・山田 真紀 様 ・髙木 清行 様 ・都築 僚介 様
（提供：㈱岡崎ニューグランドホテル）
●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
・鷹西 千登世 様 ・岩崎 孝子 様 ・中内田 直也 様
●10．葵湯 入浴施設 ご入湯券ペア…１０名様
（提供：つるかめＯ＆Ｅ㈱）
・市川 勝規 様 ・永井 絢子 様 ・山本 眞理子 様 ・深谷 慶三 様 ・鳥谷部 真由美 様
・金井 淳一郎 様 ・森井 美江 様 ・杉浦 正二 様 ・青山 岩永 様 ・岡田 伸一 様
（提供：羽根温泉おかざき楽の湯）
●１１．おかざき楽の湯 入浴施設入泉券ペア…１０名様
・宮石 尚枝 様 ・岡田 裕吏 様 ・吉永 祐子 様 ・山本 康司 様 ・永田 香織 様
・河内 真弓 様 ・川村 元希 様 ・村瀬 隆 様 ・藤田 浩貴 様 ・本多 貴子 様
●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）
・中川 裕加里 様 ・山本 庸子 様
（提供：日本中央交通㈱）
●13．なばなの里入場券ペア…２名様
・安味 貴子 様 ・成瀬 知沙 様
●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㈱）
・鈴木 恵子 様 ・丸住 拓矢 様 ・山本 弘道 様 ・平岡 実悠 様 ・石井 幸太郎 様
・髙橋 基樹 様 ・平河 静香 様 ・角田 久美子 様 ・MAULI DOUGLAS 様 ・松井 真秀子 様
●15．髙橋精肉店特製すきやき割下…５名様
（提供：㈱髙橋精肉店）
・山本 浩史 様 ・薗畠 のぞみ 様 ・梅本 緑 様 ・浦上 雅代 様 ・畔柳 加奈子 様
（提供：㈱蒲郡クラシックホテル）
●16．蒲郡クラシックホテル宿泊招待券ペア…１名様
・高田 美香 様
●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 （提供：三河湾リゾートリンクス）
・牧野 嗣弘 様 ・宮崎 純一 様 ・森瀬 裕美子 様 ・木股 澄子 様 ・杉浦 靖幸 様
●１８．ぴあMOOK本…３名様
（提供：ぴあ株式会社）
・山田 嘉子 様 ・中尾 亜紀 様 ・薮田 哲也 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…18名様 （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。

・渡辺 ゆかり 様 ・宮田 幸俊 様 ・山本 志保 様 ・河合 美咲 様 ・鈴鹿 尚実 様
・安田 実央 様 ・鈴木 麻衣子 様 ・仲井 則子 様 ・鈴木 純代 様 ・稲吉 美穂 様
・井上 真喜 様 ・斉藤 保奈美 様 ・那須 文美 様 ・権田 洋子 様 ・清 幸子 様
・鳥居 知奈美 様 ・坂輪 迅 様 ・岡本 彩 様
●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）
・石川 雅子 様 ・鎌倉 好美 様 ・上田 洋子 様 ・石川 貴吉 様 ・永井 豊三 様
・佐久川 晃子 様 ・深津 みさき 様 ・近藤 美香 様 ・石神 明子 様 ・田中 尚美 様
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御園座 市川海老蔵特別公演

ＦＡＸ申込

●日
時／４月２０日
（火） １４
：００時開演
●会
場／御園座
●券
種／A席 ￥１２，
０００
（一般￥１３，
５００）
●斡旋枚数／１５枚
①舞妓の花宴 長唄噺子連中
二世 藤間勘祖 振付
②弁天娘女男白浪 一幕２場
浜松屋見世先の場
稲瀬川勢揃いの場

アサヒスーパードライ鮮度ギフトカードの斡旋

ＦＡＸ申込

鮮度は、うまさ。「できたてのビールをお客様へ。製造後３日以内に工場から出荷した
「アサヒスーパードライ」をクール便で指定日にお届けします。
スーパードライの「鮮度」を実感していただけます。
購入後インターネットの申込ページでのみ予約注文
できます。
●品
名／アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード
●引換可能商品／アサヒスーパードライ缶３５０ｍｌ
×１８本
●斡旋価格／４，
５００円（一般 ５，
０００円）
●申込資格／会員のみ 一人２組まで
※お申込みは、満20歳以上の方に限らせていただきます。
未成年者にはお届けできません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
★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。

★給付の請求について

・給付請求のお忘れはありませんか？給付請求期限は、事由が発生してから３年間となりま
す。共済会では、皆様の申請予定の内容を全て把握することはできませんので、
ご本人様で
責任を持ってご請求くださるよう、お願いいたします。

★会費の口座引落しについて

・第４期(１・２・３月)分会費の領収書を別に送付いたしますので、
ご確認ください。なおご不明
な点については、事務局までお問い合わせください。

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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