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公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会
岡崎市羽根町小豆坂１１７番地３ TEL.54‒8495

FAX.54‒8475

令和3年3月１日現在／
事業所数697社 会員数：8,113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・
・
・チケットをお渡し出来る日が、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
意いただくと共に、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。

岡崎市中小企業・勤労者支援センター〈リニューアルオープン〉

あなたの挑戦を“働き甲斐“につなげます！

中小企業の成長・躍進を応援！

社会人の学びを応援！

若い世代を応援！

令和3年4月1日（木）リニューアルオープン！
岡崎市中小企業・勤労者支援センター
羽根町字小豆坂117番地３
TEL0564-52-4611

◇中小企業・勤労者向け各種セミナー
◇研修室の貸し出し
（駐車場105台）

◇各種職業訓練
◇先端技術講習（ドローン・ICT）

◇体験（ドローン・ICT・プログラミング）、
親子イベント他

ドローン操縦体験会のご案内！
初心者向けドローン操縦体験会（５月・6月）
■日

時／５月４日
（火）
～５月9日
（日）、
５月18日
（火）、5月20日
（木）
～５月23日
（日）
６月８日
（火）、
６月１０日
（木）
～６月13日
（日）、
６月22日
（火）
～６月27日(日）
日時は申込時に相談のうえ決定します。体験は１回60分間程度。

■会

場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター

■内

容／ドローンの基礎知識を学ぶ
（操縦体験あり）

■対

象／小学３年生以上のかた
（小中学生は保護者同伴）

■講

師／ ㈱DSAインストラクター

※グループでの予約も可能 ２０人以上の場合

多目的実習棟

要相談

■参 加 費／大人 一回１０００円 学生 無料
お電話にてご予約を受付します。
■申込方法／お電話にて受付します。
９時～１７時
TEL／0564-52-4611
■持

※毎週月曜休館

物／屋内用シューズ、筆記用具、動きやすい服装で。
ドローンの持参は不要です。
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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4月号 共済会ニュース

中小企業向けの先端技術講座を開催します。

お知らせ

こちらの講座は共済会にて５００円の助成金申請を受けることが出来ます。

■助成申請方法／共済会会員のみ
講座を受講後、助成申請書に領収書を添付して申請して下さい。
■場
所／岡崎市中小企業・勤労者支援センター 申込は右のQRコードから！

ドローンを使った中小企業向けの先端技術講座を開催します。

飲食業・商業向けの先端技術講座を開催します。

●内
●金
●時

容／これから始めるネット販売のノウハウ（5/7）
タブレットでもできるレジアプリセミナー（5/28）
額／各 3,000円
間／９時30分～11時30分

こんな方に
お勧め！

・インターネットを活用した
商品の営業を考えている方
・飲食業を経営している方

スマホでできる！

動画を使ったベテラン技術者の技術承継講座

●講 演 日／５月２６日
（水） 14：00～16：00
こんな人に
お勧め！

（5/19）
容／農業用液剤及び粒剤散布用のドローン講座
太陽光パネル・建物外壁点検についての
ドローン講座（6/8）
●金
額／各 3,000円
・農業に従事している方
こんな方に
・建築業に従事している方
お勧め！
・ドローンを活用した事業に興味のある方
●内

●金

額／2,000円

・技術が属人化していて、マニュアルが整備されていない方
・コロナ渦でも在宅勤務で技術承継を進めたい方

こんなことが ・簡単な動画の撮影方法及び編集方法
学べます！
・撮影した動画を共有する仕組み・運用の流れ

離職率28%のブラック企業が、なぜ働き方改革のリーディングカンパニーとなったのか？
～ サイボウズが目指したりそうのチームワークと風土・制度・ツールの変革 ～

●講 演 日／６月15日
（火）14：00－16：00
こんな人に
お勧め！

●金

額／2,000円
こんなことが
・人手不足や従業員の定着率で悩んでいる方（企業さん）
・働き方改革の取り組みをしたが、うまくいっていない方（企業さん） 学べます！

・サイボウズが行った働き方改革の全て！
・同じ悩みを抱えている参加者と講師間での
意見交流会により、お悩みの解決！

中小・小規模事業者のための省人力化講座（～ IoT・RPA編 ～）

●講 演 日／６月22日
（火）
●金
額／各 3,000円
こんな人に
・製造業に従事されており、点検回数が多く困っている方
お勧め！
・事務職に従事されており、同じ動作を繰り返すような作業が多く億劫になっている方
講座を受講された方には！ ・後日、個別相談会を行います。先着５組（講座が終了時、受付開始）

安城コロナ 天然温泉コロナの湯 入泉券の斡旋

ＦＡＸ申込

安城コロナの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 ５００円（通常価格：平日700円・土日750円）
●斡旋枚数／１人１０枚まで ※有効期限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

≪安城コロナワールド≫

ゴ ル フ練 習 場 プリペ イドカードの 斡 旋
利用施設名称

所在地

電話番号

岡崎グリーンゴルフガーデン 東阿知和町 46－2525
ロイヤルパークゴルフ
大平町
24－1177

斡旋価格

8,500円（
9,800円（

ＦＡＸ申込

）
）

一般10,000円
（11,500円分）
一般10,800円
（11,500円分）

※ロイヤルパークゴルフは、
ゴルフ練習場発行のご自身の会員カードに11,500円分チャージ出来る券を発行致します。
なお、記名式の会員カードによりご本人様以外のご利用はできません。

●斡旋枚数／各１００枚《申込多数の場合は抽選》

●購入資格／会員のみ〈１人合計2枚まで〉

花フェスタ記念公園 春のローズウィーク

ＦＡＸ申込

花フェスタ記念公園、今年は「春のローズウィーク」と名称を変更し開催します。
世界最大規模のバラ園では、原種・オールドローズから世界の最新品種まで色とりどりのバラが開花します。広大な敷地で
3密を回避し、鮮やかな花色と豊かな香りに包まれた「春のバラ園」を散策しながら、癒しのひと時を過ごしませんか？ス
テージイベント等は行わないなどコロナ感染のリスクを軽減し、バラ本来の魅力をお楽しみいただけるよういたします。
●会

期／５月８日
（土）
～６月１３日
（日）
休園日：毎週火曜日
（5/18・5/25は特別開園）
●開園時間／【 平日 】
９:００～１７
：００
（最終入園１６：
３０）
バラのハイシーズン
５月２２日
（土）
・２３日
（日）
・２９日
（土）
・３０日
（日）
８：００～１８：００
（最終入園１７：３０）
●料
金／大人 800円（一般１,０５０円） ※駐車料金無料
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≪チケットぴあ≫

共済会ニュース 4月号

King Farm バウムクーヘンの斡旋！
産卵後3日以内の新鮮な地元ブランド卵「ランニン
グエッグ」を使用し、
しっとりふわふわに焼き上げた
King Farm自慢の手作りバウムクーヘンです。
2019年には拘り
（プレーン）
・抹茶・いちごの３種で
モンドセレクション金賞を受賞。世界が認める味を自
信を持ってお届けします。
●斡旋商品／①バウムクーヘン拘（プレーン）
800円（一般１,３００円）
②バウムクーヘンいちご
900円（一般1,500円）
③バウムクーヘン抹茶
900円（一般1,500円）
④ハードクーヘン
1山 700円（一般1,200円）
●斡旋内容／会員のみ 各１個まで

ＦＡＸ申込
①

②

③

④

≪King Farm≫

森永乳業 マウントレーニア3種類の斡旋！
①
●斡旋商品／①マウントレーニア カフェラッテ
１ケース 850円（一般1,500円）
②マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー
１ケース 850円（一般1,500円）
③マウントレーニア カフェラッテ エスプレッソ
1ケース 850円（一般1,500円）
●斡旋内容／要冷蔵のチルド品なので直接申込先へ発送するた
め、3箱以上からの申込となります。

②

ＦＡＸ申込

③

※画像のコラボは現在終了しております。

森永乳業 In ゼリー3種類の斡旋！
●斡旋商品／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
①
②
① Iｎ ゼリー エネルギー
② In ゼリー マルチビタミン
③ In ゼリー マルチミネラル

≪森永乳業≫

ＦＡＸ申込

③

●内
容／１ケース
（１個１８０ｇ ６個入り）
●斡旋価格／８００円（一般１，
２００円 税別）
●斡旋内容／会員のみ 一人各２ケースまで

≪森永乳業≫

浜名湖花フェスタ２０２1 inはままつフラワーパーク

ＦＡＸ申込

日本の春は浜名湖から、桜舞い、藤香る美しい庭園！
！
園内を染める千三百本の桜とチューリップ五十万球の世界一の春。
幻想的な夜桜のライトアップも大好評。贅沢な春をお愉しみください。
●会
期／～６月１３日
（日）
●開園時間・休館日／9：00～17：00
●斡旋価格／前売大人（高校生以上） ６００円（８００円～１,０００円）
前売小・中学生入場券
３００円（４００円～ ５００円）

※フラワーパーク入園料は花の開花状況などで変動があります。
※夜間開園開催日は、閉園時間が変わります。詳しくは公式ＨＰ等でご確認ください。
※入園は閉園の３０分前まで
※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」にて引換えを行ってく
ださい。

新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により、施設が２９日間以上の休園となった場合のみチケットの払い
戻し対応を行います。
また、施設が５６日間開園していた場合は、上記以外の理由(感染不安等)による払い戻しはお受けできませ
ん。事前にご了承の上でお買い求めください。

≪チケットぴあ≫
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家康公のルーツをたどる！グレート家康公「葵」武将隊が案内する

「松平郷から岡崎城への道」

豊かな暮らしに出会う旅『岡崎おでかけツアーズ』始まります！
バス・あるき・マイカー・自転車・体験プランなど、岡崎を楽しむ各種プランを取り揃え。
詳しくは「岡崎おでかけツアーズ：検索」でご確認下さい。
グレート家康公「葵」武将隊家康公が全行程をご案内。松平家のルーツをたどり「豊田：松平郷」を訪ね、桶
狭間後、命を拾い天下への道を歩む「欣求浄土」の旗印を賜った大樹寺で廟所・位牌を参拝。出陣時に武運
長久を願った伊賀八幡宮で開運祈願し、生誕の城岡崎城天守から岡崎の街を殿と一緒に一望します。

行 程

●日
程／５月１５日
（土） ２３日
（日）
●一般募集人数／10名
●募集人数／各日５名 ※申込多数の場合抽選
●参加料金／８，
０００円（一般９,０００円）
●申込方法／共済会の様式にて、直接FAX申込

東岡崎駅北口観光案内所前（家康公広場）9:00出発 ―（岡崎公園大手門）― 松平郷/高月院（見学）
― とんかつ 一休（昼食：八丁味噌かつ御膳） ― 大樹寺（宝物殿拝観） ― 伊賀八幡宮（見学） ―
☆岡崎公園(見学)、岡崎城・家康館（入場）― 東岡崎駅北口観光案内所前（家康公広場）17:00頃 到着

【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。】
なお、お申込み後の参加に関する決定通知は、

【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！
共済会よりＦＡＸさせていただきます。
◎旅行企画・実施 （一社）
岡崎市観光協会 〒４４４－００４５ 愛知県岡崎市康生通東２丁目４７番地
《お問い合わせ・その他プラン確認》 ℡0564-64-1637
愛知県知事登録旅行業 旅行業 地ー1485号
◆現在募集中のプラン：《マイカー》八丁味噌蔵といちご狩り食べ放題5月上旬
《あるき》道根往環完全踏破！4/25（日）
・29（木祝）
《耳より情報》岡崎城下家康公スイーツめぐりクーポン

御園座市川海老蔵特別講演

劇団四季『The Bridge～歌の架け橋～』 ＦＡＸ申込

CLUB SEVEN ZEROⅢ

日時／６月２１日（月） １８：３０開演
６月２２日（火） １３：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／全席指定 9,000円（一般 9,900円）

ＦＡＸ申込

日時／６月２８日
（月） １８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／全席指定 9,500円
（一般 11,000円）
原点に戻るオトナの
“CLUB SEVEN”
待望
の3作目！
舞台の醍醐味の全てが詰まった、究極のエ
ンターテインメント・ショー！
！
“CLUB
SEVEN
-ZERO-”
“
、CLUB
SEVEN ZERO Ⅱ”
から更に進化したエン
ターテインメント・ショー待望の3作目、乞うご期待！ ※名古屋公
演はAバージョンとなります。
≪重要≫ 「特定興行入場券」、
「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/1594 ≪チケットぴあ≫

※間隔を空けた配席となる場合がございます。
※開演時間は今後変更になる可能性がございます。
※当日の体調不良による不来場に限りキャンセルを承ります。
但し、キャンセル料を徴収させていただきますので、予めご了承
の上お申込ください。

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）
この困難な時代をのりきる活力と、明日への架け橋になりたいと
いう強い思いをこめて。
劇団四季がお届けするオリジナル新作ショウ
『The Bridge～歌
の架け橋～』
2021年春に開幕する全国ツアーが名古屋へやってきます。

ブロードウェイミュージカル
「メリリー・ウィー・ロール・アロング」

ＦＡＸ申込

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

日時／４月２０日
（火） １４：００時開演
会場／御園座
券種／A席 １２，
０００円（一般 １３，
５００円）
斡旋枚数／限定 ２枚

※上演時間：約1時間30分（途中休憩なし）

先着2枚！

≪チケットぴあ≫

パンドラの鐘

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／５月２５日
（火） １８：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
席種／全席指定 7,000円（一般８，
０００円）
『かもめ』
『 お気に召すまま』で好評を博した実力
派演出家・熊林弘高が野田戯曲を新たな解釈で
上演します！
『パンドラの鐘』は1999年に、野田芸術監督が
手掛けたバージョンと、シアターコクーンでの蜷
川幸雄演出版がほぼ同時上演され、二人の演出
対決が演劇界を席捲した名作。遺跡の発掘・古代
の天皇の殉死・長崎への原爆投下などのモチー
フがおりなす時空を超えたロマンを、熊林演出では一人の俳優が現代と
古代をまたいだ複数役を演じることで9人の出演者により上演します。
≪重要≫ 「特定興行入場券」、
「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/1586 ≪チケットぴあ≫

日時／６月４日
（金） １８：３０開演
６月５日
（土） １３：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席 11,000円（一般 １３，
０００円）
A席 ８，
５００円（一般 １０，
０００円）

英国最高峰オリビエ賞を受賞した、斬新かつスタ
イリッシュな《新演出版》が日本初上陸！
！
マリア・フリードマン×スティーブン・ソンドハイム、
極上のエンターテイメントが誕生！
ウエストエンドを代表する大女優マリア・フリードマンが、2014年に初演出として手がけ、ローレンス・オリビエ賞リバ
イバル作品賞をはじめ数々の賞を受賞し、そのキャリアに新たな一頁を刻んだ本作品を日本人キャストで上演が決定！
作詞・作曲を手掛けるのは、現代ミュージカル界の巨星・スティーブン・ソンドハイム。
かつて”親友だった”３人を演じるのは、全員が同い年の平方元基、ウエンツ瑛士、笹本玲奈。
ソンドハイムの陽気でキャッチ―な音楽に乗せ、最強最高のスタッフ・キャストでお贈りする傑作ミュージカル！

≪重要≫ 「特定興行入場券」、
「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/1581 ≪チケットぴあ≫
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歌怪獣襲来ツアー
島津亜矢コンサート２０２１

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／６月１９日
（土）
①１１：３０開演 ②15：00開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／全席指定
①3,500円（一般４，
５００円）
②3,500円（一般4,500円）
入場規制／3歳以上からお値段がかかります。3歳未満の入場不可
【出演予定】 ロッチ/四千頭身/三四郎/東京ホテイドン/
エイトブリッジ/トム・ブラウン/錦鯉/吉住/タイムマシーン
3号/インスタントジョンソン/パーパー/ダニエルズ/納言

日時／６月１８日
（金）
①１３：００開演
②17：00開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
価格／全席指定
①5,500円（一般 ７，
５００円）
②3,500円（一般 7,500円）
入場規制／未就学児入場不可

※会場のガイドラインに従い、感染予防対策
を講じて開催いたします。当日はマスク着用の上、
ご来場くださいま
すようお願い申し上げます。

※会場のガイドラインに従い、感染予防対策を講じて開催いたします。当日はマス
ク着用の上、ご来場くださいますようお願い申し上げます。
≪鵜飼興業≫

≪鵜飼興業≫

蒲郡クラシックホテル春のランチバイキングの斡旋！

FAX申込

味自慢の料理が勢揃い！特製料理・スイーツなどホテルの味を食べ放題！

●開催日時／４月24日
（土）
～28日
（水）
・30日
（金）
５月１日
（土）
・３日
（月）
～５日
（水）
１１
：３０～１４
：３０
（入場は１３
：３０まで）
●会
場／蒲郡クラシックホテル バンケットホール（宴会場）
２階
●料
金／大 人 ３，
5００円（一般：３，
９００円）
小 人 １，
８００円（一般：２，
０００円）
幼 児
９００円（一般：１，
０００円）
●斡旋枚数／200枚《先着順》
●購入資格／会員のみ《一人４枚まで》
※大人は中学生以上。
３歳以下は無料。
※共済会事務局窓口にて斡旋販売しますので、電話で残券をご確認の上、会員証を持ってお越しください。
（その他、期間中は駐車１台に付き500円）
※バイキング、レストランご予約の方は駐車場、ホテルの庭園を無料でご利用いただけます。

●ご予約・お問合せ／蒲郡クラシックホテル

蒲郡市竹島町１５－１ ☎０５３３－６８－１１１１

中日ドラゴンズ公式戦 外野応援席の斡旋
４月

DeNA

4月1日より先着各1組

窓口販売

ヤクルト

4/6（火） 4/7（水） 4/8（木） 4/10（土）4/11（日）
18：00
18：00
18：00
14：00
14：00

広島

4/16（金）4/17（土）4/18（日）
18：00
14：00
14：00

©中日ドラゴンズ

席 種
ドラゴンズ外野応援席（２０21シーズンシート）
ライト側 31 列 R530・R531 ２席１組
【共通事項】 会場／ナゴヤドーム

斡旋席数
各試合
１組

申込資格／会員のみ

※隣同士の席を確保しておりますが、状況によってお席が離れる可能性がございます。

４月

中日ドラゴンズ公式戦
阪神

斡旋価格（2席）
巨人戦：2,800円 その他：2,300円
（一般参考価格：１席1,900円）
※購入後のキャンセルはできません。

外野応援席の斡旋

FAX申込

※15日締切

4/27（火）4/28（水）4/29（木祝）
18：00
18：00
14：00

５月

5/3（月祝）
14：00

DeNA

5/4（火祝） 5/5（水祝）
14：00
14：00

広島

5/8（土） 5/9（日）
14：00
14：00

ヤクルト

巨人

©中日ドラゴンズ

ソフトバンク

5/14（金） 5/15（土）5/16（日） 5/21（金） 5/22（土）5/23（日） 5/25（火）5/26（水）5/27（木）
18：00
14：00
14：00
18：00
14：00
14：00
18：00
18：00
18：00

席 種
ドラゴンズ外野応援席（２０21シーズンシート）
ライト側 31 列 R530・R531 ２席１組
【共通事項】 会場／ナゴヤドーム
※申込多数の場合は抽選となります。
※決定後のキャンセルはできません。

斡旋席数
各試合
１組

申込資格／会員のみ

斡旋価格（2席）
巨人戦：2,800円 その他：2,300円
（一般参考価格：１席1,900円）

※隣同士の席を確保しておりますが、状況によってお席が離れる可能性がございます。
※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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おかざき世界子ども美術博物館

樋口一成 木のおもちゃ展

窓口渡し

国立大学法人愛知教育大学教授であり、木のおもちゃデザイナーでもある樋口一成氏が発想し、デザインした独創的でユニークな大型
の木のおもちゃと道具の形をした大型の木のベンチなどを展示します。展示作品はそのほとんどが2ｍを超える大きさです。大型の木の
おもちゃでは、
“ゆ～らゆ～ら”、
“とことこ”、
“ころころ”など可愛くてユニークな木の動きと、
“かたかた”、
“とん
とん”、
“かったんこっとん”など温かくて心地よい木の音を楽しんでいただくことができます。カンナ・ノコギリ・
カナヅチなどの道具の形をした大型の木のベンチでは、座っていただくと、心地よい木の香りや手触りを楽しん
でいただくことができるとともに、自分が小さくなったような不思議な感覚を感じられることでしょう。このよう
な、ユニークな作品の展示は、子どもたちの造形・美術・工芸への興味や関心を高め、豊かな創造力を身に着ける
よい機会となります。是非ワクワクするような不思議でユニークな作品をお楽しみください。
●プレゼント枚数／先着60枚 会員お一人様
●会
期／４月１７日
（土）
～６月２７日
（日） ※9：00～17：00（入場は16：30まで）
●休 館 日／毎週月曜日
（ただし５月３日は開館）、
５月６日
（木）
●観 覧 料／一般 500円、小中学生 100円 ※岡崎市内の小学生は無料

岡崎市美術博物館 ～ 岩合光昭写真展 どうぶつ家族/ねこ科 ～

窓口販売

●会
期／4月3日
（土）
～5月１６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1,200円） 小中学生無料

※写真展ねこ科の入場は無料となります。 ※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１名は無料
※その他イベントの申込岡崎市美術博物館のホームページからお申込みください。

今やねこの写真家の第一人者といっても過言ではない岩合光昭氏。今回の展示では、岩合さんが撮り続けて
きた動物たちの魅力、写真の魅力を、
２つの写真展を同時開催することで余すことなく鑑賞いただけます。
「どうぶつ家族」では、生命のつながりをテーマに、世界中で生きる多様な動物のすがたを約150点の写真
作品で紹介します。サバンナから北極までを渡り歩き、大自然の中の動物を活き活きと写しだした、動物写真
家・岩合光昭氏の真骨頂の展示です。
もうひとつの「ねこ科」は、数ある岩合写真展の中で初の屋外写真展です。イエネコのほか、ライオンなど野
生のネコ科動物の姿を、最大２ｍ級の迫力ある大型写真作品で紹介します。作品と当館周辺の環境がリンク
して、あたかも写真の中に入り込んだような感覚で鑑賞いただけることと思います。
「自然と調和するミュー
ジアム」をコンセプトとする当館ならではの本展に、ぜひお越しください。

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。

★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。

お電話をください。

御返送
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