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◎旅行企画・実施　 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

【重要】【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！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！
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。

中小企業勤労者支援センター第３駐車場 ― 岡崎ＩＣ ― 

ひるがの高原ＳＡ ― 高山西IC ― 道の駅ななもり清見

（弁当積込）― 平湯バスターミナル ― 上高地（散策） ― 

赤かぶの里（お買物・休憩） ― 高山ＩＣ ― ひるがの高原SA

― 岡崎ＩＣ ― 中小企業勤労者支援センター第３駐車場

※荒天時は中止となります。
※歩きやすい靴・服装でご参加ください。
※雨具・上着をご用意ください。
※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。

5,505,505,505,505,505,505,500000000000円円円円5,500円5,500円
登録家族 6,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,5006,500円円円円6,500円6,500円
一般同伴者 7,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,7007,700円円円円7,700円7,700円
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●日　　程／7月24日（土）
●募集人数／30名《最小催行人数20名》
●参加料金／

★穂高連峰を望みながら、河童橋や
大正池など約２時間の自由散策

★弁当付

下記旅行会社へＦＡＸ申込

19：4519：30

※感染症予防対
策により中止
となる場合が
あります。

健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進健康維持増進
梓川の清流と穂高連峰の雄姿が迫る。大自然が心潤す、上高地！梓川の清流と穂高連峰の雄姿が迫る。大自然が心潤す、上高地！

上高地ハイキング上高地ハイキング上高地ハイキング上高地ハイキング上高地ハイキング上高地ハイキング上高地ハイキング上高地ハイキング上高地ハイキングバスツアーバスツアーバスツアーバスツアーバスツアーバスツアーバスツアーバスツアー上高地ハイキングバスツアー
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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。

始めによくお読みください共済会ニュース内容の申込について共済会ニュース内容の申込について
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。

① FAX申込 ・・・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。
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。

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。

検索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！

No.464
令和3年5月１日現在／
事業所数693社 会員数：7,964名

※表示金額は、すべて消費税込みの金額です。

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
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中小企業向けの先端技術講座を開催します。中小企業向けの先端技術講座を開催します。

■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！
　　　　　　感染症予防対策のため、共済会5組限定！

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。

●講 演 日／６月15日（火）　14：00～16：00　　　●金　　額／2,000円

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？

・人手不足や従業員の定着率で悩んでいる方
・働き方改革の取り組みをしたが、うまくいっていない方

こんな人に
お勧め！
こんな人に
お勧め！

・最近よく耳にするDXとは何か、DXをどう実践していくか！
・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！

●講 演 日／６月22日（火）　14：00～16：00　　　●金　　額／各 2,000円　　
中小・小規模事業者のための省人力化講座（～ IoT・RPA編 ～）

・製造業に従事されており、点検回数が多く困っている方
・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

こんな人に
お勧め！
こんな人に
お勧め！

・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）

講座を受講
された方には！
講座を受講
された方には！

～ 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 ～

こんなことが
学べます！
こんなことが
学べます！

●講 座 日／7月14日（水）　　　●金　　額／2,000円
クラウドツール「kintone」の使い方開設と操作体験会

・事務職・総務職に務めている方
・紙、FAX、メールなど様々な媒体から報告書等が集まって
　きてデータをまとめるのが大変な方

こんな人に
お勧め！
こんな人に
お勧め！

・「kintone」とは何か？
・実際に「kintone」を使って、自分に合った
　情報の集約方法

こんなことが
学べます！
こんなことが
学べます！

●講 座 日／7月28日（水）　　　●金　　額／2,000円

月5000円から始める、小規模事業者のためのデータ共有・バックアップ講座
～コンピュータウイルスから守るセキュリティまでお話しします～

・日ごろパソコンを使って作業をしているが、バックアップを
　したことがない方
・データ共有をしたいが、セキュリティは大丈夫なの？という方

こんな人に
お勧め！
こんな人に
お勧め！

・自動でバックアップをしてくれる方法
・クラウドサービスを使ったデータ共有方法

こんなことが
学べます！
こんなことが
学べます！

４月から開催中大盛況のドローン操縦体験講座！ 
６月８日から受付開始

■日　　時／７月６日（火）～１１日（日）、２０日（火）～２５日（日）
　　　　　　８月１０日（火）～１５日（日）、２４日（火）～２９日（日）
　　　　　　９月７日（火）～１２日（日）、２１日（火）～２6日（日）
■会　　場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター　多目的実習棟
■内　　容／ドローンの基礎知識を学び、実際に操縦が出来ます。
　　　　　　様々な職種で活躍しているドローンを体験してみたい方や、
　　　　　　資格を取ったけど不安という方にオススメ！
■講　　師／㈱DSAインストラクター
■申　　込／岡崎市中小企業・勤労者支援センターへ電話で申込
　　　　　　☎（0564）52‐4611
　　　　　　受付時間　８時３０分～２０時
■持　　物／屋内用シューズ、飲料
　　　　　　（夏場なので、水分補給・塩分補給を忘れずに）

さらに７月は、女性優先募集日を設けており、女性講師と１対１でドローンを体験できます。
■日　　時／7月6日（火）・9日（金）・１０日（土）　9時～16時
■条　　件／ドローンを活用した仕事に興味関心のある女性の方
■定　　員／先着10人（一般参加も含む）　

　　　　　　様々な職種で活躍しているドローンを体験してみたい方や、
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野家プリカの斡旋野家プリカの斡旋
野家のハウス電子マネーです。野家店頭にてチャージが可能で、テイクアウトやお食
事の会計時に利用することができます。チャージ残高はレシート、吉野家ホームページに
て確認可能です。
●品　　名／野家プリカ（3000円券）
●斡旋価格／２，３００円
●申込資格／会員のみ　一人２枚まで
●そ の 他／１円単位で利用可能。店頭でチャージも可能です。
●有効期限／有効化日より２年間　
●そ の 他／お渡し日予定日：7月29日（木）より
　　　　　　有効化予定日：７月３０日（金）

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

◆券　　種／５００円券　　１０枚１組（５，０００円分）
◆斡旋価格／４，5００円　　　◆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。　・一部購入除外品があります。
　　　　　　・この斡旋に関するご質問は、共済会までお問い合わせ
　　　　　　　ください。
　　　　　　・購入除外品や商品券の利用に関することは、詳しくは
　　　　　　　店舗スタッフにご確認ください。

生活応援！スギ薬局の商品券の斡旋
スギ薬局で使用できる商品券のご案内です。

●日　　時／７月１７日（土）
●場　　所／安城産業公園　デンパーク内クラブハウス
●募集人数／５グループ２０名
●参加資格／会員と登録家族
●参 加 費／１kgコース（目安２～３名）　1,800円（参考一般 3,400円）
　　　　　　２kgコース（目安４～５名）　3,500円（参考一般 6,300円）
●持 ち 物／エプロン・手拭きタオル・クーラーボックス・保冷材など
　　　　　　　 ※感染症予防対策の為やむなく中止となる可能性があります。
●そ の 他／当日は入園無料デーとなりますので、事前に発券する必要はありません。

家族で楽しむ！デンパークソーセージ作り体験教室！
地元三河産の豚肉を使った本格的ソーセージ作りが体験できます。作り方はとっても
簡単！お持ち帰りと、できたてあつあつのソーセージの試食が出来ます！ソーセージ
作りの後は、デンパークをお楽しみください！

男川やな  割引利用補助券男川やな  割引利用補助券

【注意】　夏の繁忙期、特に土日は大変混みあいます。つ
かみどりは事前のご予約は出来ませんので、ご了承くださ
い。お車でお越しの際は近隣の住民の方にご迷惑が掛か
らないよう、ご配慮をお願いいたします。駐車場には限り
があり、近隣施設には駐車しないようお願いいたします。
９月以降は比較的短い待ち時間でご利用いただけます。

窓口渡し

2,500円
一般料金

1,610円

1,610円

2,05０円
会員利用料金

1,25０円

区分

3匹つかみどり

バーベキュー
（要予約）

内容

つかみどり
生コース 65０円

大人（中学生以上）

子供（３歳以上）

※バーベキュー幼児食材無しの場合は入場料として５５０円かかります。
※バーベキュー利用時は飲食物の持ち込みはお断りしております。
※つかみどり後は、鮎をその場で食べることができます。その場合、塩焼

きかフライかお選びいただけます（３匹６７０円）。バーベキュー施設を
利用されている方は、そのまま焼いて食べることができます。

※１０月下旬より天然子持鮎料理をお楽しみいただけます。

■利用期間／１１月末まで
　　　　　　　　※コロナウイルスの感染拡大の状況により開始時期が未定です。
■利用資格／会員と登録家族
　　　　　　　　※利用補助券は、共済会事務局の窓口でお渡しします。会員証を持参の上、
　　　　　　　　　お越しください。チケット記載の注意事項をご覧の上、ご利用ください。

■男川やな／岡崎市淡渕町字日向２３　☎（０５６４）８２－２０８９
　　　　　　ホームページもあります！　http://home1.catvmics.ne.jp/̃ns5021/otogawayana.html

　男川の清流にかけられたやなで鮎のつかみ取り。さわやかな風の中、グループや
ご家族で楽しんでいただけます。素材にこだわったバーベキューをお楽しみいただ
ける施設も人気です！
　バーベキューの他に、美味しい食事もございます！

ＦＡＸ申込



共済会ニュース6月号

4

席　種 斡旋席数 斡旋価格（2席分として）
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

各試合
１組

巨人戦：

2,800円
その他：

2,300円
（一般参考価格（プレミアム）：１席2,000円）

【共通事項】　会場／バンテリンドームナゴヤ　　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。
※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。
※入場制限によりシーズンシートの利用が不可となる場合は、斡旋を中止させて頂きます。
　斡旋販売後でも、入場制限がかけられた場合は、チケットをご返却いただき、代金を返金させて頂きますので、ご了承下さい。

©中日ドラゴンズ

中日ドラゴンズ公式戦　外野応援席のみ お知らせ

※感染症予防対策のため、定員数が２/１となる試合日があります。チケット購入が決定した後に、シーズンチケットが使用できなくなる
　可能性がありますのでご了承下さい。　　※チケット料金は試合日により価格が変動します。
※おとな＝高校生以上、こども＝小中学生が対象。

阪神

18：00 14：00 14：00
8/20 （金）8/21 （土）8/22 （日）

巨人

18：00 14：00 14：00
8/27 （金）8/28 （土）8/29 （日）

広島

18：00 18：00
8/17 （火）

18：00
8/19 （木）8/18 （水）

８
月

感染症予防対策のため、斡旋できない可能性がありますのでご了承してお申込み下さい。

●種　　類／温室マスクメロン（化粧箱入り）
　　　　　　①１．5ｋｇ×１個　 ②１．６５ｋｇ×２個
●斡旋価格／①2,1００円（一般：２，68０円）
　　　　　　②３，2００円（一般：３，990円）
●申込資格／会員のみ　計２セットまで
●斡 旋 数／１００セット
　　　　　　（申込多数の場合は抽選の場合あり）
※ご希望の住所へお届けいただけます。郵送料込。
※ご贈答用としてもご利用いただけます。
※お届け時期は７月上～中旬頃を予定しております。

●お問い合わせ先／日研農園　田原市堀切町鳥屋道２６
　　　　　　　　　☎（0531）35-6854

ＦＡＸ申込産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！産地直送！渥美の美味しいメロンお取り寄せ！
　日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に栽培された、
とろけるような濃厚な甘さのメロンをお楽しみください！
　ご希望の住所へお届けします！

　日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に栽培された、
とろけるような濃厚な甘さのメロンをお楽しみください！
　ご希望の住所へお届けします！

　日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に栽培された、
とろけるような濃厚な甘さのメロンをお楽しみください！
　ご希望の住所へお届けします！

　日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に栽培された、
とろけるような濃厚な甘さのメロンをお楽しみください！
　ご希望の住所へお届けします！

宝塚歌劇花組全国ツアー　名古屋市民会館公演宝塚歌劇花組全国ツアー　名古屋市民会館公演
●日　　時／９月２日（木） 18：00　　　　　  ９月３日（金） 13：30
　　　　　　９月４日（土） 11：00 15：30　　９月５日（日） 11：00　15：30　
●会　　場／日本特殊陶業市民会館　　　　●券　　種／S席　７,４００円（一般　８,３００円）

ＦＡＸ申込申込期日：6月15日（火）

ミュージカル·ロマン　『哀しみのコルドバ』
舞台は19 世紀末のスペイン。花形闘牛士エリオ·サルバドールは、
人々の賞賛を一身に浴びて栄光の道を歩んでいた。だが、マドリー
ドの名士リカルド·ロメロの屋敷で催される夜会に招かれた際に、初
恋の女性エバと再会し、人生の歯車を狂わせることとなる……。
1985 年、柴田侑宏より峰さを理に当てて描かれた本作は、星組
で初演後、花組で安寿ミラ、真飛聖、雪組で早霧せいなを主演に
度々上演を重ねてきました。死に直面する凄絶な孤独感、その底に
流れる凝縮された情熱、愛への渇きや不条理など、情熱的な生と死
を著した名作を、どうぞお楽しみください。
なお、この公演は花組新トップコンビ·柚香光と星風まどかのお披露
目公演となります。

パッショネイト·ファンタジー
『Cool Beast!!』
作·演出/藤井大介
野性的な色気を持った柚香光は、まさにCool 
Beast!!
柚香光が「Beast=野獣」に、新たに星風まどか
が「艶花」に扮し、美しく心優しいBeast が見た
夢を、ストーリー仕立てで綴る魅惑の世界。
個性豊かな花組生達によるパッショネイトで刺
激的なラテン·ショーを、全国ツアーバージョン
として一部リニューアルしてお届け致します。

写真は公演と異なります（イメージです）

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団
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●日　　時／7月3日（土）　9：20開場、9：50開演
●上映時間／10：00～12：00
●場　　所／岡崎市民会館大ホール　　　●参加資格／会員と登録家族
●上映内容／「ヒックとドラゴン　聖地への冒険」
●斡旋枚数／限定30家族程度　≪申込者多数の場合は抽選≫
●申込方法／専用の用紙に参加者全員をご記入の上FAXでお申込み下さい。
※子どもだけでは参加はできません。※申込者及び登録家族以外の参加はできません。
※駐車場の収容台数が少ないためできるだけ公共交通機関をご利用ください。

労福協ファミリー映画会のご案内労福協ファミリー映画会のご案内 ＦＡＸ申込

●日　　時／8月13日（金）　昼の部　11：00開演
　　　　　　　　　　　　 夜の部　16：00開演
●券　　種／ A 席　6,000 円　（一般 7,000 円）
　　　　　　未就学児の観劇もチケットが必要となります。

御園座　よしもと爆笑公演御園座　よしもと爆笑公演 ＦＡＸ申込

●会　　期／５月２９日（土）～７月１１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／700円　（一般1,000円）
　　　　　（岡崎市在住・在学の小中学生は無料）
明治から大正にかけて華々しく活躍した、渡辺省亭（1852-1918）の初めての大規模回顧展です。省亭は
日本画家として初めて渡欧、ドガをはじめとした印象派の巨匠と交流した経験を持ち、繊細で洒脱な花鳥画
が海外で高く評価されました。一方国内でも、迎賓館赤坂離宮（国宝）花鳥の間を飾る七宝額の原画を書く
など実力を認められました。しかし明治３０年代以降市外に画壇と距離を置いたため、展覧会で紹介される
機会が少なくなってしまいました。本店では海外からの里帰り作品を含め、これまであまり知られてこなかっ
た個人コレクションを中心に省亭の全画業を紹介します。

岡崎市美術博物館　開館２５周年記念　渡辺省亭 －欧米が魅了した花鳥画－岡崎市美術博物館　開館２５周年記念　渡辺省亭 －欧米が魅了した花鳥画－ 窓口販売

ミュージカル「マタ・ハリ」ミュージカル「マタ・ハリ」

●日　　時／９月２０日（月・祝） １4：00開演　　●会　　場／刈谷市総合文化センター　アイリス大ホール
●券　　種／全席指定おとな（中学生以上）　　３，８００円（一般　4,800円）
　　　　　　全席指定こども（3歳～小学生）　 ２，４００円（一般　2,800円）　　※2歳以下入場不可
心に響くジブリの思い出の名曲をオーケストラとともに、ザ ブリーズアドベンチャーズの歌声でたっぷりお届けいたします。
●プログラム／【魔女の宅急便】やさしさに包まれたなら　【もののけ姫】もののけ姫、アシタカとサン

【猫の恩返し】風になる　　　　　　　　【千と千尋の神隠し】いつも何度でも、ふたたび
【崖の上のポニョ】ひまわりの家の輪舞曲　 ほか　※曲目は都合により変更になる可能性があります。

ジブリの思い出がいっぱい　～オーケストラによるドリームコンサート～ジブリの思い出がいっぱい　～オーケストラによるドリームコンサート～ ＦＡＸ申込

●日　　時／８月８日(日)　１２：００開演／１５：３０開演　　●会　　場／名古屋市公会堂
●券　　種／全席指定　3,000円（一般3,500円）
※2歳以上有料。2歳未満は保護者1名につき1名膝上無料。　　※2歳未満でも座席が必要な場合は有料。
ストーリーに合わせて、歌、ダンス、そして謎解きがステージ上で融合し、おしりたんていとお客さんが一緒に難事件を解決す
る、ファミリー向け「なぞときミュージカル」！　力を合わせて、みんなでなぞをププッとかいけつしよう！
≪重要≫ 「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/1601　

おしりたんていミュージカル　むらさきふじんのあんごうじけんおしりたんていミュージカル　むらさきふじんのあんごうじけん ＦＡＸ申込

●日　　時／７月２５日（日）　１２：００開演／１４：３０開演　　●会　　場／名古屋市公会堂
●券　　種／全席指定　２，８００円（3,300円）
トーマスとパーシーがテレビから飛び出してステージを駆け巡る！　映像も駆使したオリジナルのファミリーミュージカル！！
古いソドー島の地図にのっている宝の場所を探していたトーマスは、誤って見知らぬ線路に迷い込んでしまいます。パーシー
や見習い機関士のケンが、暗い森の中でトーマスを発見したとき、ソドー島の宝物もあきらかに・・・。
≪重要≫ 「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/1602

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込申込期日：6月11日（金）
●日　　時／７月１０日（土） １２：００開演／１７：００開演　　７月１１日（日） １２：００開演　　　●会　　場／刈谷市総合文化センター アイリス大ホール
●券　　種／S席　１２：００開演　11,500円（一般13,500円）　１７：００開演　11,100円（一般13,500円）
　　　　　　A席　１２：００開演　 7,700円（一般 9,000円）　１７：００開演　 7,300円（一般 9,000円）
誰もが彼女の虜となる稀代の女スパイ、その名は―

『ジキル＆ハイド』『スカーレット・ピンパーネル』をはじめ、数々のメガヒットミュージカルを生み出す作曲家フランク・ワイルドホーンの新作とし
て、2016年に韓国にて世界初演され、再演も合わせて累計20万人動員の大ヒットを遂げた本作は、2018年に日本初上陸。日本版として新
たに誕生し、多くのミュージカルファンを魅了し、連日スタンディングオベーションの熱狂が劇場を包みました。
あれから３年の時を経て、遂にミュージカル『マタ・ハリ』待望の再演が決定！
個性豊かで魅力あふれるキャストが、愛と戦いと欲望が絡まるドラマチックなマタ・ハリの半生を壮大な音楽と共に彩ります。ご期待ください！
※感染予防について十分な対策をとったうえで、通常配席での販売とさせていただきます。
なお、政府・諸機関の方針等により、イベント収容率に変更が生じた場合は、その指示に基づいてご案内をさせていただきます。

きかんしゃトーマス　ファミリーミュージカル　ソドー島のたからものきかんしゃトーマス　ファミリーミュージカル　ソドー島のたからもの



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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★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）

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！

検索岡崎幸田勤労者共済会

長島ジャンボ海水プール特別入場券
●有効期間／７月１０日(土)～９月２７日（月）
●斡旋料金／２，２００円

《参考一般価格：大人（中学生以上）３，８００円、小学生２，８００円、幼児２才～１，５００円》
●購入資格／会員のみ（１人４枚まで）
●斡旋枚数／３００枚《申込者多数の場合は抽選》
●問合せ先／ナガシマリゾート　☎（０５９４）４５－１１１１
※遊園地へ入場できますが、乗り物券が必要な方は別途購入してください。　※大人・小学生共通券。
※危険防止の為、サンシェード・テント類の持込みは固くお断りします。
※飲食物、クーラーボックス等の持込みは固くお断りします。
※刺青、タトゥーの入っている方のご入場は固くお断りします。（ｼｰﾙ等の類似の物も不可）
※感染症予防対策のため、営業期間、内容の変更になる可能性があります。
※その他の諸注意はＨＰでご確認ください。　https://www.nagashima-onsen.co.jp/
例年なばなのさとの入村無料券がついていましたが、今年はつきませんのでご了承下さい。

ＦＡＸ申込

西尾市ホワイトウェイブ21プリペイドカード
●休 館 日／月曜日（祝日の場合は営業）（７/１～８/３１は無休）
　　　　　　７／１～８／３１の利用時間／１０：００～２０：３０
　　　　　　　  ※この期間外の営業時間についてはホームページでご確認ください。
●斡旋料金／　

●購入資格／会員のみ（１人計３枚まで）
●斡旋枚数／各１００枚《申込多数の場合は抽選》
●問合せ先／ホワイトウェーブ２１　☎(0563)34-8222
※トレーニングルーム・浴室も利用できます。有効期限はありません。　　※常時オムツ着用の方は入場できません。（プール用オムツも不可）
※小学校３年生以下のお子様は18歳以上の大人の付添が必要です。（大人１人につき子ども２人まで）
※浮き輪の持ち込みはできません。プール場内にある備え付けのものをご利用ください。　※その他詳しいことは、ホームページを参照ください。
【感染症予防対策について】　昨年は感染症予防対策のため、西尾市在住の人のみの制限を設けました。今年も同様の入場制限設ける可
能性もあります。ご了承下さい。

券種 斡旋価格
5,500円券 4,500円（一般：5,000円）
3,300円券 2,700円（一般：3,000円）
2,200円券 1,800円（一般：2,000円）

ＦＡＸ申込

夏だ！プール利用券の斡旋夏だ！プール利用券の斡旋 注：プール開始日までにお手元に届かないチケットも
　　ございますのでご了承ください。

共済会特約店　セントラルフィットネスクラブ東岡崎　営業終了のお知らせ お知らせ
名鉄セントラル　フィットネスクラブ東岡崎が7月24日（土）に営業終了をするに伴い、割引（共済会ガイド
ブック14ページ）を終了いたします。
優待券・インビテーションカード・金券などの各種カードをお持ちの方は、本年7月２４日までに使用いただく
か、それぞれの有効期限以内に他の店舗でご活用ください。


