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No.465

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6月１日現在／
事業所数692社 会員数：7,957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。

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
・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

夏の☀トウモロコシ収穫祭！ 申込締切：7月8日（木）

FAX申込

夏の味覚、トウモロコシの収穫体験！夏休みの思い出に
いかがでしょうか。

●日
●時

時／７月１７日
（土）
・１８日
（日）
間／午前の部：
・ ９：３０～１０：00 ・１０：００～１０：30
・１０：３０～１１：00 ・１１：００～１１：３０
午後の部：
・１３：３０～１４：００ ・１４：００～１４：３０
・１４：３０～１５：００ ・１５：００～１５：３０
※時間により、収穫場所の割り振りを行います。

●場
所／幸田町久保田周辺
●参 加 費／１本収穫につき8０円 会員１名につき最大
１0本まで
●募集人数／8０組
●品
種／ミルキースイーツ
●参加当日ついて／会員やご家族、同僚の方など複数人
でのご参加もOKですが、収穫本数は申込数
までとなります。
●そ の 他／申込時に、希望の日時を指定し収穫本数を
ご記入ください。
各時間5組までとしている為、
ご希望の時間
がお取りできない場合もありますので、
ご了
承の上、申込み下さい。
来場時間は上記時間内にお願いします。混
み合う時間帯は、お車にてお待ちいただくこ
とがあります。雨天決行、荒天中止。天候に
より生育が遅れる場合があります。その際
は、
ご連絡いたします。
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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岡崎駒立ぶどう狩り 割引利用補助券

窓口渡し

アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。
券

種

種

区

類

ハウス
デラウェア

7/20～7/31

デラウェア・
スチューベン

デラウェア 8/1～8/下旬頃
スチューベン他
9/下旬～10/10頃

種なし巨峰

8/20～8/下旬

巨峰

9/上旬～9/30頃

※無くなり次第種有へ

大
小
幼
大
小
幼
大
小
幼
大
小
幼

分

人
人
児
人
人
児
人
人
児
人
人
児

一般料金

１,6００円
１,2００円
9００円
１,5００円
1,1００円
8００円
2,0００円
1,5００円
1,2００円
1,8００円
1,3００円
1,0００円

会員料金

1,1００円
9００円
6００円
1,0００円
8００円
5００円
1,5００円
1,2００円
9００円
1,3００円
1,0００円
7００円

※大人は中学生以上、
小人は小学生、
幼児は3歳以上

●開園時間／９：３０～１６：0０
●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。

◆感染症予防対策のため、
ブドウ園を割り振ります。ご利用前に必ず案内所にお立ち寄りください。
◆必ずマスクの着用をお願いします。レジャーシートをご利用になる場合ご持参ください。
◆バーベキューなど予約が必要な施設があります。
●予約・岡崎駒立ぶどう狩り組合／☎0564-45-5151
●ホームページ／http://www.nande.com/coma-grape

渥美のメロン狩りと食べ放題割引利用補助券

窓口渡し

★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。
●利用資格／会員と登録家族

【ニュー渥美観光（株）】
内 容
区
大
メロン狩り
（１玉）
＋３０分食べ放題
幼
大
食べ放題のみ
幼

分
人
児
人
児

一般料金

会員利用料金

3,800円 2,300円
2,800円 1,500円
2,000円 1,400円
1,000円
600円

●メロン狩り開催期間／8月1日
（日）
～8月15日
（日）

※大人は小学生以上、幼児は３歳以上
※要予約 ※食べ放題／２歳以下無料
※感染症予防対策のため、今年は日数をすくなくして実施します。

イメージ

●予約･産地問屋直売店 ニュー渥美観光（株）／田原市保美町段土165 ☎：0531-32-0636 フリーダイアル☎：0120-334718

【（有）日研農園】
内

容

区 分
大 人
食べ放題（30分）
幼児（5歳以下）
どなたも
メロン狩り＋冷やしカットメロン
どなたも
バーベキュー

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

一般料金

2,100円
1,000円
2,100円
1,900円

会員利用料金

1,800円
700円
1,700円
1,500円

●メロン狩り開催期間／開催中～９月中 ※要予約
●予約･（有）日研農園／
田原市堀切町鳥屋道２６
☎：0531-35-6854
http://www.nikken-n.com/

ウルトラとくさつワールド

空想特撮大作戦
空想特撮大作戦 ～ウルトラマンと夢見る世界～
～ウルトラマンと夢見る世界～

窓口渡し

ウルトラマンは今年で５５周年を迎え、半世紀を超えてなお、新しいシリーズを生み出しています。この展覧会は、目の
前に広がるウルトラマンシリーズを思いっきり楽しんでいただき、
「何かを空想したり、夢を見たりすることって楽し
い！」と感じていただける内容になっています。ウルトラヒーローの歴史、空想のアイデアやデザインを紹介し、大型ジ
オラマやフォトスポットを設置して、子どもから大人まで、ご家族みなさんでわくわくしながら楽しんでいただけます。
●プレゼント枚数／先着60枚 会員お一人２枚まで
●会
期／7/3（土）
～9/5（日） ※9：00～17：00（入場は16：30まで）
●休 館 日／毎週月曜日
（ただし８月９日は開館）
●観 覧 料／一般500円、小中学生100円 ※岡崎市内の小学生は無料
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みんなで楽しもう！花火の斡旋！

ＦＡＸ申込
申込締切：7月14日（水）

ご家庭で楽しむ花火のセットの斡旋です。みんなでわいわい楽しみましょう！

●斡旋価格／①豪華花火．
ｃｏｍ
500 円 ・ワンランク上のおもしろさ！変色変化たくさんの満足セット！
②はなびんの夏休み！ 1,000 円 ・あの復刻版『ドラゴン』入ってます！
③てもちがいっぱい噴出プラス 1,200 円
・不思議メガネで楽しさプラス！花火たっぷり２００本！残っても大丈夫なチャック付
④ぶっ飛 Ｌ
1,800 円 ・とれたてオモシロ花火が怒涛の全部のせ！
●申込資格／会員のみ（各花火 1 セットまで）
●斡 旋 数／各 5０セット
※斡旋価格には共済会の補助が含まれています。
※市場への供給状況によりパッケージ内容が変更になる場合がございます。
※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。

①

②

③

※見本が共済会にありますので、ご覧いただけます

④

協賛 ≪㈱稲垣屋≫

サーティワン アイスクリームギフト券の斡旋

≪㈱太田煙火製造所≫

FAX申込

サーティワンのアイスクリームのギフト券をお値打ちに斡旋！
今回もうれしい「特典」付！「特典」と一緒にぜひご利用ください！

●券
種／５００円券を５枚で１セット
●斡旋価格／２，
0００円（一般：２，
５００円分）
●斡旋枚数／５００セット
●申込資格／会員のみ １人２セットまで
●特
典／サーティワンのアイス
（シングル）無料券付！

※特典の無料券は岡崎市内の４店舗のみ使用可能です。
※一部の店舗ではご利用になれません。
※ご利用になれない商品もございますのでご確認ください。
※有効期限はございません。
※利用金額が金券額面に満たない場合にはおつりがでます。
※支払い額が金券額面を超えた場合不足分を現金で支払えます。

富士サファリパーク
富士サファリパーク 入園券の斡旋
入園券の斡旋！
！
種 類
昼の
サファリ
※3歳以下無料

≪(株)タニザワフーズ≫

ＦＡＸ申込

区 分
一般料金 斡旋価格
大人（高校生以上） 2,700円 1,900円
小人（4歳～中学生） 1,500円
900円
※受付で年齢を証明できるものをご提示ください。

昼のサファリ
［年中無休］
時 間
期 間
3月11日～10月31日 9：00～16：30
11月1日～3月10日 10：00～15：30
■申込資格／会員のみ １人4枚まで
■有効期限／約１年間有効
■券
種／基本マイカーで回るものになります。園内バスをご利用の場合は、
この別途1,300円（３歳以上・エサ代）
が
必要となります。
■施設情報／静岡県裾野市須山字藤原２２５５－２７
TEL：055－998－２１８５
■交通案内／新東名高速道路新富士ＩＣから３０分
★この他、詳しいことはＨＰをご覧下さい！
http://www.fujisafari.co.jp/index.html
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引換期間：～８月20日（金）
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
ジュラシック大恐竜展 鑑賞券・ランチ付き特別プラン割引券！ 窓口渡し

旧名古屋ボストン美術館にて開催される、ジュラシック大恐竜展の鑑賞とＡＮＡクラウンプラザホテル
グランコート名古屋のランチが楽しめる、特別プランの割引券です！（ご利用の流れを確認下さい。）
■利用期間／７月１０日
（土）
～８月２９日
（日）
■券
種／
区分
お食事処
大人
30階スターゲイト・29階花梨・2階ガーデンコート（平日）ランチ
美術館チケット＋
2階ガーデンコート（土・日・祝日）ランチ
ランチ

一般料金

30階スターゲイト・2階ガーデンコート（土・日・祝日）ランチ
お子様
美術館チケット+ 29階花梨ランチ
ランチ
2階ガーデンコート（平日）ランチ

3,000円 1,500円

※事前に要予約

会員料金

5,200円 4,000円
5,700円 4,500円
3,500円 2,000円
2,700円 1,200円

※お子様料金は3才以上小学生以下となります。

ご利用の流れについて（重要）
①共済会にて発券する割引券を受け取る
②事前にANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋レストラン予約係（052-683-4638）へ予約の電話をする
※受付時間9：00～20：00

③当日、お食事処にて券を引き換え後ランチ・鑑賞をご堪能！

※先に鑑賞をする場合であっても、その前にお食事処へ行き、チケットをお引き換え下さい。

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！
感染症予防対策のため、共済会5組限定！

クラウドツール「kintone」の使い方開設と操作体験会
●講 座 日／7月14日
（水）
●金
額／2,000円
・事務職・総務職に務めている方
こんな人に
・紙、FAX、メールなど様々な媒体から報告書等が集まって
お勧め！
きてデータをまとめるのが大変な方

こんなことが
学べます！

・「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

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～

●講 座 日／7月28日
（水）
●金
額／2,000円
・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
こんな人に
したことがない方
お勧め！
・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

こんなことが
学べます！

楽しい理科実験教室！

・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

FAX申込

明るい時に充電し、暗くなると自動的にソーラーＬＥＤライトが点灯するように働きます。
ソーラーＬＥＤライトとペットボトルを使ってエコな工作に挑戦しよう！
※作成したペットボトルエコライトは持ち帰れます。

■日
時／8月18日
（水） 13：30～16：00
■場
所／岡崎市中小企業・勤労者支援センター 第３教室
■参 加 費／無料
■対
象／小学3年生～4年生
■募
集／10名（応募者多数の場合は抽選） ※保護者同伴
■持 ち 物／筆記用具
■内
容／「ecoについてのお話し」
と
「いろんな科学実験」
＆工作キット
「ペットボトルエコライト」の作成
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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

FAX申込

人気のとうふシリーズの斡旋！今回は贈答用の箱に入った特別バージョンもございます。
１ 常温で長期保存（製造日より７ヶ月）

２ こだわりの挽き搾り製法

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【化粧箱付】絹とうふ&絹とうふしっかり 計２４丁入り
（画像の箱に梱包して斡旋します）
②絹とうふ １２丁入り
③絹とうふしっかり １２丁入り
④【化粧箱付】絹とうふ&絹とうふしっかり 計６丁（画像の箱に梱包して斡旋します）
■斡旋価格／①２，
５００円（ 一般３，
８２８円 + 箱代 ）
②１，
０００円（一般１，
９１４円）
③１，
０００円（一般１，
９１４円）
④ ５００円（一般９５７円 + 箱代）
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

①【化粧箱付】絹とうふ&
絹とうふしっかり
計２４丁入り

④【化粧箱付】絹とうふ&
絹とうふしっかり 計６丁

名鉄百貨店 本店・一宮店ぐるめきっぷの斡旋！

FAX申込

■セ ッ ト／名鉄電車１DAY無料券＋特別車両券（ミューチケット）割引券１枚（360円→250円）
＆ 選べる食事券＆指定店舗でのお買い物優待券+指定店舗でのお買い物優待券
■斡旋価格／おとな ３,１００円（一般３,４００円） こども１,７００円（一般１,９００円）
■利用期限／2022年3月31日まで
※指定店舗について詳しくは名鉄ホームページをご覧ください。

ＦＡＸ申込
純烈コンサート
知立市文化会館開館20周年記念事業

リアル恐竜ショー 恐竜パーク

三年連続紅白出場を果たし今最も熱いグループとし
てますます人気が高まっている純烈が知立に初登場！
日時／10月8日
（金） 14：00開演（開場13：15）
会場／パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）かきつばたホール
券種／全指定席 4,500円（一般5,500円）
今後の感染状況により、講演の定員数などの変更
または中止の場合があります。
◉新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力く
ださい。
・原則マスクを着用ください。 ・入館時及び退館時等、こまめな
手指消毒や手洗いを実施して下さい。 ・37.5℃以上の発熱など
の風邪症状の方や体調の悪い方のご来場はご遠慮ください。 ・会
場での歓声・声援等は禁止とさせていただきます。社会的距離の確保をお願いいたし
ます。 ・プレゼントや差し入れの持ち込みはご遠慮ください。 ・当日会場での物品
販売はありません。事前に純烈公式サイトにてご購入下さい。

特別展「昆虫」

※本公演は政府からのガイドラインに沿った収容人数で販売いたします。 ※ご購入後は公演中止の場合を除き、お
客様都合による変更・キャンセルは一切お受けできません。いかなる理由におかれましても返金は出来かねますので、
予めご了承いただける方のみご購入にお進みください。 ※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、会館から
お客様のお名前およびご連絡先を地方公共団体に提示する可能性がございます。 ※政府または地方自治体の取り
決めにより、運営方針が変更となる場合がございます。 ※入場時の検温の際、37.5度以上の熱があるお客様はご
入場をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 ※状況によっては連席でご案内できない場
合がございます。当日の座席の変更はできかねますので、予めご了承ください。 ※今後の感染状況や政府諸機関の
方針によって、上記にてご案内いたしました内容を変更させていただく場合がございます。

丸美屋食品ミュージカル「アニー」 ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／８月２７日（金） １１：００開演／１５：００開演
８月２８日
（土）１１：００開演／１５：００開演
８月２９日
（日）１１：００開演／１５：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
券種／平日公演 Ｓ席 7,500円（一般8,700円）
土日公演 Ｓ席 7,700円（一般8,700円）
4歳未満のお子様のご入場はできません。チケットはお１人様１枚必要です。

会期／7月17日(土)～9月20日(月・祝)
9:30～17:00（入場は16：30まで）

※休館日：毎週月曜日（ただし、8/9、8/16、9/20開館）、8/10(火)、9/7(火)、9/8(水)、9/17(金)

会場／名古屋市科学館
券種／前売一般 １，
２００円（一般１，
６００円）
前売高大生 600円（一般900円）
前売小中生 200円（一般500円）
未就学児童無料／高大生は要学生証

“明日は幸せ”
“夢を諦めない”大切な人と笑顔になれる国民的ミュージカル!!
今年で36年目を迎え、日本で180万人を魅了してきたミュージカル『アニー』が満を持して帰ってくる！
舞台は1933年のニューヨーク。世界大恐慌直後の街は、仕事も住む家もない人であふれていました。誰
もが希望を失っているなか、11歳の女の子アニーだけは元気いっぱい。11年前、孤児院の前に置き去り
にされたというのに、いつか両親が迎えに来ると信じて、逆境にひるむことなく前向きに生きています。そ
んなある日、大富豪オリバー・ウォーバックスの秘書グレースに気に入られたアニーは、クリスマスの2週
間をウォーバックスのもとで過ごすことに。ウォーバックスは、アニーを養女にしたいと思うようになりま
す。しかしアニーは、本当の両親と暮らすという夢をあきらめきれません。その強い気持ちに打たれた
ウォーバックスは、懸賞金をかけて彼女の両親を捜すことにします。ところが、それを知った孤児院の院長
ハニガンと弟ルースター、その恋人のリリーは、懸賞金目当てに悪だくみを始めて･････。アニーの夢はか
なうのでしょうか？
新型コロナウイルス感染諸対策の一環として、チケット購入時のお客様のお名前・ご連絡
先等を主催者と共有させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

昆活しようぜ！
「昆虫」の魅力に迫る、夏の大規模展覧会！ 昆虫の起源は4億8000万
年前、その種類は名付けられているものだけでも100万種にのぼります。
多種多様な昆虫の体の仕組みや能力、生態について、世界で収集された5万点を超え
る標本に加え、CGや体感型展示などを活用し、昆虫の驚くべき世界をお届けします！
さらに電子顕微鏡やCTスキャンなどの機器を導入した昆虫研究の最前線を紹介、そ
の研究成果が私たちの生活にどのように 活かされているのかを解き明かします。
そしてそんな昆虫研究の第一歩が「虫捕り」。昆虫採集や昆虫標本のノウハウについ
ても、プロが実際に使っている道具や、映像などでわかりやすく解説します。

※障害者手帳などをご持参の方（付添2名まで）は当日料金の半額。 ※本券でプラネタリウムを除く名古屋
市科学館展示室をご覧いただけます。 ※会期中１枚につき１名様１回限り有効。 ※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、展覧会ホームページにてご確認下さい。

ＦＡＸ申込

日時／８月１４日
（土） １２：００開演／１５：００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／指定席 ２,７００円(一般３，
３００円) ※３歳以上から有料
かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場。家族全員で、楽しく学
べるリアル恐竜ショー！ 恐竜たちがどんな時代を生きて、どんな暮らしをし
ていたのか。恐竜パークをみればその答えがきっと見つかる。 恐竜たちの
いる世界をリアルに体験しながら、恐竜にまつわる歴史を楽しく勉強できるショー。子供に大人
気のティラノサウルスとトリケラトプスも登場する。 ※上演時間約１時間
本公演に関しまして、感染症拡大防止のご協力をお願い致しております。ご購入前に下
記の案内をご確認の上、ご了承いただける方のみチケットの申込をお願い致します。

http://www.konchuten.jp/

ＦＡＸ申込
JAバンクpresents
松下奈緒コンサートツアー2021
“PLAY LIST”

ＦＡＸ申込
輝け！令和歌謡祭
演歌ビッグショー２０２１ 名古屋公演

歌謡界、期待の星たちがここに大集合
歌い継ぐ夢の競演、圧巻のステージ！

日時／９月１８日
（土） １７：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
券種／全席指定 ５，
０００円（一般６，
８００円）

日時／１０月６日
（水）
１１：００開演／１５：００開演
１０月７日
（木）
１１：００開演／１５：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
券種／Ｓ席 9,000円
（一般10,000円）

※3歳以下のお子様のご入場はできません。4歳以上はチケットが必要になります。

自分の好きな曲、思い入れのある曲を盛り込んだ「松
下奈緒のプレイリスト」をテーマとしたコンサート。楽
しいトークと共に、カバー曲からオリジナル曲まで、幅
広く誰もが楽しめるコンサートです。
グループ・ディスタンス形式での座席販売となります。 2席連番を基本
として、その間は1席空いています。

※1名さまのご購入の場合はお席の右側または左側が空いています。尚、空席
には通路も含まれます。 ※今後の状況の変化により座席の販売方法に関して
変更に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する
ご案内」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。

※未就学児童入場不可

出演／市川由紀乃、竹島宏、椎名佐千子、純烈、松阪ゆうき、
辰巳ゆうと

http://www.kyodotokai.co.jp/events/detail/2142
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木下大サーカス豊川公演

販売期間：～11月14日（日）

窓口販売

あの、世界を感動させた木下大サーカスがさらに進化して30年ぶりに東三河
エリアにて開催！
！夢と勇気と感動と。熱き挑戦者たちの奇跡のステージ！
■開演期間／9月19日
（日）
～12月5日
（日）

※新型コロナの感染状況により、公演日程、公演回数等、変更の可能性があります。

休演日 毎週木曜日と9月22日
（水）
・29日
（水）、
10月13日
（水）
・27日
（水）、11月10日
（水）
・24日
（水）。
ただし9月23日
（木・祝）
は開演。
■公演時間／
区分
10：10 11：00 13：00 14：00 15：50
月・火・土曜日
○
○
水曜日
○
○
木曜日
休演日
（9月23日
（祝）
は開演）
金曜日と9月19日
○
○
日・祝日
○
○
○
■会
■券

場／名鉄豊川線 八幡駅前特設会場
（豊川市民病院東側）
種／自由席おとな
2,400円（一般2,900円）
自由席こども3歳～高校生
1,500円（一般1,900円）

夏の家庭常備薬の斡旋

窓口受付

◆購入資格／会員のみ
◆申込方法／すでに６月号折り込みで申込用紙をお送りしております。
申込用紙を会員個人ごとに記入し、事業所毎で取りまとめをして、
共済会事務局まで直接用紙をお持ちいただくか、
ご郵送でお申し
込み下さい。
※ＦＡＸは不鮮明の場合があり内容を取り間違うことがございますので、
必ず申込用紙をご提出下さい。コピーを必ず控えてください。
◆受渡しについて／８月中旬頃より、大日商事（株）
より順次発送
◆お支払いについて／事業所で取りまとめ、納品時の振込み用紙にて、業者へ直接お支払い下さい。
※詳しくは折込みの用紙をご覧下さい。用紙はコピーしてお使い下さい。
※お届けまで日数がかかります。緊急を要するお薬は、薬局等でお求めください。

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

★会費の口座引落しについて

・７月は、
７･８･９月分の会費の請求月です。
７月１０日（金）
にお申し出の口座から引落しますので
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。
この時期にご連絡させていただいております、当共済会の会費の消費税に係る取り扱いについ
ては、課税対象外として処理していただきますようお願いいたします。

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。

御送信
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