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No.466

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7月１日現在／
事業所数687社 会員数：7,924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。
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。

令和3年度事業報告
■主な事業内容
Ⅰ給付事業
給付事由
火災・落雷
破裂・爆発
航空機の墜
落等

住宅災害

損害 50% 以上
損害 50% 未満
損害 30% 未満
損害 20％未満
小
計
床上浸 建物損害 70% 以上
建物損害 20% 以上
水以外 建物損害 20% 未満
自然災害
床上浸水
小
計
同居親族の死亡
計
交通事故死
不慮の事故死
会員
疾病等（65 歳未満）
同上（65 歳以上）
小
計
配偶者
子
親
計
交通事故による重度障害
不慮の事故による重度障害
病気等による重度障害（65 歳未満）
同上（65 歳以上）
計
交通事故による障害
不慮の事故等による障害
計
14 日以上の休業
30 日以上の休業
60 日以上の休業
90 日以上の休業
120 日以上の休業
計
結婚祝金（法律上の結婚）
銀婚祝金（結婚後 25 年）
還暦祝金（満年齢 60 歳）
出生祝金（会員及び会員の配偶者の出産）
就学祝金（小学校入学）
就学祝金（中学校入学）
計
合
計

・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

決算報告

Ⅱ在職中及び老後の生活斡旋事業

○給付状況

死亡
重度障害
後遺障害

傷病
慶事

件数 ( 件 ) 給付金額（円）
0
0
0
0
0
0
2
120,000
2
120,000
0
0
0
0
1
9,000
0
0
1
9,000
0
0
3
129,000
0
0
0
0
3
600,000
10 1,000,000
13 1,600,000
8
400,000
4
40,000
167 1,670,000
179 3,710,000
0
0
0
0
2
400,000
0
0
2
400,000
0
0
0
0
0
0
18
90,000
40
400,000
16
240,000
6
120,000
21
525,000
101 1,375,000
125 1,250,000
50
500,000
116 1,160,000
177 1,770,000
199
995,000
201 1,005,000
868 6,680,000
1166 12,294,000

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。

（１） 新幹線キップ、名鉄電車乗車券、
駐車券、食事券、物品斡旋
91,535 枚（件）
（２）貸出事業
旅行かばん
3 人 20 日
（３）厚生資金融資斡旋事業
件数 0 件

Ⅲ健康維持・増進事業

（１） 自主事業バス旅行
・バス旅行
催行中止
・スポーツ大会
ボウリング大会、
20 事業所 147 人
ソフトボール、ミニバレー大会
催行中止
（２） 斡旋事業
プール券、プリペイドカード等
164 枚（件）
（３） 利用助成事業
人間ドック受診利用助成
インフルエンザ予防接種利用助成
1,833 名 1,634,131 円
（４） 施設利用助成
スポーツクラブ等
6,653 人

Ⅳ余暇及び自己啓発事業

（１） 自主事業
・バス旅行
38 事業所 88 人
・教室、セミナー
146 事業所 299 名
・その他（敬老記念、市民まつり）
56 事業所 62 名
（２）斡旋事業
映画、コンサート、スポーツ観戦、
割引利用券、補助券
13,414 枚（件）
（３）利用助成事業
保養所、生涯学習等
10 人 10,000 円

収支決算 【正味財産増減計算書】
経常収益
基本財産運用益
受取会費
給付事業収益
在職中及び老後の生活安定事業収益
健康維持 ･ 増進事業収益
余暇及び自己啓発事業収益
受取市補助金等
受取維持管理事業収益
出資配当金等収益
雑収益
経常収益計

雑収益
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1,111,742

0%

出資配当金等収益
24,031 0%

基本財産運用益
8,315 0%
受取維持管理
事業収益
受取会費
20,621,871
49,078,000
10%
24%
受取市補助金等
28,975,777
14.5%
経常収益
201,710,749
給付事業収益
余暇及び自己啓発事業収益
17,661,133
11,026,400
9%
5.5%
在職中及び老後の
生活安定事業収益
71,687,780
36%

健康維持・増進事業収益
1,515,700 1%

経常費用
事業人件費
事業運営費
給付事業費
在職中及び老後の生活安定事業費
健康維持 ･ 増進事業費
余暇及び自己啓発事業費
勤労文化センター維持管理事業費
管理運営費
経常費用計
管理運営費
13,554,236 6%

余暇及び
自己啓発事業費
14,387,092 7%

健康維持・
増進事業費
5,269,675
3%

単位：円
24,567,310
7,486,819
34,089,706
89,032,972
5,269,675
14,387,092
20,148,052
13,554,236
208,535,862
事業人件費
24,567,310
12%

勤労文化センター
維持管理事業費
20,148,052 10%

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！

単位：円
8,315
49,078,000
17,661,133
71,687,780
1,515,700
11,026,400
28,975,777
20,621,871
24,031
1,111,742
201,710,749

事業運営費
7,486,819
3%

給付事業費

34,089,706
経常費用
16%
208,535,862

在職中及び老後の
生活安定事業費
89,032,972
43%

検索
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第45回

ソフトボール大会
ソフトボール大会

FAX申込

毎回、白熱した試 合が展開されるソフトボール大 会！優 勝
チームは来年度春の「労福協ソフトボール大会」に共済会代表
チームとして推薦いたします。賞品もご用意しておりますので、
ぜひご参加ください！一致団結、目指せ優勝！
※感染症予防対策のため、今後の情勢次第では中止となる恐れがあります。

●開 催 日／１０月3日
（日） 予備日：１０月10日
（日）
●会
場／岡崎中央総合公園 「運動広場」
●開始時間／８：３０集合 ９：００プレイボール予定
●募 集 枠／１０チーム予定（１チーム１５名以内）
※申込チーム多数の場合は抽選を行う場合があります。

前大会より

１事業所で９名に満たない場合は、他の会員事業所と合同で１チーム編成していただくことも可能です。
※試合はトーナメント戦で行います。

●参 加 費／１チーム ３，
０００円
●参加資格／会員と登録家族
他事業所の会員との混合チーム可
●チーム編成について／労福協のチーム編成ルールに合わせ、監督（プレイ可）
を含む１２～１５名までのチームで、
“女性”
又は
“５０歳以上の男性”
を計３名以上含むチームといたします。また、試合中は必ず
“女性”
又は
“５０歳以上の男性”
が常時２名以上プレイするようにしていただきます。
●そ の 他／感染症予防対策のため、やむを得ない事情により中止となる場合がありますが、その場合はご容赦ください。

蒲郡クラシックホテル サマーファミリーバイキング

料理長による鰹の解体ショーにローストビーフカッティングサービス
御前崎港で水揚げされた生シラスをいかがでしょうか。

窓口販売

販売は8月14日（土）まで

※お一人様１人前限りの商品がございます。詳しくはチラシをご覧ください。

●斡旋料金／ご予約後に共済会窓口でチケットをご購入ください。
大人 ４，
５００円（一般：５，
５００円）
［中学生以上］
小人 １，
５００円（一般：２，
０００円）
［小学生］
幼児
７００円（一般：１，
０００円）
［４歳以上］
★ソフトドリンク付 +1,000円でアルコール飲み放題プランもあります。
●開催期間／８月１1日
（水）
～１4日
（土）
●時
間／ランチタイム１１：３０～１３：３０
ディナータイム１８
：００～２０：００
●購入資格／会員のみ（一人４枚まで）
●予 約 先／蒲郡市竹島町１５－１ 蒲郡クラシックホテル
☎0533-68-1111
●利用方法／ご希望の日・時間帯に空きがあるかご確認の上、
ご予約後チケットをご購入ください。
満席となる日もございます。お早めにご予約ください。

三河湾リゾートリンクス 夏のランチブッフェ

窓口販売

今年は『お祭りランチバイキング』を開催！この機会に是非
ご利用ください。
●斡旋料金／ご予約後に共済会窓口でチケットをご購入ください。

大人 ３,０００円（一般：３，５００円）［中学生以上］
小人 １,３００円（一般：１,６００円）［６才～１２才］
幼児
４００円（一般：５００円）［３才～５才］ ※２才以下無料
★入浴付でバスタオルもついているプランです。食事前の入浴も可能です。
（入浴料通常：９７２円）
●日
程／８月８日（日）
～８月１５日
（日）
・２２日
（日）・２９日
（日）の１０日間
●時

間／ランチ ①１１：３０～（９０分） ②１３：１５～（９０分）

（入浴１２：００～）

●購入資格／会員のみ（一人４枚まで）
●予 約 先／三河湾リゾートリンクス

☎0563-32-3720

西尾市吉良町宮崎中道下１５ （月～土９：００～１８：００ 祝日は除く）
●ご利用方法／三河湾リゾートリンクスへご希望の日・時間帯に空きがあるかご確認の上、ご予約下さい。
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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。

■内
■日
■金

容／太陽光パネル・建物外壁点検についてのドローン講座
時／9月22日
（水） 14：00～16；00 ※6月8日に開催した講座内容と同じものとなります。
額／各2,000円

■内
■日

容／ドローンに関する基礎知識＆ドローンの資格をとるメリットやその後の産業活用法について
時／10月5日
（火）
■金
額／各2,000円

■内
■日

スマートグラスが生み出す新たな農業の可能性

容／スマートグラスとは、眼鏡型の機器で何かを「見ながら」作業ができることに特化した機器です。
そんなスマートグラスを農業の分野では、どのような活用ができるのかについてお教えします。
時／9月15日（水）
■金
額／各2,000円

詳しくは中小企業・勤労者支援センター ホームページまで
TEL52-4611 電話受付時間 9：00～17：00

“幸田の梨『豊水』
と
『新高」”の斡旋！

FAX申込

幸田町の梨は、ふるさと納税の返礼品としても利用されており
大変人気となっております。

（豊水：９月2日（木）PM頃からお渡し予定、新高：９月30日（木）PM頃からお渡し予定）
●斡 旋 品／① 豊水：５Kg箱入り
（１０～１3玉） 3,000円（一般価格：3,800円）
② 新高：３ｋｇ手さげ
（3玉）
2,000円（一般価格：2,500円）

イメージ

※玉の大きさによって数が変わる場合がございますのでご了承ください。

●斡 旋 数／各１００箱
●申込資格／会員のみ １人各１箱まで（申込多数の場合は抽選となる可能性がございます）
●そ の 他／豊水：９月2日（木）PM頃から、新高：９月30日（木）PM頃から、それ
ぞれ次の日曜日までのお渡し期間となります。
イメージ
生鮮物ですので、お渡し期間後は共済会では管理に責任を負いかねます。
必ず期間内に引取りにお越しいただきますよう、お願いします。
（冷蔵庫での保存推奨）

岡崎駒立ぶどう３種詰め合わせの斡旋！

FAX申込

ふるさと納税の返礼品にもなっている岡崎駒立のぶどう！今回はこのぶどうの
詰め合わせをご案内します。 （９月2日（木）夕方納品、4日（土）、5日（日）にお渡し予定）

●斡 旋 品／岡崎駒立産ぶどう３種詰め合わせ（２ｋｇ）
２，
８００円（一般価格：３，
6００円）
●内
容／巨峰×２房、シャインマスカット×２房、赤ぶどう×１房
●斡 旋 数／１００箱
●申込資格／会員のみ １人２箱まで
（申込多数の場合は抽選となる可能性がございます）
●そ の 他／２日間と短いですが、
９月4日（土）、5日（日）にお渡し予定となりま
イメージ
す。生鮮物ですので、5日（日）以降は共済会では管理に責任を負い
かねます。必ず期間内に引取りにお越しいただきますよう、
よろしくお願いします。
（冷蔵庫での
保存推奨）

吉良竜宮ホテル「地元でとれた新鮮な魚のお刺身ランチ+露天風呂セット」割引券

窓口渡し

地元で採れた新鮮なお魚を使ったお刺身ランチ！割引を使ってお得にご堪能ください。

●斡旋価格／１５００円（時価1,800円～2,600円）
【 注 意 】お料理を提供できる曜日が決まっていないため、日程確認のうえ必ずご予約下さい。
※お盆の期間など、混雑が予想されます。

トゴール温泉のぬくもりが優しく体を包み込みます
天と海があなたを一望する最上階絶景露天風呂で、自然と一体となっ
たぬくもりの時をお楽しみ下さい。
木の香り肌に優しいぬくもりは又格別です。
※最上階絶景露天風呂 ”天海の湯 ”では、殿湯・姫湯にトゴール湯を使用し
ております。
トゴール湯の泉質の素晴らしさと効能・効果をゆっくりとお楽しみ下さい。
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万が一の備えが大事！防災食の斡旋
もしもの時の非常食・海外旅行時の携帯食・屋外レジャーでも活躍！
商品名
①ＣｏＣｏ壱番屋監修 尾西のカレーライス

５個セット

②ＣｏＣｏ壱番屋監修 尾西のカレーライス

30個セット

うまい！ 鶏ごぼうご飯！
③保存食なのに、

5個セット

うまい！ 鶏ごぼうご飯！
④保存食なのに、

20個セット

うまい！ ビーフカレー
⑤保存食なのに、

5個セット

うまい！ ビーフカレー
⑥保存食なのに、

20個セット

⑦吉野屋 缶飯 牛丼

5缶セット

⑧吉野家 缶飯 牛丼

12缶セット

⑨吉野屋 缶飯 豚丼

5缶セット

⑩吉野家 缶飯 豚丼

12缶セット

⑪吉野家 缶飯 牛焼肉丼

5缶セット

⑫吉野家 缶飯 牛焼肉丼

12缶セット

⑬吉野家 缶飯 豚生姜焼丼

5缶セット

⑭吉野家 缶飯 豚生姜焼丼

12缶セット

⑮吉野家 缶飯 焼鶏丼

5缶セット

⑯吉野家 缶飯 焼鶏丼

12缶セット

⑰吉野家 缶飯 焼塩サバ

5缶セット

⑱吉野家 缶飯 焼塩サバ丼

12缶セット

斡旋価格
2,250円

カタログ価格（税込） 申込制限

12,000円

17,820円 1セットまで

1個あたり 450円
1個あたり 400円

3,240円 2セットまで

7,700円

12,960円 1セットまで

2,000円

3,240円 2セットまで

7,700円

12,960円 １セットまで

2,700円

4,050円 2セットまで

6,000円

9,720円 ２セットまで

2,700円

4,050円 2セットまで

6,000円

9,720円 ２セットまで

2,700円

4,050円 2セットまで

6,000円

9,720円 ２セットまで

2,700円

4,050円 2セットまで

6,000円

9,720円 ２セットまで

2,700円

4,050円 2セットまで

6,000円

9,720円 ２セットまで

2,700円

4,050円 2セットまで

6,000円

9,720円 ２セットまで

1個あたり 385円
1個あたり 400円
1個あたり 385円
1個あたり 540円
1個あたり 500円
1個あたり 540円
1個あたり 500円
1個あたり 540円
1個あたり 500円
1個あたり 540円
1個あたり 500円
1個あたり 540円
1個あたり 500円
1個あたり 540円
1個あたり 500円

①
②

2,970円 2セットまで

2,000円

1個あたり 400円

ＦＡＸ申込

③
④
⑤
⑥

⑦⑧

⑨⑩

⑪⑫

⑬⑭

⑮⑯

⑰⑱

【共通事項】 ●申込資格／会員のみ

“新規加入事業所”ご紹介キャンペーン
キャンペーン期間／令和3年８月１日（日）～10月31日（日）

ぜひ未加入事業所をご紹介ください！
500円の図書券×加入者人数をプレゼント！

共済会から会員の皆様へ、より魅力ある事業を提供するためには、会員数の増大が必要不可欠です。
そこで、会員拡大推進の一環として『新規加入事業所・特約店ご紹介キャンペーン』を展開いたします。
取引先やお知り合いの中で、共済会に“ ご興味 ”を示されている未加入の事業所がございましたら、
ぜひご紹介ください。もしよろしければ、共済会からご説明にもお伺いします！
ご紹介いただいた未加入事業者が共済会の会員になられた場合、ささやかではございますがご紹介者
様へ加入者 1 名様につき 500 円の図書券を進呈します。
※通常のポイントも加算いたします。

※図書券プレゼントの上限は 30,000 円分とさせていただきます。

◎ご加入いただけるのは▶岡崎市内及び幸田町内に事業所がある個人事業主及び企業並びに各種団体です。
※２名以上の事業所様に限ります。

◎特約店とは▶会員カードを提示すれば、割引が可能なお店です。
※契約時に会報誌に掲載いたします。

◎紹介方法▶『ご紹介票』
に必要事項を明記して、共済会へＦＡＸかご郵送ください。
（ニュースに同封）
◎進呈時期▶新規入会者の加入手続きが完了した時点で進呈。

連絡先／共済会事務局
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ＱＵＯカードの斡旋！

ＦＡＸ申込

ＱＵＯカードの加盟店は、全国約５７，
０００店！
コンビニやファミレス、書店など多くの場所で利用できます。

●券
種／５，
０００円券
●斡旋価格／４，
５００円
●申込資格／会員のみ １人２枚まで

※有効期限はございません。
※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。
※支払い額が残額を超えた場合、不足分を現金もしくは残額のあるＱＵＯカードで支払えます。

岡崎市美術博物館 水木しげる 魂の漫画展

愛知県労働者福祉協議会岡崎額田支部 文化講演会
山崎 武司氏 ～3度のクビから現役27年
窓口渡し
星野監督や野村監督と出会って～

窓口販売

日時／7月31日
（土）
～9月26日
（日） 毎週月曜休館
券種／900円（一般1,200円） ※中学生以下無料
「ゲゲゲの鬼太郎」に代表される妖怪漫画で有名になった水木ですが、
ユーモアと皮肉、想像力あふれる短編の数々や、己の体験を基にした
誰にも真似できないリアルな戦記物など、妖怪以外の漫画作品におい
ても高い評価を得るようになります。また、近年発見された、デビュー
前に描いたスケッチや絵の数々からもその画力の非凡さがうかがわ
れ、漫画家としてのスケールの大きさを改めて世に知らしめています。
本展覧会は漫画家・水木しげるのこうした多才な画業に迫り、その作
品の尽きない魅力を改めて探求しようとするものです。作品一つ一つ
に込められた「魂」を存分に味わっていただければ幸いです。

日時／9月5日
（日）
会場／岡崎市民会館（あおいホール）
席種／無料 ※申し込み多数の場合抽選
講師プロフィール
現役時代は、その豪快な風貌と性格、そして愛嬌のある笑
顔から
「ジャイアン」の呼び名で多くのファンに愛された。
高校卒業後、
ドラフト2位指名を受け、中日ドラゴンズに入
団。
1996年に本塁打王を獲得するなど中軸選手として活
躍。

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2021
Music Forever ～永遠に続く
“愛”ＦＡＸ申込

劇団四季ミュージカル『ライオンキング』ＦＡＸ申込
日時／１２月２５日
（土）
１３：００開演
会場／名古屋四季劇場
券種／S席11,000円
（一般12,100円）

日時／１０月８日
（金） １９：００開演
１２月１１日
（土） １８：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
券種／S席 7,900円（一般8,900円）
未就学児童入場不可

申込多数の場合抽選

※間隔を空けた配席となる場合がございま
す。
※開演時間が10分程度遅れる可能性がござ
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。

ディズニー・アニメーションや映画・テーマパークの音楽を、オーケスト
ラとヴォーカリストの生演奏でお届けする、大人のための音楽会。
「Music Forever ～永遠に続く“愛”」をテーマに、
「ディズニー・オン・
クラシック」で初めて『リメンバー・ミー』を全編フィーチャー。陽気でカラフルな＜死者の国＞を舞台に、
タイトル曲をはじめ、
「ウン・ポコ・ロコ」や「音楽はいつまでも」など、音楽でつながる“家族の絆”を描いた
感動の物語を、映像と照明演出とともにお贈りします。
■新型コロナウイルス感染症対策について ※本公演は政府・自治体及び関係団体のガイドライン
に基づき、対策案を実施することで拡大防止に努めてまいります。お座席は他のお客様と隣り合う可
能性がございます。予めご了承下さい。 ※チケットご購入の際には、ご自身の体調や環境をふまえ
ご判断くださいますようお願いいたします。公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合
以外の払い戻しはいたしません。 ※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。

マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ

≪(株)クオカード≫

申込多数の場合抽選
名古屋公演上演中！ミュージカル『ライオンキング』が日本中を
生命の歓喜に包みこむ！

フランソワ・ポンポン展 ～動物を愛した彫刻家～

窓口販売

窓口販売

日時／８月１６日（月）～９月２６日(日)
１０：００～１９：３０

日時／９月１８日
（土）
～１１月１４日
（日）
９：３０～１７：００ ※金曜日は20:00まで

会場／松坂屋美術館（松坂屋名古屋店 南館7階）
券種／前売一般
900円（一般1,300円）
前売高大生 700円（一般1,000円）
前売小中生 300円（一般600円）

会場／名古屋市美術館
券種／前売一般 1,200円（一般1,600円）
前売大学・高校生 600円（一般1,000円）

※最終日は１８：００閉館（いずれも入場は閉館３０分前まで）

※月曜休館 但し、9/20（月・祝）は開館し9/21（火）は休館

日本初の回顧展！フランスの彫刻家フランソワ・ポンポンの展覧会

未就学児は無料、小学生以下のお客様は保護者同伴でご入場ください。
「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」は、キャプテン・アメリカ、アイアンマン、ソー、ブラッ
ク・ウィドウ、ブラックパンサーなど、マーベルヒーローたちを象徴するアイテムが身近に展示さ
れ、その世界観の中で、写真を撮りながら楽しんでいただくことができる体験型のイベントです。
※諸事情により中止・会期が変更となる場合がございます。最新情報は松坂屋名古屋店のホーム
ページをご覧ください。 ※混雑状況によって整理券対応やご入場いただけない場合もございま
す。 ※再入場はできません。 ※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。

エニシングゴースト

本展は、ポンポン初期の作品から1922年のサロンで大絶賛を受けた代表作≪シロ
クマ≫を生み出し、名声を確立していくまでの彼の作品と生涯の魅力に迫ります。
※入場は閉館の30分前まで ※混雑状況によって、入場をお待ちいただく場合がございます ・新型コロナウイルス感
染症拡大防止対策のため、本展の会期や内容に変更が生じる可能性があります。最新情報は名古屋市美術館公式サイト
でご確認ください。 ・マスクの着用、検温と手指消毒等にご協力ください。マスクの着用がない方、また37.5℃以上の
発熱、咳、くしゃみなどの症状がある方は、入館をご遠慮ください。 ・館内で感染発生が確認された場合には、名古屋市
美術館公式サイトで注意喚起を行います。チケットの半券は来館後2週間程度保管いただき、ご来館日時の記録をお願
いいたします。 ・会場の混雑状況によっては、入場を制限する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、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。

坂東玉三郎

FAX申込

日時／９月４日
（土）
～１２日
（日）
会場／御園座
券種／A席 12,000円（一般13,500円）

特別公演

FAX申込

日時／10月13日
（水）
14：00
会場／御園座
券種／A席17,000円
（一般18,000円）

※申し込み多数の場合抽選

※感染症予防対策の注意事項
ご来場の皆様および出演者
・公演関係者の安全と安心を確保することに努めてまいります。ご来場の
際に検温を行わせていただき、37.5℃以上が検知された場合はご入場をお
断り致します。また、マスクの着用や、席エチケットにご協力ください。万が一
新型コロナウイルスに感染された方がご観劇された場合に、同一公演のそ
の他のお客様に対して確実に連絡がとれるよう、お客様情報のご登録をお願いいたします。ご登録いただ
きました個人情報は、必要に応じて保健所等公的機関への提供を行う場合がございます。混雑を避けるた
め事前に御園座ホームページからプリントし、ご記入の上ご来場いただきますようお願い致します。

※未就学児の入場不可
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「味噌製品３種類」の斡旋！

から
Ｒ

創業延元２年（一三三七）
まるや八丁味噌の味噌製品はいかがでしょうか。

ＦＡＸ申込

①赤だし詰め合わせ
■内
容／●ゴールド赤だし900g／八丁味噌に豆味噌・米みそなどを調合した赤だし味噌。濃い目の味で地元で好評
をいただいている赤だしです。
●三葉葵赤だし900g／八丁味噌に豆味噌・米みそなどを調合した赤だし味噌。きめ細かく仕立ててありま
すので口当たりがまろやかです。
■賞味期限／製造日より12ヵ月
■斡旋価格／800円（一般価格：1,944円
（税込）） ※斡旋価格には共済会の補助が含まれています。
②即席みそ汁 1個（5食入り）
お椀に味噌と具を入れてお湯を注ぐだけ。赤だしの旨みとコクをご家族で簡単に。2種類の具が楽しめます。
■賞味期限／9か月
■斡旋価格／250円（一般価格：415円
（税込））
即席みそ汁 1個（5食入り）
×５セット
①
②
③
■斡旋価格／1,000円（一般価格：2,075円（税込み））
③まるやのみそだれ（150ｇ）
八丁味噌が味の決め手の万能みそだれ。おでん、味噌カツ、
味噌炒め、マヨネーズに混ぜてもOK。化学調味料無添加です。
■賞味期限／10ヵ月
■斡旋価格／200円（一般価格：324円
（税込））
■申込資格／会員のみ１商品2個まで

≪
（株）
まるや八丁味噌≫

〈〈〈〈 割引協定施設・新規特約店のお知らせ 〉〉〉〉
King Farm Café
商品名（サービス名）

サービス内容

・バウムクーヘン
５％OFF

■利用方法／共済会会員証の提示
■利用範囲／会員とその同伴者
■施設情報／King Farm Cafe
☎0563-65-2922
愛知県西尾市西浅井町坂下６－1
■営業時間・休業日／毎週 水曜定休
https://king-farm.jp/shop-2/

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

★会費の領収書について

・共済会会費第２期
（７月～９月）
の領収書を別に送付していますので、
ご確認をお願いします。

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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