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４月から大盛況で開催中！ ドローン操縦体験講座
９月７日から１０月～１２月の予約受付開始！

大盛況のドローン操縦体験講座の１０月～１２月の予約受付を開始します！
会社として、ドローン事業を考えている方や、セカンドビジネスとしてドローン
に興味のあるかたもぜひお申込みください。
今回から年度内３回目以降の体験料金が上がっております。
■日　　程／１０月６日（水）～１０日（日）・２０日（水）～２４日（日）
　　　　　　１１月１０日（水）～１４日（日）・２４日（水）～２８日（日）
　　　　　　１２月8日（水）～１2日（日）・２2日（水）～２6日（日）
■時　　間／①　１０時～１１時　　　②　１１時～１２時　　　③　１３時～１４時
　　　　　　④　１４時～１５時　　　⑤　１５時～１６時
■料　　金／社会人・岡崎市・幸田町に在勤の方は１，０００円　（ ３回目～ ３，０００円）
　　　　　　学生岡崎市・幸田町に在学の方は無料！　（ ３回目～ １，０００円）
※10月から価格変更を行いました。10月からカウントして3回目から値段が変わります。（2回目まで値段はそのまま）

■会　　場／多目的実習棟
■内　　容／座学（ドローンを操縦する上の法律的な知識など）、パソコンを使った操縦シュミ
　　　　　　レーション、ドローンの操縦
■講　　師／（株）DSAインストラクター

■申込方法／９月７日（AM9時から）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

／９月７日（AM9時から）電話で申込　（ ☎0564-52-4611 ）

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.467
令和3年8月１日現在／
事業所数684社 会員数：7,936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

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
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敬老の日記念　入浴施設入湯券の斡旋

入浴施設 券種（1冊） 一般価格 敬老の日特別斡旋価格

葵湯 10枚綴り回数券 6,000円 4,000円
楽の湯 10枚綴り回数券 6,800円 5,000円

安城コロナ 天然温泉コロナの湯 平日 750円
入泉券１枚 土日 800円 500円

共済会では「敬老の日」のお祝いとして、満７１歳以上の会員へ入浴施設入湯券をお値
打ちに斡旋します。この機会を是非ご利用ください！
●購入資格／令和3年9月1日現在で、満71歳以上の会員ご本人のみ
●申込方法／ＦＡＸ申込 
●斡旋冊数／会員のみ　葵湯、楽の湯：各２冊まで
　　　　　　　　　　　コロナの湯：20枚まで（有効期限：約６ヶ月）

満71歳以
上の会員ご
本人のみ

敬老記念品贈呈のお知らせ敬老記念品贈呈のお知らせ

●対 象 者／令和3年9月１日現在で、満７１歳になられた会員ご本人の方
●贈呈時期／９月上旬より順次、各事業所にお届けします

　共済会では、毎年「敬老の日」のお祝いとして敬老記念品を贈呈しています。

FAX申込

男川やな　額田石挽き
そば打ち道場でそば打ち体験！

男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き
そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！

男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き男川やな　額田石挽き
そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！そば打ち道場でそば打ち体験！

男川やな　額田石挽き
そば打ち道場でそば打ち体験！

●日　　時／10月30日（土）　１０：００開始
●参 加 費／１，５００円（一般：２，600円）（ひとこね５食分）
●内　　容／ひとこね材料は５食分となります。何名で作業しても５食分となり

ます。そのうち１食は、そのままの料金で食べることができます
が、２食目からは調理及び調味料として２５０円別途かかります。ま
た、調理しない分はお土産としてお持ち帰りください。

●そ の 他／他にご飲食等される方は各自別途ご精算ください。
●持 ち 物／エプロン、ビニール手袋など、その他各自必要と思われるもの。
●場　　所／男川やな　　岡崎市淡渕町日向２３　TEL0564-82-2089
★新型コロナウイルス感染拡大防止対策につきまして、必ずマスクの着用等をお
願いいたします。開催に際しましては、消毒液を準備する等対策を行いますが、愛知
県下の今後の推移によっては中止となる可能性もございますのでご了承ください。
●注意事項／感染症予防対策のため、やむを得ず中止となる恐れがあります。必ず当日体温を計測したうえで、既

定の用紙に体温を記載してお越しください。

　昨年開催し大変好評だった、額田産のそば粉信濃１号を使った本格的なそば打ち体験をしませんか？
個人でもご家族でも、OK！自分で打った、打ち立てのそばをご賞味ください！

ＦＡＸ申込
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岡崎市親善都市　石垣市物産展岡崎市親善都市　石垣市物産展 FAX申込

≪（株）石垣市経済振興公社≫　

≪安城コロナワールド≫　

岡崎市と沖縄県の石垣市は親善都市提携がされ５０年以上！
沖縄の物産はいかがでしょうか。

①石垣の塩ちんすこう ２８０円 （希望小売価格：４５０円）２個×１５袋
　・さくさくした食感で上品な甘さで石垣島の塩を入れた沖縄を代

表する銘菓です。
②波照間島産黒糖　粒 １８０円 （希望小売価格：２６０円）２００ｇ
　・日本最南端の有人島で太陽と大地の恵みを受けたさとうきびを

100％使用した黒糖です。
③波照間島産黒糖　粉 ２００円 （希望小売価格：３００円）２００ｇ
　・日本最南端の小さな有人島で丁寧に作られたサトウキビを

100％使用した粉タイプの黒糖です。
④さーたーあんだぎー ２１０円 （希望小売価格：３００円）プレーン５個
　・昔ながらの手づくりの黒糖入り揚げ菓子です。
⑤やしがにせんべい ６００円 （希望小売価格：８２０円）
　・貴重な食材ヤシガニをそのままボイルし旨みたっぷりのスープ

をベースに香ばしく焼き上げました。
⑥石垣島紅いもパイ ２４０円（希望小売価格：３８０円）
　・サクサクとした軽い食感が楽しめる紅芋パイです。
⑦島とうがらし ２８０円 （希望小売価格：４８０円）７０ｍｌ
　・刺身、炒め物、麺類等工夫してお使い下さい。アルコール分の強

い焼酎等を入れれば２～３回使えます。
⑧島ラー油 ３４０円 （希望小売価格：５８０円）７０ｍｌ
　・餃子やラーメン、料理の味付けに・・・アイデア次第でおいしさい

ろいろ。
⑨ピパーチ（香辛料） ４４０円 （希望小売価格：６００円）３０ｇ
　・はじめ甘くやがてピリッと辛い味。石垣島独特のトロピカルなス

パイス。甘い香りの胡椒です。
⑩石垣の塩 ４８０円 （希望小売価格：７００円）１８０ｇ
　・石垣島名蔵湾のサンゴ礁育む海水を１００％原料に３日間釜で

仕上げた後味まろやかな旨みが特徴です。

◆斡旋品◆ 購入要件／会員のみ　各３つまで

画像はすべてイメージです

天然温泉コロナの湯　安城店　入泉券の斡旋 FAX申込

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　５５０円
　　　　　　（通常価格：平日７５０円・土日８００円）　
■斡旋枚数／１人１０枚まで　※有効期限約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

★新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じております
が、内容につきましてはホームページ等でご確認ください。

③

⑤

① ②

④

⑦ ⑧

⑨ ⑩
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ＦＡＸ申込高級筆柿の斡旋！高級筆柿の斡旋！

●幸田の筆柿について
筆柿は全国でも幸田町周辺でしか栽培されていない大変珍
しい柿で、この地方では徳川時代から栽培されており、と
ても古い歴史があります。また、不完全甘柿とも呼ばれ、
甘柿と渋柿が１本の木に両方実り、出荷の際には、甘柿と
渋柿を選別します。とても濃厚な甘さが特徴の柿です。
●筆柿の栄養・効能
・ビタミンB1、B2、カロチンなどの栄養素やミネラル、
酵素、植物繊維がたっぷりと含まれています。
・ビタミンＣとタンニンが血液中のアルコールを外へ排出
します。
・カリウムには利尿効果があります。
●内　　容／高級筆柿２３玉入り（化粧箱入り）　※写真は２５玉入りですが２３玉入りが基本となります。筆柿の大きさに

よって変わる可能性がございますのでご了承ください。
●斡旋価格／１，８００円（一般価格：２，８００円）
●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）

全国の生産量の95%を占める幸田町特産の筆柿！
その中でも高級筆柿をご案内いたします。

10月中旬頃配布予定

図書カードＮＥＸＴの斡旋！図書カードＮＥＸＴの斡旋！
　全国の図書カードＮＥＸＴ取り扱い書店で利用できる図書カード
ＮＥＸＴ。この機会に、ぜひ利用ください。
●券　　種／１，０００円券を５枚１組を1セット　　
●斡旋価格／４，5００円
●斡旋組数／５００セット
●申込資格／会員のみ　１人２セットまで
　※有効期限／約１０年　※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。

ＦＡＸ申込

イメージ

丸大食品　レトルト食品特別販売丸大食品　レトルト食品特別販売 ＦＡＸ申込

≪丸大食品株式会社≫　　

●人気のシチューシリーズが、具だくさんになって新登場！
完熟トマトとデミグラスソースのコクと旨みがポイント
①　ビーフシチュー

　鶏肉の旨みとじっくりと炒めたソテーオニオンの甘味
②　クリームシチュー　

　　　（各１４０ｇ×３袋入）（製造日より365日）
●8年連続売上No.1のドリアシリーズ
ご飯にかけ、チーズをのせてトースターで焼きあげれば
　手軽にドリアが作れます。
③　海老ドリアソース
④　ミラノ風ドリアソース
⑤　チキンドリアソース　

　（３は１１０ｇ×４袋入、４と５は１４０ｇ×４袋入）
　（製造日より365日）　
●斡旋価格／各２００円（一般：４３０円）
●斡 旋 数／１人各２つまで（各１００セット・申込多数の場合は抽選）

① ②

③ ④ ⑤
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劇場公演＆LIVE映像配信　Brilliant Snow Theater
田代 万里生　コンサート ＦＡＸ申込

公演日／１０月２４日（日）１５：００開演
　　　　１４：１５開場　
会　場／幸田町民会館　さくらホール
券　種／一般　７,０００円
　　　 （一般価格　8,000円）
※未就学のお子様は入場いただけません。
※申し込み多数の場合抽選
声楽家(テノール)、ミュージカル俳優として活
躍する田代万里生が、実咲凜音をゲストに迎
え、この日限りのスペシャルなコンサートを開

催します。スタンダードなミュージカルナンバーのほか、お二人の
代表作である「エリザベート」からのナンバーもお届けいたします。
100％の客席使用を前提にチケットを販売いたしますが、今後の感染状況の動向、
政府および自治体の方針変更により販売枚数を制限する可能性がございます。
その他、「ご来場のお客様へのお願い」「会場での取り組みについて」のご案内は、
幸田町民会館ウェブサイトをご確認ください。

公演日／11月20日（土）
　　　　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　9,500円
　　　　（一般11,000円）
※未就学児童入場不可
すてきな夫婦になる方法、教えます

『Home, I’m Darling』は、イギリスの
劇作家ローラ・ウェイドによるオリジナル戯曲。2018年にロンドン・ナ
ショナルシアター初演で好評を博し、翌2019年にはウェストエンドの
デューク・オブ・ヨーク・シアターにて上演。2019年度のローレンス・オ
リヴィエ賞で5部門にノミネートされ、ベスト・ニュー・コメディ賞を受賞
したロンドン発の新作ストレートプレイです。
≪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/1644

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

公演日／11月17日（水）
　　　　12時開演　各20名
　　　　11月20日（土）
　　　　12時開演　各20名
券　種／A席　11,500円
　　　　（一般13,000円）
※未就学児の入場不可
　申込多数の場合抽選

御園座「夫婦漫才」

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

公演日／令和4年1月7日（金）
　　　　１３：００開演
会　場／愛知県芸術劇場
　　　　大ホール
券　種／S席　13,000円
　　　（14,500円）
日本ミュージカル史に燦然と輝
く金字塔！！
2022年1月清水と名古屋で
上演決定！！

※重要※（必ずお読みください）
「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/1655

ミュージカル『マイ・フェア・レディ』 ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込お家や職場で楽しもう！ スターバックス カードの斡旋！お家や職場で楽しもう！ スターバックス カードの斡旋！

≪（株）近畿日本ツーリスト中部≫　

窓口販売志摩スペイン村　感謝デーパスポート志摩スペイン村　感謝デーパスポート

９月１０日（金）・９月１１日（土）・９月１２日（日）のいずれかを選んでお申し込みください。
★日付指定　大人・中人・小人・シニア共通パスポート（入園＋アトラクションフリー）　

券　種

パスポート

区分 通常価格 斡旋価格
大人 5,400円
中人 4,400円 1,500円

小人・シニア 3,600円
★スペインの街並みを忠実に再現した建築物等盛りだくさんの内容で子供から
　大人まで、家族みんなで楽しめます！
※パスポートは入園と無料のショーおよびすべてのアトラクションに使用可能。
※「カルメンホール」「ドラゴン城の宝さがし」「カーニバルハウス」は別途料金が必要。

※2歳以下の幼児は有
料入園者(大人)１名様
につき2名様まで無料。
※１人４枚もしくは、家
族人数分まで

全国のスターバックスの店舗で使える、繰り返し入金可能なプリペイドカードです。
１，０００円から３０，０００円までお好きな金額を繰り返し入金できます。
■有効期限／なし
■利用場所／日本国内のスターバックス店舗（一部除く）
■斡旋価格／４，５００円（一般５，０００円）
　　　　　　　※共済会にて５００円補助。

■斡旋枚数／５００名（１会員２枚まで）
■そ の 他／カードデザインは発注時の在庫状況などにより
　　　　　　変更となる場合があります。 イメージ

期間が短いのでお早目にお越しください。

販売期日：9月11日（土）まで



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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共済会ニュース9月号

★岡崎市役所西館１Fの情報コーナー
　共済会ニュースを毎月常設していただいております。どうぞご利用ください。

★保養所をご利用された方へ助成のお知らせ
　家族旅行・職場旅行などで共済会指定保養所やハイツ＆いこいの村などをご利用された会員

へ、年度内１回２，０００円の助成金を支給しています。詳しい申請方法はガイドブックをご覧く
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！

検索岡崎幸田勤労者共済会

愛知労福協岡崎・額田支部  「第44回働く者の作品展」 作品募集！ ＦＡＸ申込

■募集作品／写真・絵画・書道・その他（木彫り、陶芸など）
■作品装丁／作品はすべて額装、軸装、パネル等の装丁とする。装丁のない

作品は受付できません。
■作品規格／愛知県勤労者美術展への出展の対象としないため、規格は設け

ません。
■応募資格／会員のみ
■応募期限／令和３年１０月３１日（日）
　　　　　　　　※作品も１０月３１日（日）まで受付
■会　　期／令和３年１１月17日（水）～１１月２1日（日）　１０：００～１８：００
■展示会場／岡崎市美術館　　第１展示室（明大寺町字茶園１１番地３　）
■表 彰 等／金賞・銀賞・銅賞・佳作・特別賞と、出展者全員に参加賞を贈呈します。

窓口配布岡崎市世界こども美術博物館 シャガール展　夢見る版画たち岡崎市世界こども美術博物館 シャガール展　夢見る版画たち
マルク・シャガールは、「色彩の魔術師」や「愛の画家」とも呼ばれ、今も人々を魅了し続け
る２０世紀巨匠のひとりです。本展では、シャガールの版画作品に着目し、『バイブル』や『ダ
フニスとクロエ』、『アラビアンナイトからの4つの物語』など、代表的な
8つの版画集から約280点の作品を紹介します。生き生きとした色使
い、愛と祈りと冒険にあふれたシャガールの世界をお楽しみください。

■会　　期／９月１１日（土）～１１月２８日（日）
■時　　間／９時～１７時（最終入場は１６時３０分まで）
プレゼント枚数　会員1人２枚まで
■券　　種／無料招待券　（一般料金　高校生以上 ６００円 小学生１００円）
　　　　　　　※岡崎市在住・在学の小中学生は無料（わくわくカードまたは生徒手帳を提示）


