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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。
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岡崎市社会福祉センター駐車場 ― 岡崎IC ― 御在所SA ― 伊勢IC ― ドライブイン鳥羽

（お買物）― BBQセンターモンキー（昼食）― 伊勢神宮内宮参拝・おかげ横丁散策

― 伊勢西IC ― 御在所SA ― 岡崎IC ― 岡崎市社会福祉センター駐車場

行

　程

8：30（旧・岡崎市勤労文化センター臨時駐車場）

（旧・岡崎市勤労文化センター臨時駐車場）16：50 18：00/18：15 19：05 19：30

8：50 11：45/12：15

15：05/16：3512：45/14：15

9：40/10：00

●日　　程／1月15日（土）
●募集人数／50名《最小催行人数30名》
●参加料金／

焼きかき・蒸しかき食べ放題！焼きかき・蒸しかき食べ放題！
かき食べ放題に伊勢神宮内宮参拝、おかげ横丁をお楽しみください。

★焼きかき・蒸しかき食べ放題（７０分)
★季節の炊き込みご飯、漬物、味噌汁
★伊勢神宮内宮参拝　　★おかげ横丁散策
注意：かき小屋では飲料の充分なサービスはございません（お酒含む）ペットボトル等
での飲料をご用意ください。その他調味料もご持参ください。なんでも持ち込み可。

鳥羽浦村
かき小屋

注意事項／
・お支払いは現金のみの取り扱いとなります。
・一般の方も一緒にお申込みいただけます。
・キャンセル等については各旅行会社の約款が適応されますの

で、ご了解ください。
・一般の方と同じバスでの参加となり、各ツアーとも先着順で受

付けとなっております。出発日によってはすでに満席の場合が
あります。また、申込人数によっては実施できない場合があり
ますのでご了承ください。

・申し込み時に、各旅行会社から共済会へ旅行参加者の確認があ
ります。

下記旅行会社へＦＡＸ申込

6,006,006,006,006,006,006,000000円円円円6,000円6,000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 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000円円円円10,000円10,000円

会　員

【
旅
の
ポ
イ
ン
ト
】

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.469
令和3年10月１日現在／
事業所数678社 会員数：7,865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

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。

共済会 おすすめツアー！共済会 おすすめツアー！

イメージイメージ
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共済会ニュース11月号

フラワーアレンジメント教室フラワーアレンジメント教室
年末年始に飾れる作品が作れるフラワーアレンジメント教室です。わかりやすい内容で、
ステキな作品が出来上がります。お正月に綺麗なお花を飾り、新年を迎えてはいかがで
しょうか。

年末年始に飾れる作品が作れるフラワーアレンジメント教室です。わかりやすい内容で、
ステキな作品が出来上がります。お正月に綺麗なお花を飾り、新年を迎えてはいかがで
しょうか。
●参 加 費／会　　員：3,500円　　　登録家族：3,800円
　　　　　　一般同伴者：5,000円　　　※１作品材料費代等込
●日　　時／12月26日（日）　昼の部　１３:３０～１６：００
　　　　　　　　　　　　　　　夜の部　１８：００～２０：３０
●会　　場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター　第４・５教室
●講　　師／花のかわさきや　鈴木 先生
●募集人数／50名《申込多数の場合は抽選》　
●参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
●持 ち 物／花ばさみ・エプロンなど

鉄道乗車ＩＣカードチャージ料補助事業！鉄道乗車ＩＣカードチャージ料補助事業！
　共済会窓口では鉄道乗車券の販売をしておりますが、今回は普段ＩＣカードを
利用している人に向けて、チャージ料金の一部を助成いたします。

窓口受付会員感謝企画！

●対象カード／会員本人の鉄道乗車ICカード（記名式、無記名式、は問わず）
●助成金額／５，０００円チャージごとに５００円補助。（最大２０，０００円チャージ、２，０００円補助）
【重要】支給は１２月に入ってからになります。支給方法は口座振り込み（現在ご指定の会費引落口座）のみとなりますので、事
業所のご担当者様にはお手数をおかけしますが、取りまとめてお申込みください。
●申請方法／専用の申込書へ令和３年１１月１日～１１月２０日の間にチャージした際のＩＣカード番号記載の領収書と、ＩＣ

カード（番号記載の面）のコピーを添付し共済会へ提出（郵送可、但し１１月２０日必着）

●対象カード／会員本人のみ（申請は１回まで）
●お 願 い／申込み及び補助金の振込は事業所単位とさせて頂きます。
●そ の 他／今回は事業所へお振込みのみとなりますので、ご了承の上お申し込みください。

注
意
事
項

１　領収書は原本貼付。
２　コンビニ支払いの場合はICカード番号記載のレシート原本を貼付。
３　領収書が無い場合は、チャージ端末から利用明細を発行し原本貼付。
４　領収書等のICカード番号は一部のみ表記でも可。
５　モバイルＳｕｉｃａの方は、パソコンのモバイルＳｕｉｃａサイト「会員メニュー」の

「ご利用明細書（領収書）」を印刷し添付。
６　デポジット代は除く。 （例：デポジット500円を含む20,000円の支払いは

19,500円のチャージとなり、1,500円の補助となります）
７　１人１枚のカードのみ。１人２枚にわたっての申請は不可。
８　遠方でお持ちの鉄道ICカードと異なる鉄道会社でチャージされた場合でも、

領収書等を発行し貼付。

Web・ＦＡＸ申込

“クリスマスの素敵なドア飾りスワッグ”を作ろう！“クリスマスの素敵なドア飾りスワッグ”を作ろう！
モミの木やヒノキなで自然の木を束ね、可愛いいオーナメントやリボンで飾ります。長さ
幅はお好きな長さに変える事が出来ます。（長さ40幅2５センチ位）オレゴンのモミなど、
天然の木を使いますので、香りも良く、長く楽しんでいただけます。

モミの木やヒノキなで自然の木を束ね、可愛いいオーナメントやリボンで飾ります。長さ
幅はお好きな長さに変える事が出来ます。（長さ40幅2５センチ位）オレゴンのモミなど、
天然の木を使いますので、香りも良く、長く楽しんでいただけます。

Web・ＦＡＸ申込

●参 加 費／会　　員：3,500円
　　　　　　登録家族：4,000円　　一　　般：5,500円　
●日　　時／12月4日（土）　９：３０受付（１０：００開始）
●会　　場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター　第４・５教室
●講　　師／アトリエヨーコ　永井洋子 先生　
●内　　容／クリスマスに向けて素敵なスワッグを作ろう！
　　※材料調達の都合(時期や在庫)などで 多少変更する事がありますので、ご了承下さい。
●募集人数／２０名《申込多数の場合は抽選》　
●参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
●持 ち 物／エプロン、はさみ等

●参 加 費／会　　員：3,500円
　　　　　　登録家族：4,000円　　一　　般：5,500円　
●日　　時／12月4日（土）　９：３０受付（１０：００開始）
●会　　場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター　第４・５教室
●講　　師／アトリエヨーコ　永井洋子 先生　
●内　　容／クリスマスに向けて素敵なスワッグを作ろう！
　　※材料調達の都合(時期や在庫)などで 多少変更する事がありますので、ご了承下さい。
●募集人数／２０名《申込多数の場合は抽選》　
●参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
●持 ち 物／エプロン、はさみ等

●参 加 費／会　　員：3,500円　　　登録家族：3,800円
　　　　　　一般同伴者：5,000円　　　※１作品材料費代等込
●日　　時／12月26日（日）　昼の部　１３:３０～１６：００
　　　　　　　　　　　　　　　夜の部　１８：００～２０：３０
●会　　場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター　第４・５教室
●講　　師／花のかわさきや　鈴木 先生
●募集人数／50名《申込多数の場合は抽選》　
●参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
●持 ち 物／花ばさみ・エプロンなど 昨年の作品昨年の作品

昨年参加の様子昨年参加の様子

イメージイメージ
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共済会ニュース 11月号共済会ニュース 11月号

■申込方法／専用の申込書へご記入いただき、直接FAXにてお申し込み下さい。
■支払方法／専用の申込書に記載されている振込先へ直接合計金額をお振込みください。

または代引きにてお支払いください。
■商品に関するお問い合わせ先／ｋｇ（株）　☎：06-6131-6928

迎春の卓を
華やかに彩る
迎春の卓を
華やかに彩る

■購入資格／会員のみ　各ホテル１人１セットまで　　　■斡旋数／各30セット（申込多数の場合は抽選）
Web・ＦＡＸ申込

新年、初めての食卓に美味しいおせち料理はいかがでしょうか。
岡崎ニューグランドホテル、ホテルトヨタキャッスル、蒲郡クラ
シックホテルより、ご自宅まで配達いたします。
職人の心と技で作り上げたおせち料理の数々をご堪能ください。

◆内容の問合せ先／岡崎ニューグランドホテル
　　　　　　　　　TEL：（０５６４）２１-０１１６

◆内容の問合せ先／ホテルトヨタキャッスル
　　　　　　　　　TEL：（０５６５）３１-２２１１

◆お渡し日時／１２月３１日（金）
　・ホテルでお渡し／9：00～15：00　ニューグランドホテルにて
　・ご自宅への配達／９：００～１２：００　岡崎市内及び一部隣接する市外

岡崎ニューグランドホテル

ホテルトヨタキャッスル
◆お渡し日時／１２月３１日（金）
　・ホテルでお渡し／1Fフロント　10：00～16：00
　・ご自宅への配達／配達料金　1,210円
　　　　　　（共済会でおせち代金と合わせてのお支払い）

蒲郡クラシックホテル

共済会が加盟している全福センターの全福市場！
年末年始にかになどはいかがでしょうか。

※送料無料商品ですが、北海道・沖縄県および離島地域へのお届けの場合は、送料の一部(1,300円)をご負担いただきますので、ご了承ください。

■会員のみ／各１セットまで

※画像はイメージです

全福市場サイト

※画像はイメージです

直接FAX申込大阪市中央卸売市場から新鮮直送  年末年始のかに！大阪市中央卸売市場から新鮮直送  年末年始のかに！全福市場取扱品の斡旋　 申込締切：12月19日（日）

◆お渡し日時／１２月３１日（金）
　　・ホテルでお渡し／１１：00～15：00の間
　　　　　　　　　　　蒲郡クラシックホテルにて
　　・ご自宅への配達／愛知県内及び静岡県西部に限り
　　　　　　　　　　　配送無料

封入チラシをご覧ください！封入チラシをご覧ください！

※画像はイメージです※画像はイメージです ※画像はイメージです※画像はイメージです

◆内容の問合せ先／蒲郡クラシックホテル　TEL：（０５３３）６８-１１１１◆内容の問合せ先／蒲郡クラシックホテル　TEL：（０５３３）６８-１１１１

「新春を彩る和洋中の祝膳」
和洋中三段重（2～3名様用）

19,000円（一般：22,000円）

「新春を彩る和洋中の祝膳」
和洋中三段重（2～3名様用）

19,000円（一般：22,000円） ※画像は
　イメージです

斡旋価格通常価格内　　容品　　名
〇生ずわいがに(ロシア産) 国内加工 〇5Lサイ
ズ約４肩入) 〇総重量2kg

〇ボイルずわいがに(ロシア産) 国内加工 〇5L
サイズ(約５肩入) 〇総重量2kg

〇生ずわいがに(ロシアもしくはカナダ産) 国内加工 
〇6Lサイズ 総重量800g 〇棒・爪 各400g(16～
20本前後入)

〇ボイルずわいがに(ロシアもしくはアメリカ産) 国
内加工 〇750ｇ×2尾 〇総重量1.5kg

〇生ずわいがに(ロシア産) 国内加工 〇ハーフポー
ション(半むき) 〇総重量1.2kg(脚・爪・爪下・肩肉入)

〇生本たらばがに(ロシアもしくはアメリカ産) 国内
加工 〇約1肩半～２肩前後入 〇総重量2kg

〇塩かずのこ(アメリカ産) 北海道加工 〇内容
量450g(10～15本前後入)

〇生ずわいがに(ロシアもしくはカナダ産) 国内加工
　〇5Lサイズ 総重量400g 〇棒肉むき身 400ｇ 
16～20本前後入

〇鮭卵（ロシア産）国内加工　〇内容量250g

①ずわいがに（生）カニ脚
１5，8００円 １1，8００円

②ずわいがに(茹) カニ脚

③ずわいがに(生)かにしゃぶ 棒爪【大】 冷凍 10,800円 9,0００円

⑦ずわいがに（茹）姿２尾　冷凍 9,900円 8,900円

⑤ずわいがに(生)カニすき用カット 冷凍 9,800円 8,800円
⑥本たらばがに(生) カニ脚 冷凍 29,800円 22,800円

⑩塩かずのこ 特大 4,300円 3,500円
〇養殖とらふぐミガキ(国産) 〇全部(上身・アラ・
口・皮・ヒレ)入 〇内容量 900g～1kg (2尾入)⑪まるごと 国産とらふぐ 冷凍 8,400円 6,800円

④ずわいがに(生) かにしゃぶ 棒肉 冷凍 7,80０円 6,800円

⑨鮭いくら　醤油漬 冷凍 5,900円 4,900円

〇紅鮭（ロシア産）国内加工　〇姿切り身（片
身）　〇内容量1ｋg⑧紅鮭姿切り身 冷凍 6,300円 5,300円

①① ②②

④④③③

⑤⑤

⑩⑩ ⑪⑪

⑥⑥

和洋二段
21,000円（一般：25,000円  税込み）
和洋二段
21,000円（一般：25,000円  税込み）

和風二段
21,000円（一般：25,000円  税込み）
和風二段
21,000円（一般：25,000円  税込み）

ミニおせち
12,500円（一般：15,000円  税込み）
ミニおせち
12,500円（一般：15,000円  税込み）

ひとりじめ重
6,500円

（一般：8,000円  税込み）

ひとりじめ重
6,500円

（一般：8,000円  税込み）

和洋三段
29,000円（一般：35,000円  税込み）
和洋三段
29,000円（一般：35,000円  税込み）

おせち　　29,000円（一般：30,000円）おせち　　29,000円（一般：30,000円）

スイーツおせち（おせち注文に＋7000円（一般：  8,000円））スイーツおせち（おせち注文に＋7000円（一般：  8,000円））
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サーティワン Ｘ’ｍａｓアイスクリームケーキサーティワン Ｘ’ｍａｓアイスクリームケーキ

●斡 旋 数／各１００個 　１人１個まで（申込多数の場合は抽選）
●お 渡 し／12月23日（木）～12月25日（土）
●引換場所／岡崎竜美ヶ丘店、北岡崎店（井田西町）、イオンモール岡崎店、アピタ岡崎北店の４店舗
　　　　　　　　※引換店舗をご指定ください。
●特　　典／シングル無料券１枚プレゼント。なお、カレンダーのプレゼント特典はございませんので、ご了承下さい。

共済会へＦＡＸで申込後、引換券を発行いたします。ご希望の店舗へ、引換券をお持ちの上、
商品とお引換ください。
共済会へＦＡＸで申込後、引換券を発行いたします。ご希望の店舗へ、引換券をお持ちの上、
商品とお引換ください。

≪タニザワフーズ（株）≫　

※参考／６号（直径約18.5cm×高さ約5cm）、５号（直径約16.cm×高さ約5cm）、４号（直径約14cm×高さ約5cm）
※各アイスの詳しい内容はサーティワンのHPでご確認ください。
※代金のお支払いは、共済会事務局窓口にて引換券発行時となります。

Web・FAX
申込

●内　　容／オリジナルチキン 4PC、チキンテンダー 4PC、ミートラザニア、グラサージュショコラ、
　　　　　　（絵皿付） ※一部商品内容が変更になる場合がございます。
※人気の日時は、大変混雑または売り切れることが予想されますので、お早目のご予約をお勧めいたします。
※店舗の予約状況により、受取日時がご希望に添えない場合がございます。
※通常会員特典の会員証提示によるドリンク・ポテト無料提供につきましても受け取り対象期間12月18日～12月25日は使
用できません。
※共済会カード及びポンタカードは使用できません。

窓口配付

①共済会でチケ
ット配付。必要事
項を記入する。

②受取希望の店舗
へチケットを持って
予約。代金（3,000
円）をお支払いくだ
さい。

③店舗で正規予
約レシートが発行
されます。大切に
保管してくださ
い。

④受取当日に正
規予約レシートを
持ってご予約の
店舗へ。

購
入
ま
で
の
手
順

≪タニザワフーズ(株)≫　

ケンタッキーフライドチキン　クリスマスパーティーバーレルケンタッキーフライドチキン　クリスマスパーティーバーレル
配付期間：11月30日（火）までクリスマスの定番ケンタッキーフライドチキンの、

クリスマスパーティバーレル！！ご家族やお友達、みんな揃ってクリスマスを楽しもう！

上記　・ 予約期間　・ 受取期間　・ 受取可能店舗を必ずご確認ください。

●斡旋価格／３，０００円（一般：４，10０円）
●購入資格／会員のみ　１人１セットまで
●斡 旋 数／3００セット（先着順）
●予約期日／11月4日（木）～11月30日（火）17：00まで
●ケンタッキー各店舗での受取期間／１２月18日（土）～23日（木） ※24日（金）は除外
●受取可能店舗／竜美ケ丘店・岡崎北店・アピタ岡崎北店の３店舗

①クリスマスパレット８（6号）
3,600円（一般4,600円）

①クリスマスパレット８（6号）
3,600円（一般4,600円）

②クリスマスベリー＆ショコラ
　（縦約8.2ｃｍ×横約16.5ｃｍ×高さ約5ｃｍ）
　2,500円（一般3,300円）

②クリスマスベリー＆ショコラ
　（縦約8.2ｃｍ×横約16.5ｃｍ×高さ約5ｃｍ）
　2,500円（一般3,300円）

③ミッキー＆ミニークリスマスブーツ（5号）
2,800円（一般3,600円）

③ミッキー＆ミニークリスマスブーツ（5号）
2,800円（一般3,600円）

④クリスマスパレット４（4号）
　2,600円（一般3,400円）
④クリスマスパレット４（4号）
　2,600円（一般3,400円）

⑤ポケモン　アイスクリームケーキ
　クリスマスリース（6号）
2,800円（一般3,600円）

⑤ポケモン　アイスクリームケーキ
　クリスマスリース（6号）
2,800円（一般3,600円）

⑥クリスマスサンリオキャラクターズ
　スノーパレット　（4号）
2,900円（一般3,700円）

⑥クリスマスサンリオキャラクターズ
　スノーパレット　（4号）
2,900円（一般3,700円）
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お肉のギフト券の斡旋お肉のギフト券の斡旋

●券　　種／５００円券　１０枚１組（５，０００円分）　　
●斡旋価格／４，０００円　※ご利用時にお釣りは出ません。端数は現金でお支払いください。
●斡旋組数／５００組　　●申込資格／会員のみ　１人２組まで
●そ の 他／年末のお肉の斡旋につきましては、１２月号に掲載いたします。
また、今回のお肉のギフト券は年末のお肉の斡旋のお支払いには使用できま
せんのでご了承ください。年末のお肉の受け渡しは12/27前後を予定してお
ります。年末年始にお肉が必要な方は、今回のお肉のギフト券をご利用くださ
い。お肉のギフト券と年末のお肉の斡旋は、それぞれ別の取扱となりますので
よろしくお願いします。

約６，２００店で利用できる、全国共通のギフト券です。

ホテルトヨタキャッスルからクリスマスケーキの斡旋！ホテルトヨタキャッスルからクリスマスケーキの斡旋！
◆「ホワイトクリスマス」5 号（直径 15cm）
ホテル特製生クリームを使用し、丁寧に苺をサンドしデコレーション
しました。
●会員価格／4,200円（一般販売価格4,800円）
●お渡し日／12月18日（土）～12月25日（土）
●お渡し時間／1Fウインザー　10：00～19：00
※引き換え日とお渡し時間を指定して申込ください。

Web・ＦＡＸ申込

森永から冬のお楽しみ袋の斡旋！森永から冬のお楽しみ袋の斡旋！
人気のお菓子１０種セットをキョロちゃんの手提げ袋に入れてお届け！
お子様、お孫様、ご自分へのご褒美にどうでしょう。　

≪丸大食品株式会社≫　

【内容】

丸大食品からデザートギフト　特別販売のお知らせ丸大食品からデザートギフト　特別販売のお知らせ
デザートの詰め合わせセットのご案内です。お得な内容です！  ≪賞味期間：製造日より  常温１８０日≫

●斡旋価格／１，6００円
　　　（一般価格：３，７８０円）
●斡 旋 数／9０セット
　　　《申込多数の場合は抽選》
●購入資格／会員のみ
　　　（１人１セットまで）
●受渡日時／１１月末～１２月初め
　　　　　　にかけて予定
●受渡場所／共済会事務局窓口
　　　（代金と引き替え）

　　　　　 セット内容 入数
カスタードプリン（カラメルソース） ２
アップルティーゼリー ３
グレープゼリー ３
山形県産ラ・フランスゼリー ２
フェナンシェ ３
チョコナッツブラウニー ３
２種のベリーのパウンドケーキ ２
ショコラオレンジパウンドケーキ ２

●斡旋価格／１０００円（一般１，６００円）
●セット内容／ぷにしゃりハイチュウアソート・ミルクキャラメル・
　　　　　　ビスケットボール＜プリン風味クリーム＞
　　　　　　大粒ラムネ＜スーパーコーラ＆レモン＞・
　　　　　　おっとっと＜うすしお＞・ラムネ・
　　　　　　チョコボール＜ピーナッツ＞プチパック・
　　　　　　チョコボール＜いちご＞・
　　　　　　うまイチュウ＜パイン味＞・ムーンライト
●斡旋個数／５０個

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込
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●申込方法／１１月号折込みの専用申込書に記入し、事業所で取りまとめ共済会事務局まで直接お持ち頂くか、郵送で
お申し込み下さい（FAX不可）。 

　　　　　　　※集計の必要はありませんが、コピーの控えを取っておいて下さい。
　　　　　　10月号にも掲載を致しましたが、今月の同封となりましたので、謹んで訂正させていただきます。
●購入資格／会員のみ
●受渡しについて／１２月中旬頃より、取扱先の大日商事（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。

家庭用常備薬の斡旋家庭用常備薬の斡旋 窓口申込申込締切：11月17日（水）

恐竜ラボ！ ディノ・サバイバル　　powered by DINO-A-LIVE恐竜ラボ！ ディノ・サバイバル　　powered by DINO-A-LIVE

■券　種／ S 席 3,500 円（一般 4,200 円）　　A 席 3,000 円（一般 3,800 円）
※1月22日16：30公演は、A席の斡旋はございません。　　※2歳以下のお子様は保護者（大人）1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。但しお席が必要な場合は有料。
学ぶ！体感！恐竜バトル！　　恐竜出現！エデュテインメントショー「恐竜ラボ！」が誕生。
第一弾は迫力の恐竜バトル、 『ディノ・サバイバル』。ジュラ紀からは“ ステゴサウルス ”と“ アロサウルス ”、白亜紀から“ ティラノサウルス ”と“トリケラトプス ”が、２つの時代に生息
していた代表的な恐竜がステージに出現！！
注意事項　＜新型コロナウイルス感染防止対策について＞　本公演は、新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催いたします。詳しくは、恐竜ラボ！公式 WEB サイトをご確認ください。
※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。

ティラノサウルス展～Ｔ.ｒｅｘ 驚異の肉食恐竜～ティラノサウルス展～Ｔ.ｒｅｘ 驚異の肉食恐竜～ 窓口販売

■会　期／ 11 月 13 日（土）～ R4.2 月 13 日（日）　　　■会　場／名古屋市科学館
■券　種／前売一般 1,400 円（一般 1,700 円）
　　　　　前売高大生 700 円（一般 1,000 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
注　意 ※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頂けます。　※身体障がい者手帳などご持参の方
は当日料金の半額（要証明書／付添人 2 人まで適用）　※期間中お 1 人様 1 回限り有効　※本券の変更・払戻・再発
行は致しません。　　※マスクを必ず着用してください。　※入館時に検温を行います。発熱が確認された場合には入
館をお断りさせて頂きますので、ご了承ください。　※アルコールによる手指消毒、消毒マットによる足裏消毒にご協力
をお願い致します。　※新型コロナウィルス接触確認アプリ(COCOA)のインストールにご協力ください。　※混雑時には、
入場制限をする場合がございます。　※感染拡大状況により展覧会に関する情報が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。　　https://t-rex-nagoya.com/

御園座　12月吉本爆笑公演御園座　12月吉本爆笑公演
■公演日／12月17日（金）16：00～
　　　　　12月18日（土）11：00～
■券　種 A席　6,000円（一般7,000円）
※未就学児童の入場は可能ですが、おひとり様1枚チケットを購入ください。

販売期間：令和4年1月30日（日）まで

さだまさしコンサートツアー２０２１さだまさしコンサートツアー２０２１
■公演日／１２月 ８日（水）　１８：００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　７,８００円（一般８,８００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。　※本公演は大声での歓声、声援等がないことを前提とさせていただき、
100％の客席数で開催しますが、政府のイベント開催制限が変更された場合はそれに準じます。　※東海ラジオ放送ＨＰイ
ベント「さだまさしコンサート」の「コンサートにご来場の皆様へ」をご確認の上、ご購入ください。　※政府の要請に基づき、
新型コロナウイルス感染拡大防止策としてコンサートにご来場いただくお客様にはご来場前に必ず、東海ラジオＨＰイベント

「さだまさしコンサート」から「健康チェックシート」を印刷の上、必要事項をご記入いただき、公演当日に会場へご持参ください。
※その他ご来場・ご観覧等のお願いにつきましては東海ラジオホームページよりご確認下さい。
ガイドラインは状況に応じ変更されております。
チケットをご購入後も東海ラジオホームページ並びに公式ホームページをご覧いただきますようお願い申し上げます。
東海ラジオホームページ https://www.tokairadio.co.jp/event/concert/sadatour.html
さだまさし公式ホームページ https://masasingtown.com/

公演場所 公演日 開演時間（開場） 終演時間

豊田公演
（豊田市民文化会館

大ホール）　　　

豊橋公演
（アイプラザ豊橋

講堂）　　　　
岐阜公演

（長良川国際会議場
メインホール）　

2021年
12月25日（土）
2021年
12月26日（日）

2021年
12月28日（火）

2022年
  1月15日（土）

10：30（  9:45） 11:30
13：30（12:45） 14:30
10：30（  9:45） 11:30
12：45（13:30） 14:30
10：30（  9:45） 11:30
13：30（12:45） 14:30
16：30（15:45） 17:30
10：30（  9:45） 11:30
13：30（12:45） 14:30
16：30（15:45） 17:30

公演場所 公演日 開演時間（開場） 終演時間

名古屋公演
（愛知県芸術劇場

大ホール）　　

2022年
  1月21日（金）

2022年
  1月22日（土）

2022年
  1月23日（日）

16：30（15:45） 17:30

10：30（  9:45） 11:30
13：30（12:45） 14:30
16：30（15:45） 17:30

※チケットぴあ貸切り公演
10：30（  9:45） 11:30
13：30（12:45） 14:30
16：30（15:45） 17:30

申込締切：11月17日（水）

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込
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名古屋マリオットアソシアホテル  お食事券の斡旋名古屋マリオットアソシアホテル  お食事券の斡旋 申込締切：１１月14日（日）

名古屋マリオットアソシアホテルでお得にお食事を♪
●券　　種／

券　　種 ディナー券 ランチ券① ランチ券②

斡旋価格 4,300円
（一般5,000円）

4,700円
（一般5,500円）

3,400円
（一般4,000円）

１８階　鉄板焼き　那古亭 － 〇 －
１８階　中国料理　梨杏 － 〇 〇
１８階　日本料理　京都つる家 － 〇 〇
１５階　オールデイダイニング  パーゴラ 〇（ブッフェのみ） － 〇（ブッフェのみ）

●利用期限／令和4年５月３１日まで　　●斡旋枚数／５００枚　※申込多数の場合は抽選　
●申込資格／会員のみ　一人各券４枚まで
●利用時間／レストランによって時間が異なりますのでHP等でご確認ください。
●要 予 約／利用時は必ずご予約をお願いいたします。クリスマス・年末年始・特別催事開催

等の期間中はご利用できない場合もございますので、ご了承ください。受付時
にチケットをお渡し下さい。

●利用できるレストラン【予約・問合せ】
　名古屋マリオットアソシアホテル内レストラン
・鉄板焼き「那古亭」－１８階 ☎052-584-1106
・中国料理「梨杏」－１８階 ☎052-584-1103
・日本料理「京都　つる家」－１８階 ☎052-584-1104
・オールデイダイニング「パーゴラ」ランチブッフェ－１５階　　☎052-584-110１ パーゴラ 店内 イメージパーゴラ 店内 イメージ

つる家 イメージつる家 イメージ

梨杏 店内 イメージ梨杏 店内 イメージ

イメージイメージ

コロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポン
冬休み期間中に使える『コロナワールド周遊クーポン』！映画鑑賞券と共通券２枚がセッ

トになったお得なクーポンです！この機会にぜひお申し込みください！

≪安城コロナワールド≫　

■斡旋価格／１，６００円（通常価格：２，０００円）　一人２冊まで
■利用期間／2021年12月10日（金）～2022年3月31日（木）
■内　　容／映画１回＋いずれか２つのサービスがご利用できます！
　　　　　　●コロナの湯入泉１回　　●健美効炉利用１回
　　　　　　●シネマ　フード・グッズ６００円引
　　　　　　●ボウリング１ゲーム　　●カラオケ６００円引
　　　　　　●フード・物販６００円引　●IT-CAT６００円引
■ご 注 意／健美効炉利用を選択された場合は、別途入泉料が必要となります。
※お１人様２枚以上の併用が可能です。※おつりは出ませんのでご了承ください。　

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込
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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

共済会ニュース11月号

★会費第３期(１０月･１１月･１２月)分の領収書を別途郵送いたします
のでご確認ください。

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

●配達時期／１２月中旬から１２月２５日頃
　　　　　　※オーダーメイド絵本は、宅配便の国内発送です。
●料　　金／一冊　３，0００円（一般：４，１80円）
　　　 【共済会】が差額を負担した価格となっております。
★サンタワールドに住むサンタさんからステキな絵本をも

らっちゃおう！
　お子様に愛と夢を送る世界で一冊の絵本です。
　絵本の中に、お子様やお友達の名前、住んでいる町の名前

が組み込まれ、サンタさんが優しく語りかける内容になっております。
　また、最初のページには、受け取られる方のお名前とメッセージ（３０文字）を入れることもできます。
　絵本は９種類からお選びいただけます。クリスマスプレゼントにいかがでしょうか？
　※専用の申し込み用紙を使用してお申込ください。
　※オーダーメイド絵本は、宅配便の国内発送です。

オーダーメイド絵本オーダーメイド絵本 ＦＡＸ申込

サンタクロースからの手紙サンタクロースからの手紙 ＦＡＸ申込申込締切：１１月13日（土）

申込締切：１１月13日（土）

●配達時期／１２月中旬～１２月２５日頃
　　　　　　（郵便／国内発送）
●料　　金／一通　1,0００円（一般：１，540円）
★スウェーデンのモーラ市郊外の『サンタワールド』に住むサン
タから届く『サンタクロースからの手紙』。
お子様・お孫さんへ、また日頃お世話になっている方、同姓、異
性へのサプライズプレゼントとして、心温まる手紙を贈ってみま
せんか。
※エアメール便ではなく、国内から配達日指定郵便でのお届け
となります。
サンタワールドで準備したお手紙を国際スピード郵便で日本事
務局へ送り、事務局が透明なOPP袋に入れ発送します。
切手は貼られません。サンタワールドの切手風シールとスタン
プを押印します。


