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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
1月～3月の予約受付開始！

大盛況のドローン操縦体験講座の１月～３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。
■日　　程／１月１９日（水）～２３日（日）
　　　　　　２月 ９ 日（水）～１３日（日）・２３日（水）～２７日（日）
　　　　　　３月 ９ 日（水）～１３日（日）・２３日（水）～２７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／12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

また、センターでは資格を取得できるコースも行っております。
詳しくはお電話にて。

／12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.470
令和3年11月１日現在／
事業所数675社 会員数：7,870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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いちご狩りの季節です！
Web記載の文面、共済会事務局窓口に
て、割引利用券をお渡しいたします。
会員証を持って、共済会事務局窓口まで
お越しください。
窓口にて券をお求めの方は、必ず行く月
を決定してお越しください。

いちご狩りの季節です！
Web記載の文面、共済会事務局窓口に
て、割引利用券をお渡しいたします。
会員証を持って、共済会事務局窓口まで
お越しください。
窓口にて券をお求めの方は、必ず行く月
を決定してお越しください。

いちご狩りシーズン到来！ 割引利用券いちご狩りシーズン到来！ 割引利用券

一　般
（小学生以上）

幼　児
（３歳～）

一　般
（小学生以上）

幼　児
（３歳～）

一　般
（小学生以上）

幼　児
（３歳～）

12月１日

～

１月４日

１月５日

～
３月21日

３月２2日

～

５月31日
入場料１００円、
収穫した野菜を購入

1,0００円 700円

1,5００円 1,200円

1,2００円 900円

1,8００円 1,500円

1,5００円 1,200円

2,0００円 1,700円

一般料金区　分利用期間品　種施　設　名 共済会料金

お陽様農園
★安心、安全にこだわって栽
培したおいしいイチゴをぜひ
どうぞ★

田原市中山町論場２３４
（☎：０５３１－３７－１３１２）
http://www.sunny-garden-
company.jp/

営業時間／9：００～１６：００
※制限時間は３０分程度
※３歳未満は無料です。

●紅ほっぺ
（甘味と酸味のバラン
スのとれた美味しい
イチゴです）

●かおりの
（爽やかな甘味の広
がる新品種のイチゴ
です）

野菜の収穫体験（　　　　　　　　　  ）キャベツ・にんじん・ブロッコリー・ジャガイモ・
白菜・大根・ゴボウ・セロリなど

どなたも ３００円

割引券

蒲郡オレンジパーク
蒲郡市清田町
　　　小栗見1-93

（☎0533-68-2120）　
🍊🍊 www.orepa.jp 🍊🍊

いちご狩り、
メロン狩り、
ぶどう狩り、
みかん狩り
など

年間通し
HPで
ご確認
ください

HP で
ご確認
ください

幼　児
（5歳以下）

大　人

幼　児
（5歳以下）

大　人

どなたも

１月11日

～

3月31日

4月１日

～

5月中旬
※GWは除く

1,9００円要予約バーベキュー 1,500円

6００円 200円

1,1００円 700円

8００円 400円

1,7００円 1,300円

日研農園
田原市堀切町
　　　瀬古畑６５番地

（☎：０５３１－３５－６８５４）

http://www.nikken-n.com/

●章姫
（酸味が少なくジュー
シーで甘いイチゴで
す）

期間中 Web印刷・窓口配布

全国共通お食事券 『ジェフグルメカード』の斡旋全国共通お食事券 『ジェフグルメカード』の斡旋
おまたせしました！ジェフグルメカードの斡旋のご案内です。

≪（株）ジェフグルメカード≫　

■斡旋枚数／５００組（１枚５００円で１０枚１組）
■斡旋価格／４，３００円　（一般：５，０００円）
■購入資格／会員のみ（１人３セットまで）　※応募多数の場合は抽選
　※有効期限はありません。　　※利用可能店舗について詳しくは、ＨＰをご覧下さい。

【ホームページ／http://www.jfcard.co.jp/】

◆有名ファミレス、ＣｏＣｏ壱番屋、吉野家、モスバーガー、
ケンタッキー、サーティワンアイス等、全国３５，０００店
舗、岡崎市内約７０店舗でご利用いただけます。

Web・FAX申込

イメージ
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●品　　名／KFC３，０００円券
●斡旋価格／２，３００円
●申込資格／会員のみ　一人１枚まで
●そ の 他／１０円単位で利用可能。お釣りはでませんが、店頭で

チャージも可能です。有効期限は約２年（店頭で利用
またはチャージでさらに２年間へ更新）。

●スケジュール／お渡しは１月末～２月上旬頃を予定しています。

KFCカードの斡旋KFCカードの斡旋
クリスマス特別企画クリスマス特別企画

「KFCカード」は、全国のケンタッキーフライドチキン（特殊店舗除く）の店頭でご利用
いただけるプリペイドカードです。

Web・FAX申込

モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋モスチキンチケットの斡旋
全国のモスバーガー店舗で、モスチキンパックと引き換えられる「モスチキンチケット」。
期間内ならいつでも使えて、ギフトにもご利用いただけるチケットです。
 ●内　　容／モスチキンパック【５本入り】と引き換えです

　　　　　　引き換え期間：２０２2年２月２8日（月）まで
※引き換え期間を過ぎたものは無効です。  ※本券は持ち帰り専用です。
※冷凍モスチキンをご希望の場合はお申し付けください。

 ●斡旋価格／１枚　１，０００円（一般価格１，３５０円）　
 ●申込資格／会員のみ　一人２枚まで
 ●お渡し予定日／年明け以降

Web・FAX申込

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート
東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート
■実施期間／2022年1月6日（木）～3月4日（金）
■対 象 日／★印の日が「サンクス・フェスティバル」の対象日となります。（変更となる場合もあります。）

・3月の利用可能日は12月上旬にホームページにてＵＰ

２
０
２
２
年
１
月

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 21 21 22

23 24 25 26 27 28

★ ★

★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★
29

30 31
★

２
０
２
２
年
２
月

日 月 火 水 木 金 土
5

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

★

★

★

★

★

★

★

★

★ ★

★ ★

★★

★

★★

「サンクス・フェスティバル」パスポート料金
　大人（18才以上） 7，900円（一般　8，400円）
　中人（12才～17才） 6,600円（一般　7，000円）
　小人（4才～11才） 4，700円（一般　5，000円）
※コーポレートプログラム利用券を併用してご利用できます。（会員・会員家族　年1回分まで配布）

■販売場所／「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」のみでの販売となります。
■購入手順／①「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用サイト（URL：dcp.go2tdr.com）にアクセス
　　　　　　②「サンクス・フェスティバル」詳細画面※の『パスポートのご購入はこちらから』をクリック
　　　　　　③「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用トップ画面内に下記のプランパスワードと
　　　　　　　契約団体番号を入力（半角）し、購入手続きに進む

コーポレートプログラム利用券（割引券）について
共済会窓口にて、会員証を提示のうえお求めいただけると発行いたします。 ※ガイドブック８Ｐ上部をご参照ください。

◆プランパスワード：thankswin21
◆契約団体番号：１２６８　（※４ケタの団体番号となります）
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窓口申込

●料　　金／①そば＋桜えびのかき揚げ　１食 45０円（通常７２０円）
　　　　　　②そばのみ　１食 ２５０円（通常３６０円）
●申込期間／１２月1日（水）より共済会窓口受付にて  ※共済会窓口でのお支払いとなります。

●受取店舗／若松店・矢作店・上里店・欠町店
●受取日時／１２月３１日（金）　１1時～１８時までの３０分毎
●購入資格／会員のみ（４食まで）
※申込希望の方は会員証持参のうえ、共済会窓口までお越しいただき、鐘庵年越しそば注文書に必要事項をご記入ください。
※引換店、引換時間をご指定ください。
※引換当日は、指定店舗の指定時間に共済会の領収済注文書と引き換えで、商品をお受取りください。

　鐘庵特製のコシのある細麺と、日本海
の小魚からだしをとり、京都丹波の名水
で仕上げたつゆは絶品です。桜えびのか
き揚げを添えてお召し上がりください。
少し贅沢な本格派の年越しそばです。
※鐘庵年越しそばはご家庭でお作りいただくそばです
　（作り方つき）

高橋精肉店の年末用お肉の斡旋高橋精肉店の年末用お肉の斡旋

ロース肉　イメージロース肉　イメージ

赤身　イメージ赤身　イメージ

●注　　意／生ものですのでキャンセル等はお受けできません。
　　　　　　当日取りに見えなかった方は、年明けお支払いをしていただきます。ご了承のうえ、

お申し込み下さい。
　　　　　　　 ※消費期限内にお召し上がりにならない場合は、冷凍で保管ください。

★三河産黒毛和牛霜降（ロース、肩ロース）すき焼き用 500ｇパック
　●斡旋価格／5,500円
★三河産牛赤身すき焼き用 700ｇパック
　●斡旋価格／4,500円
●申込期間／１2月1日（水）～12月12日（日）
◎お支払いは共済会窓口となります。
　なお、お肉のギフト券は使用できません。
●申込資格／会員のみ　一人２パックまで
●お肉お渡し日時／１２月２6日（日）　１３：００～１7：００

受付期間：12月12日（日）まで

受付期間：12月19日（日）まで

岡崎市中町５丁目８－４
(中町バス停前)
ショッピングセンターアロー
１Fフロア　北側

（駐車場有）
高橋精肉店アロー店
☎２１－４７５５

引
換
場
所

中町6丁目

両町3丁目

両町2丁目

蓬莱町1丁目

中町5丁目東

若宮1丁目東

朝日町3丁目

岡崎げんき館

ドラッグ
スギヤマ

ファミリー
マート

山中産婦人科

せきれい
ホール

★

N

ショッピングセンター
アロー
ショッピングセンター
アロー

1

伝馬通

Web・FAX申込
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スキー場 割引情報スキー場 割引情報
参考料金（抜粋） ※料金は大人平日１日券。

　この他にも割引区分あります。
※料金は大人平日１日券。
　この他にも割引区分あります。

◎ご利用日当日、スキー場リフト券売り場にて割引チケットを提出してリフト券をご購入ください。
◎天候等、スキー場の事情により、利用期間の変更、内容の変更が生じる場合がございますので
ご了承ください。利用できない場合がございます。
◎他の割引券・割引サービスとの併用はできません。

★ご利用について
本券1枚につき
1名様のみ有効

★ご利用について
本券1枚につき
1名様のみ有効

エリア スキー場 一般料金 割引料金 その他

岐阜

高鷲スノーパーク 4,900円 3,600円 ダイナランドも滑走可能。天候、積雪状況、リフト運行状況により、高鷲スノーパークとダ
イナランドが往来できない場合がございます。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

ダイナランド 4,900円 3,600円
毎週水曜日レディースデー女性無料（12/29・2/23除く。ダイナランドエリアのみ滑走可）。オー
プニング、ファイナルなどの特別割引期間中は除く。高鷲スノーパークも滑走可能。天候、積雪状況、
リフト運行状況などにより、ダイナランドと高鷲スノーパークが往来できない場合がございます。
ナイター営業利用の際は別途ナイター券の購入が必要。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

ひるがの高原スキー場 5,000円 3,800円
全日リフト1日券＋食事券。小人（小学生以下）割引有。オープニング・ファイナ
ルの割引期間中のご利用はできません。レディースデー（毎週木曜日・12/30除
く）女性リフト無料。

モンデウス飛騨位山スノーパーク 2,610円 2,090円
小学生・シニア（55才以上、要証明）割引有。特日（土日祝・12/29～1/3）は別料金。
毎週火曜日は『桜デー』でリフト1日券が現地にて1,000円で購入できるため設定除
外（1/4は除く）。１日券を購入された方、レンタル料金20％OFF。

めいほうスキー場 4,300円 3,800円 特日（土日祝・12/30～1/3）は別割引。現地にて中高生割（学生証の提示が必要）と
シニア割（要証明）があります。平日3,800円、土日祝（12/30～1/3）4,300円

ホワイトピアたかす 4,300円 3,200円 特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。共通一日券は鷲ヶ岳スキー場との共通
券となります。共通券販売期間はコースがオープン次第となります。

鷲ヶ岳スキー場 4,500円 3,300円 特日（土日祝・12/29～1/3）は別料金。毎週火曜日レディースデー　女性リフト無料。
鷲ヶ岳のみでご利用となります。取扱場所：センターハウス2Fインフォメーション

ひだ流葉スキー場 3,200円 2,400円 小学生以下割引有。土日祝・年末年始（12-29～1/3）は別料金。

長野

やぶはら高原スキー場 4,400円 3,700円 子ども（中学生以下）、シニア（50才以上）は別料金。他の割引・サービスデーとの
併用不可

ヘブンスそのはらSnowWorld 4,200円 3,750円 小人（小・中学生）割引有。★スキーヤー専用ゲレンデ

治部坂高原スキー場 3,200円 2,700円 年齢割引有。特日（土日祝・12/29～1/3）は別割引。

ひらや高原スキー場 3,700円 2,000円 子供割引有。特日（土・日・祝・年始（1/1～1/3））は別割引。

HAKUBA VALLEY鹿島槍スキー場 4,000円 3,300円 積雪状況により営業期間を変更する場合がございます。

Mt.乗鞍スノーリゾート 5,030円 3,400円 温泉入浴付。温泉入浴券は「日帰天然温泉 湯けむり館」でご利用いただけます。

車山高原SKYPARKスキー場 4,800円 3,500円 小学生未満は無料、シニアは60才以上。中高生・シニアは要年齢証明書。

御岳スキー場 4,700円 4,000円 シニアは55才以上（要身分証明書）。URL：ontakeskijo.com

開田高原マイアスキー場 3,300円 3,200円 食事券（1,000円分）付。レンタル1,000円OFF。平日リフト１日券大人2,300円。その他
お得な日もありますのでHPで確認。特日は土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）で別料金

木曽福島スキー場 4,200円 3,800円 年齢割引有。レンタル一式500円OFF。スキースクール500円OFF。他の割引、
サービスとの併用はできません。その他HPで確認。★スキーヤー専用ゲレンデ

駒ヶ根高原スキー場 3,800円 3,300円 年齢割引有。

Mt.乗鞍スノーリゾート 5,030円 4,000円 「日帰天然温泉　湯けむり館」温泉入浴券付き。

野沢温泉スキー場 5,900円 5,200円 リフト券＋野沢温泉スパリーナ利用券1枚。他、2日券、3日券も有ります。年齢
割引有。小人は中学生以下、シニアは60才以上（要証明）

新潟
赤倉観光リゾートスキー場 4,800円 3,400円 年齢割引有。赤倉観光リゾートのみ有効。他の割引券・割引サービスと併用でき

ません。小人は小学生、シニアは60才以上。

赤倉温泉スキー場 6,100円 5,000円 ランチ付き。ナイター券以外はナイターにご利用できません。未就学児は無料。
小人（小学生）はリフト1日券1,000円。赤倉温泉スキー場のみ有効です。

※割引券をコピーしての使用は不可となります。必ず、割引券原本及びニュース掲載原本を切り取りの上、ご使用ください。
　共済会事務局窓口でお渡しも出来ます。
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■有効期限／開催中～２０２２年３月３１日まで
■会　　場／ガーデンキッチンフラリエ　（名古屋市中区大須４－４－１  久屋大通庭園フラリエ  フラリエコート）
■料　　金／スタンダードBBQプラン（１名分）　３，5００円（一般　4,000円）
　　　　　　　　※席のご利用は１５０分制　フリードリンク１２０分付き
●内　　容／【グリルプレート】　牛肉、豚肉、鶏肉、ジャンボソーセージ
　　　　　　【野菜プレート】　　玉ねぎ、パプリカ、南瓜、茄子
　　　　　　【魚介プレート】　　大あさり、殻付き帆立、海老、イカ
　　　　　　　　※年度および仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます。
　ランチタイム　　（１１：３０～１５：００）は土日祝日のみ利用可能
　ディナータイム　（１７：００～２２：３０）は平日・土日祝日で利用可能
◆ 予約について ◆　【電話番号】　０５２－２６５－８２２７　事前予約制となります。
　ご予約の際にチケット利用の旨をお伝えいただき、お会計時にご提示ください。
　年末年始など一部ご利用いただけない期間がございます。
注意事項 ※有効期限はチケットに印字されておりますので期間内にご利用ください。
 ※小学生以下は、別途キッズプランのご用意がございますので、ご希望の場合は店舗で別途ご注文ください。(詳細はHPにてご確認ください。)

※中学生以上は大人料金が適用となります。
※緊急事態宣言等で酒類の提供が出来かねる場合もございます。その際はソフトドリンクのみの提供になりますのでご了承ください。

政府や県の要請により、営業時間が変更になる可能性もございます。ご予約の際に事前のご確認をお願い致します。

Web・ＦＡＸ申込

Web印刷・窓口渡し

窓口配布岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　岡崎市世界こども美術博物館　不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展岡崎市世界こども美術博物館　不思議な３Dトリックワールド　世界の名画展
鑑賞するだけでなく、来場された皆さんご自身が絵と一緒に
ポーズをとって記念写真を撮って楽しめる「体験型」アート！
■プレゼント枚数／先着６０枚　会員お一人様２枚まで
※無くなり次第終了。数に限りがあるため、必ず行ける方でお願いします。
　また残券をご確認のうえ、お越しください
■会　　期／12月4日（土）～3月6日（日）　※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日、12月28日（火）～1月3日（月）・１月11日（火）・2月24日（木）
■観 覧 料／一般　500円、小中学生100円
※岡崎市内の小中学生は無料　※各種障がい者手帳所持者とその付添者は無料（各種手帳を提示）
※会場内の混雑状況によっては入場制限を行う場合があります。

■公 演 日／１月８日(土)　１１：00開演
　　　　　　１月１２日（水）　１１：00時開演
■会　　場／御園座
■券　　種／A席　９，０００円　（一般１１，０００円）
■斡旋枚数／各２０枚
★デビュー３５周年を迎える中村美律子とムード歌謡グループ「純烈」が贈る
夢のステージ。何が飛び出すか！お楽しみに！

全国ご当地バウムクーヘンの頂点を決める「ファイナルクーヘン総選挙  ２０２１年  秋」にて
第１位を獲得したKingFarmのバウムクーヘンはいかがでしょうか。

期間：12月1日（水）～1月31日（月）

■対象商品／バウムクーヘン（プレーン）（定価1,404円）
　　　　　　バウムクーヘン（いちご）　（定価1,620円）
　　　　　　バウムクーヘン（抹茶）　　（定価1,620円）
■割引価格／15％Off
■割引券の発行期間／令和３年12月１日（水）～令和４年１月31日（月）
■割引券の発行方法／

ECサイトでの申込方法 ECサイト  にアクセスして、割引チケット  →  割引利用券  →  King Farm Café  →  お申込み
　　　※ページ下部にある利用方法をご覧になってお申込みください。

窓口での申込方法　共済会窓口にて、会員証を提示して発行
■商品引換方法／上記方法で発行した割引券を「King Farm Café」店舗にてご提出いただき料金を
　　　　　　お支払いしてお引き換え。
■店舗住所／〒445-0004 愛知県西尾市西浅井町坂下６－１
※FAXでの申込方法はございません。



共済会ニュース 12月号

7

KERA CROSS第四弾　「SLAPSTICKS」KERA CROSS第四弾　「SLAPSTICKS」
■公演日／１月２８日（金）　１３：００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　9,000 円（一般　10,500 円）
★サイレントからトーキーへ――情熱が溢れる創成期のハリウッド。
映画をこよなく愛する人々を描いたロマンチック・コメディ！

【INTRODUCTION】　劇作家・演出家ケラリーノ・サンドロヴィッチ（KERA）の戯曲の中から選りすぐりの名作を、
才気溢れる演出家たちが異なる味わいで新たに創り上げる連続上演シリーズ KERA CROSS（ケラクロス）。
サイレント映画からトーキーへと移り変わる、情熱が溢れる創生期のハリウッド。映画を愛してやまない人々を、夢
と希望に満ち満ちた一人の青年を通して描いた本作。
幅広い世代から支持を得る最注目の若手クリエイター・三浦直之（ロロ）が挑む劇作家・KERA の描く極上のロ
マンチック・コメディにぜひご期待ください。
※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/1691

Web・ＦＡＸ申込

白石加代子「百物語」アンコール公演 第三弾白石加代子「百物語」アンコール公演 第三弾
■公演日／２月　１日（火）　１６：３０開演　　　■会　場／ウインクあいち 大ホール
■券　種／全席指定　5,8００円（一般　6,800 円）　　※未就学児童入場不可
★白石加代子「百物語」シリーズは、明治から現代の日本の作家の小説を中心に「恐怖」
というキーワードで選び、それを白石加代子が朗読するという形で出発した。
今回は三回目、伝説の第一夜と「おさる日記」。　あんなにも愛された「百物語」はここか
ら始まった。

【演目】「ちょうちんが割れた話」　夢枕獏 　「如菩薩団」　　筒井康隆
「箪笥」　半村良   　「おさる日記」　和田誠

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。

Web・ＦＡＸ申込

布施　明　AKIRA FUSE LIVE TOUR 2021-2022 ～祭りのあとの歌ものがたり～布施　明　AKIRA FUSE LIVE TOUR 2021-2022 ～祭りのあとの歌ものがたり～
■公演日／３月２１日（月・祝）　１７：１５開演
■会　場／愛知県芸術劇場大ホール
■券　種／全席指定　5,400 円（一般　7,000 円）
※未就学児童入場不可
★伸びやかで艶のある極上の歌声にのせて、情熱的なステージをお届けします。
≪重要≫

「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。
https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2233

Web・ＦＡＸ申込

劇団四季ミュージカル 『ライオンキング』劇団四季ミュージカル 『ライオンキング』
■公演日／４月２３日（土）　１３：００開演　　　■会　場／名古屋四季劇場
■券　種／ S 席　11,100 円　（一般　12,100 円）
※共済会の補助による割引価格です。　※２歳以下の入場不可。３歳以上有料
注意事項
※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。
★ミュージカルの王者、千秋楽へ。 
太陽煌めくアフリカの大地を舞台に、「サークル・オブ・ライフ（生命の連環）」をテーマとし
て繰り広げられる壮大なミュージカル『ライオンキング』。

“ 奇跡の舞台 ”へ、いまならまだ間に合います。
千秋楽に向けてますます盛り上がる名古屋公演を、ぜひお見逃しなく。

Web・ＦＡＸ申込

ミュージカル「カーテンズ」ミュージカル「カーテンズ」
■公演日／３月２６日（土）　１７：００開演　　　■会　場／愛知県芸術劇場大ホール
■券　種／ S 席　11,500 円（一般　S 席 13,500 円）　※未就学児童入場不可
★殺人事件と「舞台」の運命は一人の刑事の手に！？　予測不能なミステリー・ミュージカルコメディ！！
舞台は 1959 年のボストン・コロニアル劇場。新作ミュージカル「ロビン・フッド」はブロードウェイに向けトライアウト公演の真っ最中。主
演女優のジェシカは才能は無いのにプライドだけは高く、評判が悪かった。そんななか、公演初日にジェシカが舞台上で何者かに殺害されると
いう事件が発生した。駆けつけたミュージカルオタクの警部補、フランク・チョーフィー（城田優）は事件の解決を急ぎながらも、その舞台作
品が気になりはじめ、事件同様に舞台の内容に首を突っ込みはじめる。新人女優のニキ（菅井友香）、看板俳優のボビー（三浦翔平）、作詞家
のジョージア（瀬奈じゅん）、作曲のアーロン（岸祐二）、プロデューサーのカルメン（原田薫）、カルメンの娘で女優のバンビ（中嶋紗希）、
演出家のべリング（宮川浩）など、出演者、スタッフ全員が容疑者 !? というなか、第二の殺人事件も発生。　犯人はいったい誰なのか…
※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/1694

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12月号

★給付及びインフルエンザ予防接種助成、人間ドック等受診助成などの利用助成の
　申請について
　申請が複数ある場合は、必ず個々の事由毎に申請書類の提出をお願いいたします。

★年末年始のおやすみについて
　１２月29日から１月４日まで、共済会事務局はお休みさせていただきます。

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

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

【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！

《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-65-5445　FAX：0564-65-5446

◎旅行企画・実施　 名鉄観光バス株式会社　
※共済会会員である旨を伝え、共済会会員カードを
　ご提示ください。

◆おすすめツアー特典／共済会よりおすすめツアー限定で１，０００円の補助をいたします。申込み時に正規料金より１，０００円を差し引いた金額
を旅行会社へお支払いください。　　◆補助範囲／会員及び登録家族

◆そ の 他／おすすめツアー以外の各旅行にも共済会会員証提示で割引は適用されますので、是非ご利用ください。
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。　●共済会補助はおすすめツアー１つにつ

き、１回までです。　●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。

共済会 おすすめツアー！共済会 おすすめツアー！ おすすめツアーは割引金額からさらに
共済会が1,000円の補助！

直接申込

●旅行代金/お1人様●旅行代金/お1人様 （2才以上）
（昼食付）
（2才以上）
（昼食付）

（小学生は600円引き、
　2才以上未就学児は800円引き）
（小学生は600円引き、
　2才以上未就学児は800円引き）

7,800円7,800円777777777,,,800800800800800800800800800800800800円円円800800800円円円7,800円

●旅行代金/お1人様●旅行代金/お1人様
（2才以上）（昼食付）（2才以上）（昼食付）

7,800円7,800円777777777,,,800800800800800800800800800800800800円円円800800800円円円7,800円

●コース/各地～三ケ日みかん狩り食べ放題～浜名湖グルメパーク
（浜松餃子２種賞味・お買物）～KADODE OOIGAWA（AJIHEN茶ッ
プリン賞味・お買物）～焼津さかなセンター（昼食・お買物）～ヤマサちく
わの里（お買物）～岡崎（18：00頃）～各地
※昼食は13時30分頃からとなり、食べ放題は50分間です。
※荒天や生育状況によりみかん狩りができない場合は、あらかじめ用意したみかんの食べ放題となります。

●コース/各地～北国街道 木之元宿（名
物3品食べ歩き）～ホテル湾彩（昼食）～日
本海さかな街（海産物お買物）～昆布館

（お買物）～敦賀赤レンガ倉庫（見学）～小
牧かまぼこ（お買物）～岡崎（19：20頃）
※12/29出発は木之元宿のサラダパン店舗が休業
の為、食べ歩きではなくお持ち帰りとなります。

蒲郡ルート コースNo.45141C
蒲郡駅 幸田駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：15 7：40 8：10 8：20
12月 １・６・12・17・30

西尾ルート コースNo.45141B

12月 ８・19・25・28・31

西尾駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：20 8：10 8：20

岡崎ルート コースNo.45142A

12月 ５・９・14・18・21・
24・26・27・29

東岡崎駅 岡崎車庫
8：10 8：20


