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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12月１日現在／
事業所数672社 会員数：7,866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。

⑧ チケットのお渡し日について・
・
・チケットをお渡しできる日が、
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
いただくとともに、
ご了承の上お申し込み下さい。確実に必要な
場合は、
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。

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）
。

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、
会員と会員同居家族としておりますので、ご理解・ご協力を
お願いします。
これに反した行為があった場合には、会員事業所及び会員
資格の取り消し等をさせていただく場合がありますので、ご
承知おきください。

※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。
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。

評 議 員
〃
〃
〃
〃
〃
〃

本田
河合
阿部
松尾
石田
大島
片岡

康英
由朗
正和
景紀
博巳
義春
勝

評 議 員
〃
〃
〃
〃

中村 孝弘
大竹 広行
本多 德行
鈴木
晃
植山
論

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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監

事
〃

事 務 局

河合
杉浦

あけまして
おめでとうございます

治郎
哲也
謙治
賢二
一彦
則男
正敏

謹んで新春の
お慶びを申し上げます

事

〃

会員の皆様には、お健やかに令和４年の新しい年
をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。また、
旧年中の共済会の運営に対しましてご支援ご鞭撻を
賜り、心より感謝申し上げます。

大嶽
矢野
〃
淺岡
〃
山口
評 議 員 宮本
〃
畔柳
〃
川
理

当共済会は、岡崎市と幸田町の企業に従事される
勤労者の皆様のための総合的な福祉事業を行うこと
により、勤労者の皆様の福祉の向上を図るとともに、
企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを
目的としています。

副理事長

現状、新型コロナウイルスによる感染者数は低め
の状況が続いていますが、感染力の強いと言われて
い ま す オ ミ ク ロ ン 株 が、世 界 中 に 急 速 な 勢 い で 広
がっています。
会員事業所及び会員の皆様方には、引き続き感染
症対策に努めていただき、困難な状況を乗り越えて
いただくことを切に願っています。

本年、共済会では会員の皆様に喜ばれ、これまで
以上に満足度の高い充実した事業内容の企画及び実
施に取り組み、会員の皆様がこの共済会の福利厚生
制 度 を ご 利 用 い た だ く こ と で、少 し で も 元 気 に、
豊かで、そして幸せな日々を送っていただくことを
願い邁進してまいります。
本年も引き続き皆様からのご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

雄司

今年一年が事業所そして会員の皆様とそのご家族
の皆様にとりまして、幸多き一年になりますようご
祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

岡崎幸田勤労者共済会
代表理事
寺田

寺田 雄司
山中 賢一
専務理事 加藤健一郎
常務理事 齊藤 勝英
理
事 辻村 勝馬
〃
太田 健介
〃
森田 滝也
理 事 長

始めによくお読みください

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。

潤
美穂

職員一同

検索
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キングファームのいちご狩り
施

設

名

品

King Farm キングファーム

●西尾市西浅井町坂下坂下6－1
King Farm Café前ハウス受付
☎070-5649-2578
HP

QRコード

https：//king-farm.jp/

種

利用期間

期間中窓口配布・Web印刷

一般料金

共済会料金

大人（中学生以上） 2,200円
こども（小学生）
1,900円
（4月7日～
幼児（3歳～未就学児） 1,600円
5月９日の
70歳以上
1,900円
●紅ほっぺ
平日は200円 車いす利用、障がい者･療育手帳
をお持ちの方100円引き
OFF）
●章姫
3歳未満無料
1月～5月３０日

アプリ
からの
200円 予約で
更に
割引券
●よつぼし
大人（中学生以上） 1,800円
100円
こども（小学生）
1,500円
5月10日～
OFF
幼児（3歳～未就学児） 1,200円
5月30日
1,500円
（平日は200円 70歳以上
車いす利用、障がい者･療育手帳
OFF）
をお持ちの方100円引き
3歳未満無料

【要予約】キングファーム公式アプリorお電話にて予約ください。＊アプリからの予約は更に割引あり。
アプリQRコードはHPをご確認ください。

まるや八丁味噌『味噌煮込みうどん』の斡旋！ Web・ＦＡＸ申込
創業延元二年（一三三七年）まるや八丁味噌の『みそ煮込みうどん』はいかがでしょう
か。味噌と生麺との相性が良いみそ煮込みうどんは、郷土料理のひとつで、その味が皆様
にご好評頂いております。
●商 品 名／味噌煮込みうどん６食入
●賞味期限／製造日より常温６０日
●斡旋価格／１，
5００円
（一般価格：３，
２４０円（税込））

※価格には共済会の補助が含まれています。

●申込資格／会員のみ １人２セットまで
★クックパッドでレシピ公開中！HPよりご覧下さい！

森永乳業

WWW.8miso.co.jp

≪
（株）
まるや八丁味噌≫

とうふ+重慶飯店の麻婆豆腐醤の素
Web・
ＦＡＸ申込
特別セットの斡旋

１ 常温で長期保存（製造日より７．
２ヶ月）

２ こだわりの引き搾り製法

重慶飯店で一番人気の麻婆豆腐をご家庭で簡単に！電子レンジで作れる麻婆豆腐醤です。たっぷり入っ
て食べ応えのある豚肉、参照の香り、
しびれる辛さ、濃厚な旨みがたっぷり詰まった四川伝統
の香り豊かな味わい。
重慶飯店 陳一郎 調理部長が独自にブレンドした秘伝の一品です。
●内
容／１ケース（１丁２５０ｇ、
１２丁入り）
＋麻婆豆腐醤の素（130ｇ×1袋入り 3～4人前）
●斡旋価格／1,300円（一般 豆腐1740円+麻婆豆腐醤の素450円※＋税）
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 ＋ 麻婆豆腐の素
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
＋麻婆豆腐の素
●斡旋内容／会員のみ １人合計２ケースまで
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ミスタードーナツ
商品券の斡旋

老若男女問わず、みんな大好きミスタードーナツ！
今回、ミスタードーナツの商品券を斡旋！
Web・
ＦＡＸ申込
みんなでワイワイ楽しもう！

●券
種／ミスタードーナツ商品券 額面５００円を１０枚１組（５，
０００円分）
●斡旋価格／４，
５００円
●斡旋枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）
●購入資格／会員のみ（２組まで）
●そ の 他／有効期限はありません。購入金額が額面に満たない
場合は、お釣りがでます。

全国農業協同組合連合会

農協全国商品券

Web・
ＦＡＸ申込

農遊館・営農センター・幸田憩いの農園などJAギフト加盟店で使える農協の商品券です。
園芸や家庭菜園などチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
●券
種／５５００円券１０枚１組
●斡旋価格／４，
５００円
●申込資格／会員のみ １人２組まで
●斡旋枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）
●そ の 他／有効期限はありません。購入金額が額面に満たない
場合、お釣りがでません。使用できる場所の詳細は全
農ホームページでご確認ください。
●ホームページ／http://www.zennoh.or.jp/bu/seikatu/gift/index.htm

ユニクロギフト券の斡旋

Web・
ＦＡＸ申込

ユニクロギフトカードは、全国のユニクロ店舗、
またはオンラインストアでご利用頂けます。
■券
種／５，
０００円券
■斡旋価格／４，
5００円
■斡旋枚数／５００枚
■申込資格／会員のみ １人2枚まで
※有効期限／発行日から３年。有効期限後のカードは無効となり、
残高の払い戻しはいたしません。

WHO IS BANKSY？ バンクシーって誰？展

販売期間：～２月１２日（土）

窓口販売

いま世界で最も注目を集める時代の先駆者
“バンクシー”
。
その活動の意味を、幅広い世代に楽しく理解していただける貴重な機会となります！
●会
期／１２月１９日
（日）
～３月２７日
（日）
●開館時間／10:00～18:00（金・土は20:00まで）
※最終入場は閉館時間の30分前

●会
●券

場／グローバルゲート ガレージ名古屋
・あおなみ線「ささしまライブ駅」から徒歩2分
・名鉄「名古屋駅」中央改札口から徒歩15分
種／【平日期間限定券】 一般1,700円 （一般２，
０００円）

（

）

※2月28日
（月）
までの平日のみ入場可能（日時指定なし）
※土・日・祝日のご入場はできません。
※会場の混雑状況によっては入場までお待ちいただく場合があります。
※未就学児入場無料

いま世界で最も注目を集める時代の先駆者
“バンクシー”
。その活動の意味
を、幅広い世代に楽しく理解していただける貴重な機会となります！

※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。
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中小企業向けの先端技術講座を開催します。
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。 ※参加費のかかるものに限ります。

お知らせ

詳細、申込はこちらから！

■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

ドローンを使った中小企業向け先端技術セミナー
●参 加 費／各1,000円

●講

師／（株）DSAインストラクター

今、産業利用が進んでいるドローンについて用途にわけてご紹介します。
都度質疑応答の時間をお取りして、実際にドローン産業の第一線を張っている
スペシャリストから話を聞くチャンスです。
※講座内容について、聞きたいことの壁打ちのような形になることもあります。

①1月21日（金）14：00～16：00
ドローンの基礎知識・ライセンス取得のメリット
その後の産業活用講座
②2月24日（木）14：00～16：00
これから産業活用したい方向け！
太陽光パネル・建物外壁点検についてのドローン活用講座
③3月24日（木）14：00～16：00
これから産業活用したい方向け！
ドローンを活用した土地の測定・屋根点検講座

10年後の「製造業のあるべき姿」を描くスマート工場とは
～製造業の課題をＤＸで解決！「Quick Navi」システム活用法～

●参 加 費／各1,000円

●講

師／ニュートラル株式会社

瀬倉先生

「IoT」や「DX」。最近よく聞くけどそもそもよくわからない。その必要性が身近に感じられない。
そんな疑問を抱いている方もいらっしゃると思います。しかし企業をとりまく変化が速い時代だか
らこそ、企業にも「変化」を求められています。今回は製造業の 10 年後の未来を想像しながら、
「ス
マート工場」をキーワードに、IoT や DX の基礎やその重要性を、事例
を踏まえてご紹介します。またスモールスタートを切るためのシステム
導入について合わせてご紹介します。経営者目線と生産現場目線で内容
を少し変えてご紹介します。
①2月16日（水）14：00～16：00
②2月17日（木）14：00～16：00

経営者向け
従業員向け

～ NTTドコモ リカレントオンライン教育システム『Gacco』を監修する講師が教える ～

中小企業におけるデータ活用の重要性オンラインセミナー

●参 加 費／無料

●日

時／2月18日（金）14：00～16：00

●定

員／50名

「データ活用なんてしなくても、勘と経験がモノを言う業態だから」といった 声を聞くことがあります。
もちろん“ 勘と経験 ”は重要なノウハウです。しかし、先のことが読めない時代になり、重要な経営判
断はもちろん、顧客を理解したり、生産性を改善しようと思うと、定量的な情報が強力な武器になります。
また、データ活用というと高度なデータ分析を思い浮かべる方もいるかもしれま
せんが、実際には手軽に始められる方法はたくさんあります。
本セミナーでは、事例を通じて経営者の生の声に触れたうえで、データ蓄積や活
用のコツについてご紹介をいたします。
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第７1回ボウリング大会（個人戦）

Web・
ＦＡＸ申込

都合により延期となった、ボウリング大会（個人戦）を開催します！
職場のみんなで腕を競ってください！ご家族でも、お一人様でももちろんOK！

【競技方法】 １． 個人戦で２ゲームの合計点数（１レーン３～４人で投球）で競います。
２． １ゲームにつき女性は１５ピン、小学生以下のお子さんは３０ピンのハンディ付き。

・
・参加賞
各賞賞品 ライク賞も
ト
ス
の
おなじみ ます！
！
あり

★参加費／1人 １，
０００円（２ゲーム、貸し靴、軽食、各賞賞品付）
※参加費には、傷害保険料が含まれています。

●日
時／２月１８日
（金） １８：３０スタート
●会
場／グランドボウル（日名北町 ☎２２-５５２２） ※駐車スペースが限られるため、なるべく乗り合わせの上ご来場ください。
●募集人数／１００名 ※申込多数の場合は抽選 ※少人数でのお申し込みの方同士で１レーンになる場合もあります。
第６９回ボウリング大会参加のみなさん
●参加資格／会員と登録家族
★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。

第10回こどものためのコンサート

Web・
ＦＡＸ申込

●公演日／令和4年3月6日
（日） 14：00開演
●会 場／岡崎市民会館 あおいホール
●券 種／おとな 850円（一般1,000円）
こども 450円（一般 600円）
親子券（おとな1枚+こども1枚） 1,150円（一般1,500円）

宝塚星組公演「王家に捧ぐ歌」

Web・
ＦＡＸ申込

●公演日／2月11日
（金（祝）） 11：00開演 16：00開演
●会 場／御園座
●券 種／A席 8,000円 （一般 9,000円） ※各時間10枚限定となります。
★本作は、2003年星組での初演が絶賛を博し、第58回芸術祭優秀賞を受賞いたしました。
2015年宙組での再演も好評を得たミュージカル対策が7年振りに宝塚歌劇の舞台に登場。
ビジュアルを一新し、礼 真琴を中心とした星組がお届けする『王家に捧ぐ歌』の新たなる世界
にご期待ください。

「行先不明」

Web・
ＦＡＸ申込

●公演日／3月5日
（土） 12：00開演
●会 場／御園座
●券 種／A席 8,500円 （一般 10,000円）
※申し込み多数の場合、抽選となります。

★積立金が横領された！
？予定されていた未来が変わってしまった人たちの物語
ユーモアたっぷりで笑える オフィスコメディ誕生！

芸能生活50周年 吉幾三特別公演

Web・
ＦＡＸ申込

●公演日／3月13日
（日） 11：00開演
3月19日
（土） 16：00開演
●会 場／御園座
●券 種／A席 11,500円 （一般14,000円）
※申し込み多数の場合、抽選となります。

1部 『親はがっかり、子はしっかり！』 原案・音楽 吉幾三
2部 『便り・
・
・頼られ・
・
・ありがとう』 構成・演出 吉幾三

毒薬と老嬢

脚色・演出

岡本さとる

Web・
ＦＡＸ申込

●公演日／3月27日
（日） 11：00開演
●会 場／御園座
●券 種／A席 10,000円（一般12,000円） ※申し込み多数の場合、抽選となります。

ブラック・コメディの最高傑作！
『毒薬と老嬢』
アビーとマーサの老姉妹が繰り広げる衝撃のストーリーと2人に振り回される登場人物たちをコミカルに描き、
1941年にブロードウェイで初演されるや大ヒットし、３年半のロングランで1,444回の上演を記録。翌年からはウ
エストエンドで３年３か月のロングランで1,337回の上演を達成した傑作です。
安楽死や高齢化社会への風刺も含んだ本作のテーマは、現代でも色褪せず、世界各地で上演が重ねられています。
今回は、台詞を関西弁にして上演！関西出身の久本と藤原による丁々発止のやり取りは必見です。
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「退職準備セミナー」のご案内

申込締切：1月13日（木）

Web・FAX申込

６０歳からのライフプラン <第２の人生に向けて～これからのライフプランを作るために＞

このセミナーでは、定年後の生活設計や定年前に知っておきたい知識などについてわかりやすく説明致します。参加費無料
ですので、ぜひお申し込みいただき、今後のライフプランにお役立てください。
●日
時／２月5日
（土） ９：２０～１１：５０ （受付開始／９：００～）
●会
場／岡崎商工会議所 大ホール
●参加申込／専用の用紙に記入のうえＦＡＸにて申込み
●参加対象者／５５歳以上の会員（単身・夫婦いずれも可）
●参加受講料／無料 ※７０名先着順 直接お申し込み下さい。
●セミナーの主な内容／①６０歳台前に知っておきたいこと（年金や雇用保険のしくみ）
②生活設計のポイント（６０歳以降の働き方をどう考えるか）
③退職前後のタイムスケジュール（いつまでに何をするか）
④その他 定年後の仲間作りについて（労福協友の会から活動紹介）等
●そ の 他／年金、雇用保険、健康保険など退職後の不安解消の一助となるセミナーです。
（講師：社会保険労務士 鈴木 久子 氏）
●主
催／愛知労福協岡崎額田支部（東海労働金庫岡崎支店内 ℡２３－５２１１）

メ～テレ Premium Concert 2022
●公演日／２月２３日
（水・祝） １７：００開演
●券 種／Ｓ席 ９，
２００円（一般１１，
０００円）

Web・
ＦＡＸ申込

●会 場／愛知県芸術劇場コンサートホール
Ａ席 ７，
２００円（一般８，
８００円） ※未就学児童入場不可

★フルオーケストラと共に贈る一夜限りの音楽の旅、プレミアムコンサート。
「DA・KA・RA」を始め「チョット」
「あなただけ見つめてる」
「夏が来る」
「ら・ら・ら」などのミリオンヒットを立て続けに放っている“大黒摩季”
「One more time, One more chance」がロングヒットし、ミュージシャンとしてのセッション参加なども数多く、音楽ファンのみならず多方面から支持を得ている“山崎まさよし”
2022年NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演予定など、数多くのドラマや映画や舞台に出演し、ミュージカルの演出、声優やナレーションも務めるなど幅広く活動する“山本耕史”
3名の実力派ヴォーカリストの歌声とフルオーケストラの魅力的な音色をどうぞお楽しみください。
※感染予防について十分な対策をとったうえで、通常配席となります。
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。

牛田智大 ピアノ・リサイタル

Web・
ＦＡＸ申込

●公演日／３月４日
（金） １８：４５開演 ●会 場／愛知県芸術劇場コンサートホール
●券 種／全席指定 ３，
６００円（一般4,500円） ※未就学児童入場不可
★デビュー10周年！
数多の経験を積んだ故に紡がれる、美しく、気高く、凛とした22歳の音
作曲家に寄り添い、理解を深め、そこに独自の音楽を織り込み音を綴る ―――
その魂のこもった美しい音に、涙する観客続出！
＜新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について＞
■本公演は、音楽コンサートにおけるガイドラインにしたがい、感染症予防対策を徹底したうえで開催します。
※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。

ミュージカル「ラ・カージュ・オ・フォール」 籠の中の道化たち

Web・
ＦＡＸ申込

●公演日／４月９日
（土） １７：００開演
●会 場／愛知県芸術劇場大ホール
●券 種／S席 12,000円（一般14,000円） ※未就学児童入場不可
鹿賀ジョルジュ＆市村ザザ ラブフォーエバー！ 永遠の夫婦愛で導く、固く結ばれた家族の絆！

★愛があれば性別なんて……！？異色の〝愛〞で大笑い！
南仏サントロペのゲイクラブ「ラ・カージュ・オ・フォール」のオーナーのジョルジュ（鹿賀丈史）と、看板スターの“ザザ”ことアルバン（市村正親）は２０年間同棲し、事実上の夫婦として生活してきた。アルバンはこのところふさぎこんでいて、ショーの出番に遅れることもしばしば。愚痴を
こぼすアルバンとそのご機嫌をとるジョルジュ―いわばふたりは倦怠期なのだ。ジョルジュには、２４年前の過ち（？）から生まれた最愛の息子ジャン・ミッシェル（内海啓貴）がいるが、アルバンが母親代わりとなって手塩にかけて育ててきた。そんなある日、ジャン・ミッシェルが突然結婚
を宣言。その結婚相手が、よりにもよってゲイクラブを厳しく取り締まるべきだと主張する政治家ダンドン議員夫妻（今井清隆＆森公美子）の娘アンヌ（小南満佑子）で、家族揃って挨拶に来ることになったので、さあ一大事！ ジャン・ミッシェルはジョルジュに、一晩だけマトモな家族に見えるよう取り繕ってくれるよう懇願し、そ
のうえ、ずっと会っていない実の母親を呼んで欲しいと頼みこむ。それを聞いたアルバンは深く傷つくが、ジョルジュの説得によりジャン・ミッシェルの頼みを受け入れ、叔父として同席するために慣れない“男装”の訓練をするハメに。ところが、実の母親が急きょ来られなくなってしまい事態はさらに複雑に！
※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/1706

令和にっぽん！ 演歌の夢まつり ２０２２

Web・
ＦＡＸ申込

●公演日／3月19日
（土） 15：00開演
●会 場／愛知芸術劇場大ホール
●券 種／S席 12,000円
A席9,000円 ※未就学児童入場不可

【御入場時のお願い（※令和３年１１月現在）】 1. 必ずマスクの着用、咳エチケットの配慮をお願いします。必ずマスクの着用、咳エチケットの配慮をお願いします。 2.
入場時はアルコールなどの消毒液にて手指消毒を必ず行っていただきます。 3. 密（密集・密接・密閉）の回避、社会的距離の確保をお願いします。 4. 当日ご来場前
に自主的に検温の実施をお願いします。 5. ご入場にも全ての方に検温を実施し、37.5℃以上の発熱がある場合はご入場をお断りします。 6. 下記の症状に該当す
る場合はご来場をお控えください。（咳、呼吸困難、倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐などの症状）
7. 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航、並びに、当該国・地域の在住者と濃厚接触がある場合は、ご来場をお
控えください。 8. 上記の5・6に該当する場合は、原則として演歌の夢まつり公演事務局にてチケットの払い戻しに対応させていただきますので、無理なご来場はくれぐ
れも避けていただきますようお願いします。 ※チケット料金以外（交通費・購入時の郵送料）などはすべて対象外となりますのでご了承下さい。 9. 場内（ロビー共用部）
での飲食（体調維持の為の水分補給は除く）はお控えください。
入場時、終演後は密集状況が発生しないよう、規制案内を行う場合がございます。

氷じゃないスケートリンク 豊田合成リンク

販売期間：～3月9日（水） 窓口販売

氷じゃないスケートリンクが今年も開催決定！転んでもぬれない、冷たくない！ 氷のような不安定感がないので、小さな
お子様からシニア層まで安心して遊べます♪ 学校・会社帰りや買い物ついでに気軽にお立ち寄りください♪
●会 期／２０２１年１２月４日
（土）
～２０２２年３月１３日
（日）
●会 場／オアシス２１ 銀河の広場
●時 間／【平日】
１３：００～２０：００ 【土日祝･冬休み期間（12/25～1/3）】
１０：００～２０：００
※入場は終了の３０分前まで

●券

※状況により開催日・開催時間が変更になる場合がございます。 最新情報は公式HPをご覧ください。

種／【平日】大人（中学生以上） 400円（一般1,000円）
小人（小学生以下） 200円（一般500円）
【土日祝・冬休み期間】大人（中学生以上） 1,000円（一般1,300円） 小人（小学生以下） 300円（一般500円）

※貸靴料金を含みます。
（16～30cm） ※スケート靴の持ち込みはできません。 ※リンク内は手袋の着用が必要です。会場内でも手袋を販売しております。 ※新型コロナウイルス感染防
止対策を講じて開催します。下記公式HPをご確認の上、ご来場ください。 https://www.nagoyatv.com/toyodagoseirink/ ※混雑時には、入場を一時制限させて頂く場合がございます。
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。
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会員感謝企画！

お年玉プレゼント！
！

恒例のお年玉プレゼント企画です！

ＦＡＸ申込

申込期限：令和４年1月15日（土）

★ご協賛いただいたお年玉プレゼント★
●１．赤だし味噌詰め合わせ…３名様

（提供：まるや八丁味噌）

●２．２０２2中日ドラゴンズカレンダー…２名様

（提供：㈱中日ドラゴンズ）

●３．２０２2ディズニーカレンダー…１名様

（提供：㈱オリエンタルランド）

●４．ラグーナテンボス「ラグナシア」入場券ペア…３名様
●５．世界淡水魚園水族館

（提供：（株）ラグーナテンボス）

アクア・トトぎふ入場券ペア＋卓上カレンダー…３名様
（提供：世界淡水魚園水族館

●６．ユナイテッドシネマ岡崎映画鑑賞券…１０名様

アクア・トトぎふ）

（提供：ユナイテッドシネマ㈱

●７．安城コロナワールド 映画鑑賞券…１０名様

岡崎）

（提供：安城コロナワールド）

●８．安城コロナワールド コロナの湯・健美香炉ペア+ボウリング無料券…１０名様
（提供：安城コロナワールド）

●９．岡崎ニューグランドホテルランチチケットペア…３名様
（使用期間2/1～4/30※追加料金がかかる期間があります。）

●10．葵湯

（提供：㈱岡崎ニューグランドホテル）

入浴施設 ご入湯券ペア…１０名様

●11．おかざき楽の湯

（提供：つるかめＯ＆Ｅ㈱）

入浴施設入泉券ペア…１０名様

（提供：羽根温泉おかざき楽の湯）

●12．ドラゴンズパック バス型貯金箱…2名様

（提供：名鉄観光バス㈱

●13．なばなの里入場券ペア…２名様

岡崎支店）

（提供：日本中央交通㈱）

●14．森永ミルクココア１ケース（１２個入り）…８名様

（提供：森永乳業株式会社）

●15．サーティワンシングル無料券２枚…１０名様

（提供：タニザワフーズ㈱）

●16．髙橋精肉店特製すきやき割下…５名様

（提供：㈱髙橋精肉店）

●17．蒲郡クラシックホテル宿泊招待券ペア…１名様

（提供：㈱蒲郡クラシックホテル）

●18．三河湾リゾートリンクスオリジナルカレー＋旨だしカレー詰合せ（1人前パック各2箱入）…５名様
（提供：三河湾リゾートリンクス）

●19ぴあMOOK本…３名様
①nagoya.Mの最強なごやグルメ本
②PS純金 やっぱり地元はオモシロイ！
③おとなが愉しむボードゲームの世界

（提供：ぴあ株式会社

中部支社）

●20．ディズニーコーポレートプログラム利用券２０００円分２枚…２０名様
（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）
※４月以降（令和4年度）
にご利用できる利用券に、
４月以降に引き換えることが出来る引換券をお渡しいたします。
また年間利用枚数に算入しません。

●21．図書カードNEXT１，
０００円券…１０名様

（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）

■申込方法／専用ＦＡＸ用紙に、事業所番号・事業所名、会員番号・氏名、
ご希望の品の番号と共済会
へのアンケート・ご意見・ご要望を必ず記入してください。
記入もれ、複数・重複申込は無効とさせていただきます。
■申込資格／会員のみ（応募多数の場合は抽選）
■当選発表／申込者多数の場合は抽選。抽選結果は、共済会ニュース２月号にて発表します。
※都合によりプレゼントの内容が変更となる場合もございます。

※発表はお名前のみ。

※すべての利用券には使用期限がございます。約2～3ヵ月となっておりますので、ご承知おきください。
※来年もお年玉プレゼント企画を行います。会員事業所で何か提供し協賛してもよいという事業所様が
いらっしゃいましたら、ぜひともご協力をお願いいたします。

☆ご協賛いただきました各企業の皆様、
この場を借りて厚く御礼申し上げます☆
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第４4回

働く者の作品展

共済会入賞者の皆さま

共済会ニュース９月号で募集し、岡崎市美術館で展示されていました
『第４4回 働く者の作品展』において、共済会会員の方が入賞された
のでご報告いたします。
●書道の部

・植田

慈郎

様

『雲水（修行僧）』 金賞

●写真の部

・鈴木
・黒柳

英明
健治

様
様

『寒水の掛踊り行列』 金賞
『彩 いろいろ、形 さまざま』 銅賞

●絵画の部

・松中
・高橋
・稲垣
・山中

美知代 様
幸伸 様
千代子 様
伸浩 様

出品ありがとう
ございました！

『百合の花』 金賞
『縞猫になりたい黒ちゃん』 銅賞
『習作（デッサン）』 銅賞
『ジョージアより愛をこめて』 佳作

また、次回の募集も予定しておりますので、その際は皆さまからのご応募をお待ちしております。

岡崎市美術博物館

お知らせ ※共済会の割引はございません。

開館25周年記念「美術にまつわる5つの話―いつもそこにある―」
●会
期／1月29日
期／1月29日
（土曜日）
～3月13日
（日曜日）
●開館時間／１０：００～１７：００
（最終の入場は１６：３０まで） ●休 館 日／毎週月曜日
●斡旋価格／一般（高校生以上） ３００円
中学生以下無料
※中学生以下は無料

※各種障がい者手帳の交付を受けている方及びその介助者は無料

★美術作品を生み出す芸術家は日常の刹那に立ち現れる様々な想いを託して作品を制作しま
す。暮らしの中にある違和感を見出すこと、誰も考えていないことを深く考えること、目に見えな
いものを想像すること。芸術家はそうした気付きを作品として私たちに提示し、新しい発見を与え
てくれます。
本展は、当館がいま改めてみなさまに届けたい「美術にまつわる5つの話」を紹介するもので
す。
「日常」
「他者」
「混沌」
「祈り」
「風景」、それぞれのテーマを通じて、みなさまが暮らしの中で感
じる新しい日常について考え、感じ取る一助となれば幸いです。

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！
岡崎幸田勤労者共済会

検索

★給付及び各種助成などの利用申請について

入学の時期に入ってまいります。お子様が小・中学校へ入学のご予定の方は、給付申請の際
の提出物として入学通知書等を捨てずにお控えください。給付・助成の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。一つの用紙でのまとめての
ご提出は受付できません。

★会費の口座引落しについて

１月は、
１・２・３月分の会費の請求月です。
１月１1日
（火）
にご登録の口座から引落しとなりま
すので、残高をご準備ください。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。

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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