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2022年

No.475

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4年4月１日現在／
事業所数669社 会員数：7,831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 Ｗｅｂ申込・
・
・ＥＣサイト・ポータルサイトからお申し込みください。

始めによくお読みください

⑦ 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。
⑧ 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。
⑨ 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。

② FAX申込・
・
・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。
③ 窓口販売・
・
・共済会事務局窓口で販売いたします。
④ 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）
。
⑤ 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。

⑥ 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。

南信州さくらんぼ狩りと
土岐プレミアムアウトレット
さくらんぼ狩りの季節がやってまいりました！
南信州のさくらんぼをお楽しみのあとは、
土岐プレミアムアウトレットへお立ち寄りします。
【旅のポイント】

★さくらんぼ狩り・食べ放題！
★道の駅・とよおかマルシェ
（お菓子つかみ取り
体験・お買物）、
ビアンデさくら亭（昼食）
★土岐プレミアムアウトレットへお立ち寄り。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のためやむなく中止となる場合があります。

●日
程／６月２6日
（日）
●募集人数／30名《最小催行人数２5名》
●参加料金／

員

一般同伴者

9,300 円円
11,000 円円

程

8,800
8,800円

登録家族

行

会

イメージ

共済会第３駐車場 ― 岡崎IC ― 恵那峡SA ― 松川IC ― さくらんぼ狩り（松川町）―
8：30

8：50

9：50/10：05

10：55

11：00/12：00

道の駅・とよおかマルシェ（お菓子つかみ取り体験・お買物） ― 松川IC ― 駒ヶ根IC ―
12：30/13：00

13：20

13：25

ビアンデさくら亭（昼食） ― 駒ヶ根IC ― 土岐南多治見IC ― 土岐プレミアムアウト
13：30/14：30

15：55

14：35

16：00/18：00

レット（お買物） ― 土岐南多治見IC ― 岡崎IC ― 共済会第３駐車場
18：10

18：50

19：20頃

お車は共済会第３駐車場へ駐車いただけますが、場内での事故・盗難・その他トラブル等につきましては一切責任を負いませんのでご了承ください。
※申込多数の場合は抽選。
※旅行保険代込の金額です。 ※一般の方のみでの参加はできません。
※このツアーは旅行傷害保険に加入して実施します。申込者以外の方は保険の対象外となり、参加することはできません。催行前にやむを得ず変更になる場
合は事前にお知らせ下さい。
※奇数人数でのお申し込みは相席になる場合があります。 ※道路状況等により、行程や予定時刻が変更になる場合がございます。

【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！

◎旅行企画・実施

なお、
お申込み後の参加に関する決定通知は、
共済会よりＦ
ＦＡ
ＡＸさせていただきます。
Ｘさせていただきます。
なお、
お申込み後の参加に関する決定通知は、
共済会より

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：TEL：0564-64-0510 FAX：0564-65-5446
★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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岡崎幸田勤労者共済会

検索

５月号 共済会ニュース

みんなで食べよう！美味しい“えびせんべい”の斡旋！

Web・
ＦＡＸ申込

家の中で過ごすお供にせんべいはいかがでしょうか。
“えびせんべい”
や
“いかせんべい”
などをお得にご案内！

■申込資格／会員のみ １人合計３箱まで
■そ の 他／個包装済
●えび・いかカルテット
■内 容 量／いか焼、いか焼ピリ辛 各90ｇ、いか丸120ｇ、
えび手焼き200ｇ
■賞味期限／製造日より120日
えび・いかカルテット
味彩々
■斡旋価格／１，
8００円（一般：3,0００円）
●味彩々
■内 容 量／680ｇ
（340ｇ×2袋）(かに、いかすみ、
うに、わかめ、小鯛、いかの6種類、われせんミックスです)
※種類は製造状況により変更の可能性があります。

■賞味期限／製造日より90日
■斡旋価格／70０円（一般：１，
4００円）
●漁場の味 詰合せ(4袋セット)
■内 容 量／各140ｇ 小鯛・わかめ・かに・うにの４種類が箱に入ります。
■賞味期限／製造日より90日
■斡旋価格／１，
1００円（一般：２，
2００円）
≪三光食品≫

レッドブル

エナジードリンクの斡旋！

漁場の味

Web・
ＦＡＸ申込

アスリート、多忙な社会人、アクティブな学生、ロングドライブをする方など、多岐にわたり
サポートするエナジードリンクをお得に斡旋！
●レッドブル・エナジードリンク250ml
６本１組 800円 （一般1,200円 ※税別）
レッドブル・エナジードリンクは、あなたが必要なときに翼をさずける機能性飲料
です。
●レッドブル・シュガーフリー250ml
６本１組 800円 （一般1,200円 ※税別）
無糖のレッドブル・エナジードリンクです。
こちらの商品は窓口渡しのみとなります。ご了承のうえお申込みください。
●申込資格／会員のみ１人４組まで
（24本分）
●斡 旋 数／３００組（申込多数の場合抽選）

産地直送！宮崎の“訳あり”完熟マンゴー

直接申込

宮崎産は樹で100％完熟させているため、美味しさが違います！豊富な果汁とともに、濃厚
な甘さが口の中に広がり、とろけるような食感です。
「訳あり」の理由は、外観が変形してい
たり、キズ・黒みがあったり・
・
・。でも、中身や味は正真正銘「宮崎完熟マンゴー」です。
●申込方法／①QRコードからページを開いてください。
②個数を選択して「カートに入れる」→申込内容を確認して「購入する」
③パスワード欄に
「2022」
と入力してください。
④「必須」事項を入力して次へ
⑤メールアドレス宛に振込票が届きますので、期間内にお振込みください。
●種

類／宮崎県産

完熟 アップルマンゴー１ｋｇ
（訳あり品）

※２～８玉入り
（大玉・小玉が混ざります）

●斡旋価格／4，
1００円（一般：5，
13０円）
●申込資格／会員のみ

計２箱まで

●斡 旋 数／１００セット
（申込多数の場合は抽選の場合あり）
※ご希望の住所へお届けいただけます。郵送料込。
※お届け時期は６月中旬頃から順次発送予定です。
※お届け日の指定はできません。
※価格は市場の相場により毎年変動します。
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共済会ニュース ５月号

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋ランチ券の斡旋！

Web・
ＦＡＸ申込

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋の「スカイレストラン」や「カジュアルダイ
ニング」でお食事はいかがでしょうか。この機会にぜひお楽しみください。
●利用期限／約１８０日
（除外日：特別祭事日）
●斡旋枚数／３００枚 ※申込多数の場合は抽選
●申込資格／会員のみ 一人４枚まで
●斡旋金額／3,0００円（一般4,0００円）
●利用時間／ランチ 11:30a.m.～3:00p.m.

（※土･日･祝11:00a.m.～）
※最終入場は終了の1時間前（朝食は30分前）

●内

容／スカイレストラン スターゲイト シェリ 一般価格 ４，
０００円
中国料理 花梨：花梨ランチ 一般価格 ４，
０００円
カジュアルダイニング：ガーデンコート：
平日 ランチブッフェ 一般価格 ３，
８００円
（休日は＋500円ご負担いただきます。）
●要 予 約／利用時はご予約をお願いいたします。
●予約・問い合わせ／ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
レストラン予約係 TEL 052-683-4638
（ 9：00 a.m. ～ 8：00 p.m. ）

丸大食品 デザートギフトの斡旋

Web・
ＦＡＸ申込

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≫

【内容】

6００円
セット内容
規格 入数 ●斡旋価格／１，
（一般価格：３，
７８０円）
冷やしぜんざい
１００g ２
白桃ゼリー
１００g ２ ●斡 旋 数／9０セット
《申込多数の場合は抽選》
瀬戸内産レモンシャーベット用ゼリー ６２g ３
北海道産メロンシャーベット用ゼリー ６２g ２ ●購入資格／会員のみ
山形県産ラ・フランスゼリー
６2g ２
（１人１セットまで）
和歌山県産紀州南高梅ゼリー
62ｇ 2
グレープシャーベット用ゼリー
６2g ２ ●受渡日時／7月中旬以降予定
キウイゼリー
62g ２ ●受渡場所／共済会事務局窓口
（代金と引き替え）
レッドグレープフルーツゼリー
６2g ２

湯快リゾートVIPチケットのご案内

≪丸大食品株式会社≫

窓口渡し・郵送（Webのみ）

湯快リゾートの宿泊時に使える割引券「VIPチケット」を使って、お得に旅行を楽しもう！

●有効期間／２０２２年９月３０日
（金）
まで(但し除外日あり)
●割引内容／１泊２食付き宿泊代金から会員・会員家族の中学生以上１人につき１０００円オフ
●配布枚数／３００枚
●資
格／会員１人１枚まで
●チケットのお渡し方法及びご利用手順／
①宿泊施設へご予約ください ご予約は、湯快リゾート公式サイトまたは湯快リゾート予約センター
（TEL 0570-550-078）からの予約に限ります。
②共済会事務局へ会員証をご持参のうえ、VIPチケットをお受け取りください。
（チケットの残券を電話でご確認ください。TEL 0564-54-8495）
③チェックイン時に湯快リゾートスタッフへチケットをお渡しのうえ、会員証をご提示ください。
●注意事項／除外日あり
（下記カレンダー参照 ※黒色日は割引対象除外日）
他の割引クーポン、割引プランとの併用不可
他社の予約サイトや旅行会社からの予約は適用対象外
チケット1枚で中学生以上の会員・会員家族全員が割引の対象となります。
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５月号 共済会ニュース

中日ドラゴンズ 公式戦
楽天

６月

6/1
（水）
18：00

6/2
（木）
18：00

Web・
ＦＡＸ申込

ソフトバンク

6/3
（金）
18：00

6/4
（土） 6/5
（日）
14：00
14：00

巨人

ヤクルト

6/17
（金） 6/18
（土）6/19
（日） 6/21
（火） 6/22
（水）6/23
（木）
18：00
14：00
14：00
18：00
18：00
18：00

©中日ドラゴンズ

※新型コロナウイルスの感染状況などにより、記載の情報は変更となることがあります。

席 種
斡旋席数 斡旋価格（2席分として）
ドラゴンズ外野応援席（2022シーズンシート） 各試合 巨人戦：3,000円 その他：2,500円
１組 （一般参考価格（プレミアム）：１席2,000円）
ライト側 31 列 R530・R531 ２席１組
【共通事項】 会場／ナゴヤドーム
※申込多数の場合は抽選となります。
※決定後のキャンセルはできません。

申込資格／会員のみ

※小学生未満ひざ上に限り無料。ただしお席の必要な場合は有料。
※申し込みの無かった外野応援席は号外でご案内いたします。

持ち帰り寿司カネキチ・回転寿司大漁亭等で使える、共通商品券の斡旋！

Web・
ＦＡＸ申込

株式会社カネキチ４業態で使える共通お食事券をお得に斡旋します！
●券
種／共通商品券5，
000円分 ※500円券×10枚セット
●斡旋価格／4，
500円（一般 5，
000円）
※共済会の負担により、
この価格で斡旋します。

●有効期限／なし
●購入資格／会員のみ1人2組まで
●利用可能店舗／お持ち帰り寿司カネキチ 全店 ・回転寿司大漁亭
牛角 西尾店 ・ とりでん 西尾店

全店

春のボウリング大会（個人戦）

画像は見本です。

Web・
ＦＡＸ申込

期間内ご自由な日にちと時間でボウリングを楽しもう！
この機会に新しい職場の仲間と親睦を深めてください！もちろんご家族でも、お一人様でもOK！
【ルール】
２ゲームの合計スコアで競っていただきます。
（１人２回参加できますが、記録はスコアの良い方のみとなります。）
ハンディキャップ：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
●参加方法／①窓口で参加券を発行！
（ECサイトから用紙を発行する場合、お知らせにあるURLから用紙をダウンロードして印刷
ください。FAXをご希望の場合、
ご連絡ください。）
②ボウリング場で参加券を提出時に会員証を提示して参加費をお支払い
③会場のルールを守って楽しくボウリング！
④大会終了後に順位発表！表彰対象者に賞品をお渡し！
（結果は7月中頃発表）
●参 加 費／２ゲーム、貸し靴、対象者には賞品がついて、一回1，
000円
円（1人あたり）
※マイボールマイシューズを利用されても一律1,000円の参加費となります。

●期

間／５月１日
（日）
～６月３０日
（木）

●会

場／①サンボウル （洞町 ☎２３-１１３１）
②グランドボウル岡崎 （日名北町 ☎２２-５５２２）
③セントラルボウル幸田 （幸田町菱池 ☎６２-１７１１）

●景

品／優勝・準優勝・３位・飛び賞に用意いたします。
※お渡し日程は７月中旬ごろ予定

●参加資格／会員と登録家族（会員・会員家族1人2回まで参加可能！）
上限回数を超えて利用された場合、後日差額を請求させて
いただきます。
※必ず各施設の注意事項を守ってご利用ください。
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共済会ニュース ５月号
Brand New Musical Concert 2022

手嶌葵 15周年記念コンサート

Web・ＦＡＸ申込

公演日／７月３１日(日) １４：００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 5,800円
（一般７，
０００円）

公演日／７月２３日(土) １６：
３０開演
会 場／愛知県芸術劇場コンサートホール
券 種／S席 9,500円
（一般12,000円）
出 演／中川晃教／加藤和樹／ソニン／
小池徹平／藤岡正明

※未就学児童入場不可

★～やさしく包み込む歌声をおとどけします～
「テルーの唄（ゲド戦記より）」や「ただいま」など、
数々の主題歌やCMソングで聴き手の心を揺さ
ぶるハートフル・ヴォイスをお楽しみください

※未就学児童入場不可

★ミュージカル界を代表する俳優たち
がミュージカルナンバーを歌い上げる！

※チケットはお一人様４枚まで。
※感染予防について十分な対策をとったうえで、通常配席での販売となります。

※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。

リアル恐竜ショー 恐竜パーク

Web・ＦＡＸ申込

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。

劇団四季ミュージカル『ＣＡＴＳ』

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

公演日／８月２７日
（土） １３：００開演
９月１８日
（日） １３：００開演
会 場／名古屋四季劇場
券 種／S席 １１，
６００円
（１２,１００円）

公演日／８月１３日
（土）１２：００開演／１５：００開演
会 場／刈谷市総合文化センター アイリス 大ホール
券 種／全席指定 ２,５００円（一般３，
３００円）※３歳以上有料
★恐竜たちがどんな時代を生きて、どんな暮らしをしていたのか。恐竜パーク
をみればその答えがきっと見つかります。恐竜たちのいる世界をリアルに体験
しながら、恐竜にまつわる歴史を楽しく勉強しよう！ショーには大人気のティラノ
サウルスや日本の恐竜フクイラプトルが登場。お子様が喜ぶこと間違いなし！
夏休みの家族の思い出づくりにぴったりなショーです。 ※上演時間約１時間
「恐竜パーク」チケット購入時のご案内 本公演に関しまして、感染症拡大防止のご協力をお願い致してお
ります。ご購入前に下記の案内をご確認の上、ご了承いただける方のみチケット申込をお願い致します。

※価格は、共済会の補助による割引です。
※2歳以下の入場不可。公演当日3歳以上有料

撮影：山之上雅信

※ご購入後は公演中止の場合を除き、お客様都合による変更・キャンセルは一切お受けできません。いかな
る理由におかれましても返金は出来かねますので、予めご了ください。 ※新型コロナウイルス感染症対策
の一環として、会館からお客様のお名前およびご連絡先を地方公共団体に提示する可能性がございます。
※感染拡大状況により方針および対策を変更させていただく際は随時こちらのホームページにてお知らせ
いたしますので、チケットご購入前やご来場前に必ずご確認頂きますようお願い申し上げます。

★誇り高き猫たちの生き様
驚きと感動の、キャッツ・ワールド

「何度観ても新しい発見がある」
「今度は家族と観たい」
「初
めて観ましたが、想像以上の迫力でした」 その魅力をぜ
ひ、あなたも劇場で体験してください。

＜ツアーオフィシャルＨＰ＞
新型コロナウイルス感染拡大予防対策について https://kyoryu.srptokyo.com/

ミロ展 ── 日本を夢みて

窓口販売・郵送（銀行）※Webのみ

会

期／４月２９日
（金・祝）
～７月３日
（日）
販売期間：5月1日（日）～6月23日（木）
１０：００～１８：００ ※金曜日は２０：００まで
（入場は閉館３０分前まで） ※休館日＝毎週月曜日
会
場／愛知県美術館
斡旋価格／前売一般 １,２００円（一般１，
６００円 ※当日 １，
８００円）
前売高校・大学生 ８００円（一般１，
０００円 ※当日１，
２００円）
中学生以下無料
※上記料金で本展会期中に限りコレクション展もご覧になれます。 ※学生の方は当日会場で学生証をご提示ください。

★浮世絵や俳句を通じて日本に憧れた初期の代表作から民芸や書、やきものに触れた戦後の大作まで、
約140点の作品と資料を通じてミロと日本の深いつながりを紐解く世界初の大回顧展です。
[公式サイト] https://miro2022.jp/

ドローン夜間自主練習会のご案内！

お知らせ

５月より岡崎市中小企業勤労者支援センターにて自主訓練のため、
「夜のドローン自主練習会”
Ａｆ
ｔｅｒ17：00
“」
を開催します。ご興味ある方はぜひ、ご参加ください。
■開催日程／5/13（金）
・5/14（土）
・5/27（金）
・5/28（土）
・6/10（金）
・6/11（土）
・6/24（金）
・6/25（土） の８日間
■時
間／①１７時～１８時 ②１８時～１９時 ③２０時～２１時
■場
所／岡崎市中小企業・勤労者支援センター 屋内訓練場
（有料）
■持 ち 物／屋内シューズ・
ドローンの機体 ※ドローンの機体はレンタルもあります。
■料
金／コート使用料 会員・会員家族 1組 １時間 2,000円
ドローン機体レンタル料 1,000円（機体のレンタルが必要な場合のみ）
■そ の 他／コート面積：1コート240平方メートル・天井の高さ約10メートル
コート内は1度に1台のみ飛行可能
予約は5日前までにセンターへ電話で予約☎0564-52-4611
※センターFacebookにて告知のある日は、2日前までの申込。

■場
■内

中小企業向けの先端技術講座を開催します。

所／岡崎市中小企業・勤労者支援センター
容／①ドローンに関する基礎知識、ライセンス取得のメリット講座
5/13（金）14：00～16：00
参加費 1．
000円
②ドローン活用した、農薬・活性剤散布講座
5/25（水）14：00～16：00
参加費 1，
000円
③目指せ業務9割減！実はExcelでできたDXによる業務効率化講座
6/14（火）14：00～16：00
参加費 1，
000円
こちらの講座は共済会にて1000円の助成金申請を受けることができます。
■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。
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お知らせ

５月号 共済会ニュース

斡旋価格変更のお知らせ

６月１日から下記２商品の斡旋価格が変更になります。
①ユナイテッドシネマ映画券
一般 1,100 円→1,200 円
小人（高校生まで） 700 円→750 円
②葵湯 回数券
10 枚綴り 5800 円→6,700 円
※郵送手続き・銀行振込手続きなどが滞った状態で6月1日を過
ぎてしまった場合、改定後の料金を頂戴いたしますので、ご了
承ください。

ぎふワールド・ローズガーデン春のローズウィーク

窓口販売・郵送（銀行）※Webのみ

販売期間：５月１日（日）～５月２９日（日）
期／５月１１日
（水）
～６月１２日
（日） ９：００～１７：００
（最終入園１６：３０）
・２２日（日）
・２８日（土）
・２９日（日）
休園日：毎週火曜日
（５月１７日
（火）
・２４日
（火）
は特別開園） ※バラのハイシーズン ５月２１日（土）
（※７：３０～９：００は本チケットでの入場不可）
７：３０～１８：００
（最終入園１７：３０）
●会 場／ぎふワールド・ローズガーデン
●入園料／大人 ８００円（一般１，
０５０円）
高校生以下無料。

●会

※障害者手帳等の交付を受けている方および介助者1名様は無料。入園の際、係員にご提示ください。

★ぎふワールド・ローズガーデン
（花フェスタ記念公園）、今年は「春のローズウィーク」を開
催します。世界最大級のバラ園では、原種・オールドローズから世界の最新品種まで色とり
どりのバラが開花します。広大な敷地で3密を回避し、鮮やかな花色と豊かな香りに包ま
れた「春のバラ園」を散策しながら、癒しのひと時を過ごしませんか？感染対策を講じなが
らバラ本来の魅力をお楽しみいただけるよういたします。 ※駐車料金無料。

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

■会費領収書・請求書について

共済会会費１期分（４月～６月）の領収書は、代表者サイト
（ポータルサイト）
から下記手順で
ダウンロードください。
→

事業所・会員情報

→

請求書・領収書

→ 任意のデータをDL（ダウンロード）

■会員情報変更の手続きについて

転勤や進学などで同居家族に異動があった場合は、
「 会員登録変更届」を提出してくださ
い。各種書類は、共済会のホームページからダウンロードしていただくか、電話にてお申し付
けください。毎月２５日までの申込は、翌月の１日が資格取得日となります。
２６日以降の申
込は、その次の受付分となりますので、書類のご提出はお早めにお願いいたします。

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。

★共済会 HP
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★ポータルサイト

★OK. EC プラス

〔事業所向け〕

〔個人向け〕

