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　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。

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
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。

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。
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）。

　  ※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。

ハゼ釣り大会
　東幡豆でハゼ釣り大会を開催します！大物賞、数釣り賞、応援賞など
各賞をご用意しておりますので、奮ってご参加ください！

■開催日時／８月２7日（土）　　受付６：００～　開始６：３０～　１１：００表彰式　
■会　　場／西尾市東幡豆漁業協同組合　市場周辺
■参加資格／会員及び登録家族　２0名
　　　　　　（中学生以下の方はどなたかとペアで参加ＯＫ）
■参 加 費／５００円　（エサ（ゴカイ）代込）
■持 ち 物／クーラーボックス、保冷剤、釣り竿等、飲物、食事等。
■そ の 他／暑さ対策に帽子や日焼け止め、タオル等をご用意ください。また、釣り

竿の貸出はございませんので各自でご用意ください。保冷用の氷は市場
の自動販売機で購入（500円）か事前にご準備ください。出たゴミは各
自でお持ち帰りください。小雨決行のため、天気によっては雨具をご準
備ください。受付が済みましたら、場所はご自由に移動していただいて
もOKです。
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小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！
～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～
小学生プログラミング教室　１Day　SUMMER教室！
～SCRATCH(スクラッチ)を使って楽しくピンポンゲームを作ろう！～

●会　　場／7月29日（金）～8月5日（金）
　　　　　　　　株式会社オアシス
　　　　　　　　住所：岡崎市土井町字西番城１９番地１
　　　　　　8月17日（水）～20日（土）
　　　　　　　　岡崎市中小企業勤労者勤労者支援センター
●参 加 費／無料　（一般５００円）
●対　　象／小学生　※低学年コースと高学年コースの２種類があります。
●申込方法／FAXもしくは、Webから申込ください。
　　　　　　申込いただいた日程がすでに埋まっている場合
　　　　　　別日程のご相談をさせていただきます。

小学生向けにプログラミングレッスンを夏季限定で開催します！
「スクラッチ」はビジュアルプログラミング言語でプログラムをテキストで記述するのではなく、ブロックなど視覚的に理解しや
すいオブジェクトを動かすことでプログラムが動く言語です。
ドラッグ＆ドロップの簡単なマウス操作で指示を出し、その結果をすぐに目で見て確かめることができる仕組みなので、まるで
ゲームをしているような感覚で楽しく操作できることが魅力です。他のソフトに比べて直感的で操作しやすいことが特徴です。

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

●日　　時／

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.477 令和4年6月１日現在／
事業所数668社 会員数：7,924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
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共済会ニュース７月号

Web印刷・窓口渡し岡崎駒立ぶどう狩り 割引利用補助券岡崎駒立ぶどう狩り 割引利用補助券

ハウス
デラウェア

デラウェア・
スチューベン

種なし巨峰

巨峰

1,2００円１,7００円

6００円9００円
1,1００円１,6００円

8００円1,1００円
5００円8００円

1,5００円2,0００円
1,2００円1,5００円

9００円1,2００円
1,3００円1,8００円
1,0００円1,3００円

7００円1,0００円

7/20～7/31 小　人
大　人

幼　児

小　人
大　人

幼　児

小　人
大　人

幼　児

小　人
大　人

幼　児

デラウェア　8/1～8/下旬頃
スチューベン他
　9/下旬～10/10頃

8/20～8/下旬
※無くなり次第種有へ

9/上旬～9/30頃

券　種 種　類 区　分 一般料金 会員料金

9００円１,2００円

アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。

渥美のメロン狩りと食べ放題割引利用補助券
●利用資格／会員と登録家族
【ニュー渥美観光（株）】

●メロン狩り開催期間／8月1日（月）～8月15日（月）
　　※大人は小学生以上、幼児は３歳以上　　※要予約  ※食べ放題／２歳以下無料
　　※感染症予防対策のため、今年は日数をすくなくして実施します。
●予約･産地問屋直売店　ニュー渥美観光（株）／田原市保美町段土165　☎：0531-32-0636　フリーダイアル☎：0120-334718

●メロン狩り開催期間／開催中～９月中　※要予約
●予約･（有）日研農園／
　田原市堀切町鳥屋道２６
　☎：0531-35-6854
　http://www.nikken-n.com/

【（有）日研農園】

内　容 区　分 一般料金
メロン狩り（１玉）
＋３０分食べ放題

食べ放題のみ

大　人
幼　児

3,800円
2,800円

会員利用料金
2,300円
1,500円

大　人 2,000円 1,400円
幼　児 1,000円 600円

内　容 区　分 一般料金

食べ放題（30分）

バーベキュー
メロン狩り＋冷やしカットメロン

大　人
幼児（5歳以下）

2,100円
1,000円

会員利用料金
1,800円

700円
どなたも 2,100円 1,700円
どなたも 1,900円 1,500円

★利用補助券は、共済会事務局の窓口でお渡しします。会員証を持参の上、お越しください。
渥美のメロン狩りと食べ放題割引利用補助券

●開園時間／９：３０～１６：0０　　　　　●利用資格／会員と登録家族
※利用補助券は、共済会事務局の窓口でお渡しします。会員証を持参の上、お越しください。チケット記載の注意事項をご覧の上、ご利用ください。
　◆感染症予防対策のため、ブドウ園を割り振ります。ご利用前に必ず案内所にお立ち寄りください。
　◆必ずマスクの着用をお願いします。レジャーシートをご利用になる場合ご持参ください。
　◆バーベキューなど予約が必要な施設があります。
●予約・岡崎駒立ぶどう狩り組合／☎0564-45-5151
●ホームページ／http://www.nande.com/coma-grape

※大人は中学生以上、
　小人は小学生、
　幼児は3歳以上

イメージ

ストロベリーパークみふね  メロン狩り　ストロベリーパークみふね  メロン狩り　7月14日（木）締切
お渡し予定：7月20日（水）～

●有効期間／７月７日(木)～８月２１日（日）まで
●場　　所／ストロベリーパークみふね　　〒470-0371 愛知県豊田市御船町東山畑34－2
●営業時間／AM１０：００～PM１６：００　（受付は15時まで）
●定 休 日／月曜日・木曜日（祝日の場合は営業。翌日が定休日となります。）
●料　　金／ころたんメロン狩り　　一般  1，600円（一般　2,000円）

チケット１枚につき、ころたんメロン２玉、幸せを呼ぶころたんパフェが１個ついたお得なチケットです。
　※チケット１枚につき、６名様までご入園が可能です。
●ご利用方法／要予約　HPまたは電話にてご予約ください。
　　　　　　　来園時にはチケットをご持参の上、現地窓口にてご提示ください。
新型コロナウイルス感染防止対策に関する注意事項 
お客様が安心して「メロン狩り」をお楽しみいただくために様々な新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。
◎受付時はマスク着用の上、手指消毒・検温を実施させていただきます。　◎マスクとビニール手袋を着用の上、消毒済みのはさみを使用してメロンを狩っていただきます。　◎飲食スペースはソー
シャルディスタンスを考慮して、テーブルの間隔を十分に確保しております。　◎飲食時の大声での会話の自粛や飲食していない時のマスク着用の徹底にご協力ください。　◎３７.５℃以上の体温が
あるお客様には大変申し訳ございませんが入園をお断りさせていただきます。　◎マスクは各自ご用意ください。（ビニール手袋は提供させていただきます）　◎施設内に設置した大型換気扇・循環
扇による換気の徹底　◎机やドアノブなど、人の手が触れやすい箇所のこまめな消毒の実施　◎スタッフの体調管理の徹底・マスク着用　◎最新のUV-B防除システムによる栽培空間の除菌

Web印刷・窓口渡し

Web・ＦＡＸ申込

イメージイメージ

イメージイメージ
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サーティワン アイスクリームギフト券の斡旋

鳥羽水族館入館券の斡旋！

サーティワンのアイスクリームのギフト券をお値打ちに斡旋！
今回もうれしい「特典」付！「特典」と一緒にぜひご利用ください！
●券　　種／５００円券を５枚で１セット
●斡旋価格／２，0００円（一般：２，５００円分）
●斡旋枚数／５００セット　　●申込資格／会員のみ　１人２セットまで
●特　　典／サーティワンのアイス（シングル）無料券付！
※特典の無料券は岡崎市内の４店舗のみ使用可能です。　　※一部の店舗ではご利用になれません。
※ご利用になれない商品もございますのでご確認ください。　　※有効期限はございません。
※利用金額が金券額面に満たない場合にはおつりがでます。　　※支払い額が金券額面を超えた場合不足分を現金で支払えます。 ≪(株)タニザワフーズ≫　　

みんなで楽しもう！花火の斡旋！みんなで楽しもう！花火の斡旋！
ご家庭で楽しむ花火のセットの斡旋です。みんなでわいわい楽しみましょう！
●斡旋価格／①豪華花火．ｃｏｍ　５００円　・ワンランク上のおもしろさ！変色変化たくさんの満足セット！
　　　　　　②はなびんの夏休み！　1,000円　・あの復刻版『ドラゴン』入ってます！
　　　　　　③てもちがいっぱいデラックス 1,200円　・花火たっぷり２００本！残っても大丈夫なチャック付
　　　　　　④情熱バカンス　1,800円
　　　　　　　・夏の思い出を熱～く応援！花火の種類が多く、手持ち・打上・連発・噴出花火が入ってます！
●申込資格／会員のみ （各花火 1 セットまで）
●斡 旋 数／各 5０セット
　　　※斡旋価格には共済会の補助が含まれています。　　※市場への供給状況によりパッケージ内容が変更になる場合がございます。
　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。

協賛　≪㈱稲垣屋≫ 　≪㈱太田煙火製造所≫

申込締切：7月14日（木）

① ② ③ ④

サーティワン アイスクリームバラエティボックスギフト券の斡旋
サーティワンアイスクリームの6個入りバラエティボックスギフト券を斡旋！
こちらの券には特典はつきませんが、大変お得なチケットになっております。
●券　　種／バラエティボックスギフト券
　　　　　　レギュラーサイズ6コ入
●斡旋価格／1,800円（一般2,140円）
●斡旋枚数／100枚
●申込資格／会員のみ　1人２枚まで
●有効期限／ご利用期限の指定はございません。
※一部の店舗ではご利用になれません。
※バラエティボックスとの交換となりますので、お釣りはでません。

Web・ＦＡＸ申込

　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。　　　※申し込み多数で品物が不足した場合は、同等品にて対応させていただきます。

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

飼育種類数日本一！約1200種類
日本で唯一ジュゴンに会える鳥羽水族館の入館券をお得に斡旋！
●券　　種／大人（高校生以上） ２，３００円（一般：２，８００円）
　　　　　　小人（小中学生） １，３００円（一般：１，６００円）
　　　　　　幼児（３歳以上） ５００円（一般：　８００円）
●斡旋枚数／１００枚
●申込資格／会員のみ４枚　※登録家族分ご希望の方はFAXにて対応いたします。
●利用期限／2022年12月31日まで
　　　　　　失効した券についての個別対応は致しかねますので、ご了承ください。
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①赤だし詰め合わせ
■内　　容／●ゴールド赤だし900g／八丁味噌に豆味噌・米みそなどを調合した赤だし味噌。濃い目の味で地元で好評

をいただいている赤だしです。
　　　　　　●三葉葵赤だし900g／八丁味噌に豆味噌・米みそなどを調合した赤だし味噌。きめ細かく仕立ててありま

すので口当たりがまろやかです。
■賞味期限／製造日より12ヵ月　　■斡旋価格／800円（一般価格：1,944円（税込））　※斡旋価格には共済会の補助が含まれています。
②即席みそ汁　1個（5食入り）
お椀に味噌と具を入れてお湯を注ぐだけ。赤だしの旨みとコクをご家族で簡単に。2種類の具が楽しめます。
■賞味期限／9か月
■斡旋価格／250円（一般価格：415円（税込））
　即席みそ汁×５セット
■斡旋価格／1,000円（一般価格：2,075円（税込み））
③みそかりんとう（125ｇ）
八丁味噌の風味とサクッとした歯ごたえが後を引くかりんとうに
仕上げました。
■賞味期限／4ヵ月　　■斡旋価格／250円（一般価格：378円（税込））
④みそかつカレー
ヒルナンデス　定員さんアワードご当地カレー部門　第３位！！
八丁味噌で仕上げたカレーにとんかつを２個閉じ込めました。
甘辛く旨みが広がる味わいをお楽しみください。
■賞味期限／１２ヵ月
■斡旋価格／300円（一般価格680円（税込））
⑤みそまんじゅう
自慢の八丁味噌を使用し、上品な風味のお饅頭に仕上げました。
■賞味期限／4ヵ月
■斡旋価格／350円（一般価格：756円（税込））

■申込資格／会員のみ１商品２個まで

Ｒ

創業延元２年（一三三七）まるや八丁味噌の味噌製品はいかがでしょうか。

≪（株）まるや八丁味噌≫　

「味噌製品5種類」の斡旋！から

楽しい理科実験教室！楽しい理科実験教室！
明るい時に充電し、暗くなると自動的にソーラーＬＥＤライトが点灯するように働きます。
ソーラーＬＥＤライトとペットボトルを使ってエコな工作に挑戦しよう！　※作成したペットボトルエコライトは持ち帰れます。　
●日　　時／8月18日（木）　午後１時３０分～午後４時
●場　　所／岡崎市中小企業・勤労者支援センター　第４・５教室
●参 加 費／無料
●対　　象／小学3年生～4年生　　　●募　　集／10名（応募者多数の場合は抽選）　※保護者同伴
●持 ち 物／筆記用具
●内　　容／「ecoについてのお勉強」と「いろんな科学実験」・工作キット「ペットボトルエコライト」の作成

Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー Web・FAX申込

●日　時／８月２７日　①13：00開演　②16：00開演
●場　所／豊田市民文化会館　大ホール
●券　種／全席指定　2,500円（一般3,000円）
※3歳以上有料。3歳未満の膝上鑑賞は無料、座席が必要な場合は有料
●その他／座席の選択はできません。座席選択をご希望の方は文化会館インターネット
　　　　　予約または窓口販売にてご購入ください。（割引なし）

おかざき世界子ども美術博物館　「あそべる宇宙博」 招待券
ふわふわスペース迷路スタンプラリー
おかざき世界子ども美術博物館　「あそべる宇宙博」 招待券
ふわふわスペース迷路スタンプラリー
スペース迷路にチャレンジ！迷路に入ってスタンプを集めよう！素敵なプレゼントがもらえるよ！
※プレゼントはなくなり次第終了いたします。
●プレゼント枚数／先着60枚　会員お一人２枚まで
　　　　　　　※なくなり次第終了。数に限りがあるため、必ず行ける方でお願いします。また、残数をご確認の上、お越しください。
●会　　期／7月2日（土）～9月4日（日）
●開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
●休 館 日／毎週月曜日（ただし５月２日は開館）、祝日の翌平日（８月１２日）
●観 覧 料／一般〔高校生以上〕600円、小中学生100円
　　　　　　　※岡崎市内（在学・在住）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）
　　　　　　　※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1名は無料(各種手帳を提示)

窓口渡し

① ②

③ ④ ⑤
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注意事項／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。

スルメが丘は花の匂い Web・ＦＡＸ申込松田聖子 Web・ＦＡＸ申込

公演日／８月１４日（日）　１６：００開演
会　場／愛知県芸術劇場コンサートホール
券　種／S席　7,900円（一般8,900円）　※未就学児童入場不可
出　演／バンドリーダー＆音楽監督：ブラッド・ケリー
　　　　バンド：ブラッド・ケリー・ビッグバンド
★ウォルト・ディズニーが愛した〈ジャズ音楽〉を、ブラッド・ケリー率いるビッグバンドでお贈りするコンサート！
今年は、「JAZZ ANIMALS～夢を奏でる動物たち」をテーマに、『ライオン・キング』、『おしゃれキャット』、『ダ

ンボ』といった素敵な動物のヒーロー／ヒロインに光をあて、彼らの奏で
るジャズのリズムに乗せて、夢見る姿を映像と音楽で描きます。
■新型コロナウィルス感染症対策について
※本公演は政府や自治体によるガイドラインに従い、感染防止対策を徹底
して開催させていただきます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止策として、事前にご登録のうえご来場
くださいますようご協力をお願いいたします。
万が一感染者が発生した場合など必要に応じて保健所等の公的機関へ提
供させていただく場合がございます。予めご了承ください。
緊急連絡先登録フォーム：中京テレビ事業 「ディズニー・ワールド・ビート」公
演詳細ページにてご確認ください。

ディズニー・ワールド・ビート 2022
JAZZ ANIMALS～夢を奏でる動物たち

Web・ＦＡＸ申込

公演日／８月２８日（日） １５：００開演
会　場／日本ガイシホール
券　種／S席　8,800円
　　　　（一般9,800円）
※未就学児童入場不可
★「Seiko Matsuda Concert Tour2022」
のスケジュールが決定いたしました。
ヒット曲の数々といつまでも輝き続け
る松田聖子の確かなステージをお見
逃しなく！！

※本公演の定価と割引価格の差額は（公財）岡崎幸田勤労者共済会にて補助されています。
※重要※（必ずお読みください）

「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の内容を必ずご確認・ご了承のうえでお申込み
ください。
https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2360

ディズニー・アカペラ・コンサート  「ディカペラ」 Web・ＦＡＸ申込

上妻宏光 Web・ＦＡＸ申込

公演日／10月8日（土）　14：30開演
会　場／電気文化会館　ザ・コンサートホール
券　種／全席指定　5,300円（6,000円）　※6歳未満入場不可
出　演／上妻宏光・内田麒麟（チェロリスト）
★通算150公演到達を記念する上妻宏光「生一丁！」Tour2022開催決定！
原点である津軽五大民謡と、新たにゲストを迎え新境地へ！
数々の津軽三味線大会で優勝した輝かしい実績を持ち、国内外のジャンルを
超えて三味線の可能性を追求してきた上妻宏光。“生音”にこだわった「生一
丁！」公演は、2001年から開催しており通算150公演に到達する。一流の技
術と真髄である“生音”の響きを体感して欲しい！

≪重要≫
キョードー東海HP

（https://kyodotokai.co.jp
/events/detail/2357）に
記載の内容を必ずご確認・ご了
承いただいたうえでお申込み
ください。

公演日／８月１７日（水） １８：３０開演
会　場／東海市芸術劇場 大ホール
券　種／全席指定　7,500円
　　　　(一般8,500円) ※未就学児童入場不可
作・演出／岩崎う大（かもめんたる）
出　演／吉岡里帆／伊藤あさひ・鞘師里保／岩崎
う大　牧野莉佳　もりももこ　小椋大輔／ふせえり
★吉岡里帆　初主演舞台！
作・演出は、お笑い界のみならず演劇界でも大注目の岩崎う大

（かもめんたる）！
シンデレラや浦島太郎が生まれる不思議な世界 迷い込んだ童話は「スルメ姫」!?
幸せとは何か、価値観の違う者同士が共存するにはどうすればよいか、という普遍的
テーマに触れた、唯一無二「岩崎う大流」ファンタジー・コメディー。
≪重要≫
キョードー東海HP（https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2386）に
記載の内容を必ずご確認・ご了承いただいたうえでお申込みください。

公演日／9月6日（火）　18：30開演
会　場／日本特殊陶業市民会館　フォレストホール
券　種／S席 8,800円（一般9,800円） ※３歳以下入場不可
★"声"だけで魅せるディズニー音楽の世界！
全米が見守る中、オーディションを勝ち抜いた選ばれし

ボーカリストが“声”だけでディズニー
の名曲の数々を表現！
ディズニー初の公式アカペラグルー
プ、ディカペラが再び日本全国にディ
ズニー音楽の魔法をお届けします。
≪ 重 要 ≫ キ ョ ード ー 東 海 H P

（https://kyodotokai.co.jp/events/
detail/2380）に記載の注意事項を
必ずご確認・ご了承いただいたうえで
お申込みください。

Presentation licensed by Disney Concerts. 
©Disney

公演日／8月7日（日）17：00開演
会　場／愛知県芸術劇場コンサートホール
券　種／S席　9,000円
　　　　（一般10，000円）
※未就学児童入場不可
出　演／花總まり、田代万里生（歌・ゲスト）、
古澤厳(ヴァイオリン)、塩谷哲(ピアノ)
演奏：セントラル愛知交響楽団、指揮：中田延亮
★今年デビュー３０周年を迎える花總まりがオーケストラとお
届けする女王達の物語。

宝塚のレジェンドであり、ミュージカルの第一線で活躍し続ける花總まりがこれまでに演
じた女王たちの物語。ベルリンフィルからも一目おかれるヴァイオリニスト古澤巖、高い音
楽センスで活躍するピアニスト塩谷哲と共に、今回、気品ある甘い歌声で魅了する田代万
里生をゲストに迎え、演出も新たに、語りと演奏、歌で彩る音楽絵巻をお楽しみ下さい。

プレミアムシンフォニックコンサート
～花總まり・女王たちの物語～ Vol.2

Web・ＦＡＸ申込

公演日／９月１０日(土)　１５：３０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　5,900円
　　　　(一般7,800円)
※未就学児童入場不可
★シャンソンで話題！泣き歌の女王・クミコ。
ココロの扉を開く珠玉の名曲たちを、生の
歌声でお楽しみください！

≪重要≫
「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。
https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2405

クミコ　「銀巴里」から40年… 
クミココンサート2022わが麗しき歌物語Vol.5 愛しかない時

Web・ＦＡＸ申込

劇団四季ミュージカル 『ＣＡＴＳ』 Web・ＦＡＸ申込

公演日／１１月１９日（土）
　　　　１３：００開演
　　　　１２月１８日（日）
　　　　１３：００開演
会　場／名古屋四季劇場
料　金／S席　11,600円
　　　　（一般12,100円）
※会員価格は当互助会の補助金による割引です。
※2歳以下の入場不可　3歳以上有料（膝上観劇不可）

★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
劇場ロビーからつづく扉を開けると､そこは『キャッツ』の世界。
客席と舞台とが一体になった都会のゴミ捨て場が広がっています。
一歩足を踏み入れれば、まるで自分も猫になったような錯覚を抱き、あ
なたはあっという間に“キャッツ・ワールド”の住人となることでしょう。

申込締切：7月14日（木）
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Pagina “THE ROOF”（パージナ ザ・ルーフ）　BBQ（Casual Plan）チケットPagina “THE ROOF”（パージナ ザ・ルーフ）　BBQ（Casual Plan）チケット
●有効期限/～10月31日　　　　●会　　場/Pagina　“THEROOF”（パージナ　ザ・ルーフ）
●料　　金/Casual Plan（1名分）　5,000円（一般6,000円）
　※フリードリンク１５０分付き（通常１２０分、３０分延長価格は１，０００円となります。）
●メニュー内容／・国産牛カルビ　・国産豚三枚肉　・奥三河鶏もも　・ハーブソーセージ・オニオン　・パプリカ
・カボチャ　・ポパイ　・フラワートルティーヤ　・コーントルティーヤ　・レタス　・サルサ・メヒカーナ　・ワカモレ
・パクチー　・チーズ　・トルティーヤチップス　・ライム　・自家製カルニータス ※トルティーヤ２種とレタスはフリー（おかわり自由）です。
●営業時間／【月～金曜】１７：００～２３：００（L.O. ２１：３０）　　【土・日・祝】１１：００～２３：００（L.O. ２１：３０）
　　　　　　【定休日】なし（雨天時は中止の場合があります）
●ご利用方法／【電話番号】０５２-２６５-９１７１　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。
注意事項　※追加のご注文を頂いた際、現金でのお支払いが出来ません。クレジットカード
または電子マネーでの決済となります。
※政府や県の要請や新型コロナウイルス感染拡大防止のため、酒類の提供が出来かねる場
合や営業時間変更の可能性もございます。公式HPやご予約時にご確認をお願いいたします。

2022年１１月　宝塚歌劇花組全国ツアーの斡旋！2022年１１月　宝塚歌劇花組全国ツアーの斡旋！ Web・FAX申込

Web・FAX申込

●演　　目／ミュージカル・ロマンス 『フィレンツェに燃える』
1975年に雪組で上演され絶賛を博した『フィレンツェに燃える』。愛の二面性をテーマに描か
れた哀感溢れるミュージカル作品の初の再演に、柚香光を中心とした花組が挑みます。

　　　　　　ショー グルーヴ 『Fashionable Empire』
時代や流行の先端を行く洒落者達が集う“Empire（帝国）”を舞台に、時にクールに、時に熱い
ビー トのうねりで人々を魅了する数々の場面で構成するスタイリッシュなショー作品。花組トッ
プスター・ 柚香光の持つ都会的で洗練された魅力に焦点を当てると共に、花組生達の多彩な輝
きを様々なグルーヴ に乗せて、極上のエンターテインメントをお届け致します。

●主　　演／（花組）柚香　光　・　星風　まどか
●日　　時／１１月１日（火） 15：00開演　　　　　　１１月２日（水） 12：00開演・16：30開演
　　　　　　１１月３日（木・祝） 11：00開演・15：30開演
●会　　場／日本特殊陶業市民会館フォレストホール（名古屋市民会館大ホール）
●券　　種／S席　7,000円（一般8,300円）　※3歳以上のお子様にはチケットが必要です。
●斡旋枚数／各公演20枚

ヘンリー八世： Web・ＦＡＸ申込朗読劇 泉ピン子の「すぐ死ぬんだから」 Web・ＦＡＸ申込

公演日／９月１０日(土)　１４：３０開演
会　場／ウインクあいち　大ホール
券　種／全席指定　7,800円
　　　　（一般8,800円）
※未就学児童入場不可
出　演／泉　ピン子・村田 雄浩
★「愉快痛快」と日本を元気にした内館牧子
のベストセラー小説完全舞台化！！
内館牧子の大ベストセラー小説「すぐ死ぬん

だから」を、泉ピン子主演で朗読劇として上演が決定！
共演は、TV ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」など、泉ピン子との共演も
多い村田雄浩。二人ですべての登場人物を演じます。
そして、音楽を担うのは宮川彬良。クラッシック、舞台音楽、「マツケン
サンバⅡ」の作曲と、変幻自在の宮川の音楽が場面を引き立てます。
ぜひご期待ください！！

公演日／9月30日（金） 18：30開演・10月2日（日） 12：00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／9月30日（金） S席 11,000円（一般13,000円）
　　　　10月2日（日） S席 12,000円（一般13,000円）
　　　　　※未就学児童入場不可
出　演／阿部 寛/吉田鋼太郎/金子大地/宮本裕子/山谷花純
/谷田 歩/河内大和　他
★英国王室史上、最もスキャンダラスな王ヘンリー八世。
絶対権威のためには容赦なく配下を切り捨て、王妃を替える。王をめぐるスキャン
ダルと、その裏に交錯する欲望と謀略、熾烈な地位争いが繰り返される。
舞台は１６世紀の英国王宮。ヘンリー八世（阿部 寛）の寵愛を受け、出世のために
策略をめぐらす高慢な枢機卿ウルジーは王侯貴族たちの非難の的になっている。

ある晩、ウルジーが催す晩餐会で王は王妃
キャサリンに仕える女官アン・ブリンに心を奪
われる。王は王妃との結婚を無効にしようと
離婚裁判を起こすが、宗教や複雑な国際問題
が絡み、歴史的な問題へと展開していく――

川中美幸コンサート2022『人・うた・心』 Web・ＦＡＸ申込

公演日／９月１５日（木）15：30公演
会　場／幸田町民会館　さくらホール
券　種／全席指定　5,700円（一般6,500円）
※未就学のお子様は入場いただけません。
★ヒット曲「ふたり酒」「二輪草」のほか、45年間の音楽人
生を振り返る多彩なレパートリーを熱唱します。

公演日／９月１８日（日）14：00公演
会　場／幸田町民会館　さくらホール
券　種／全席指定　3,400円（一般３，８００円）
★テレビでおなじみの三遊亭好楽と林家たい平の二人に
よる爆笑落語会

ハッピネス・ヒル寄席 その十五
三遊亭好楽・林家たい平 二人会 Web・ＦＡＸ申込

お渡し予定：7月26日（火）～

※写真はイメージです。 ©宝塚歌劇団
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■申込資格／会員のみ　１人4枚まで　　■有効期限／約１年間有効　
■券　　種／基本マイカーで回るものになります。園内バスをご利用の場合は、この

別途1,300円（３歳以上・エサ代）が必要となります。
■施設情報／静岡県裾野市須山字藤原２２５５－２７ 　　TEL：055－998－２１８５
■交通案内／新東名高速道路新富士ＩＣから３０分
★この他、詳しいことはＨＰをご覧下さい！　　http://www.fujisafari.co.jp/index.html

※3歳以下無料　　　※受付で年齢を証明できるものをご提示ください。

富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！富士サファリパーク　入園券の斡旋！
種　類 区　分

大人（高校生以上）
小人（4歳～中学生）

昼の
サファリ

一般料金 斡旋価格
1,900円
900円

2,700円
1,500円

昼のサファリ［年中無休］
時　間

9：00～16：30
10：00～15：30

期　間
3月11日～10月31日
11月1日～3月10日

ＦＡＸ申込

サンリオピューロランド　福利厚生パスポートサンリオピューロランド　福利厚生パスポート
●有効期間／２０２２年７月１６日（土）～２０２２年９月３０日（金）
　　　　　　　　※休館日…9/1（木）、7（水）、8（木）、14（水）、15（木）、28（水）、29（木）
●券　　種／デイパスポート（ご入場と各アトラクションがお楽しみ頂けます）
　　　　　　大人（18歳～64歳）⇒ ２，７００円（一般価格 3,600円～4,900円）
　　　　　　小人（3歳～高校生）⇒ １，８００円（一般価格 2,500円～3,800円）
　　　　　　シニア（65歳～）⇒ １，８００円（一般価格 2,500円～3,800円）
　　　　　　　　※2歳以下無料
★サンリオピューロランドでは、2022年7月8日(金)～8月31日(水)まで、“思い出になる
夏”をテーマにしたスペシャルイベント「夏ぴゅーろ～あの夏をもう一度～」を開催します。
ひまわりや麦わら帽子など夏らしいモチーフを散りばめた館内で、カメラを片手に大切な人
との思い出作りを楽しめるほか、毎年大好評のフードやグッズも、夏ならではの内容が盛り
だくさん。キャラクターたちと一緒にメモリアルな夏を過ごせること間違いなしです。
・期間内全日でご利用いただけます。(休館日は除く)　・パーク内のキャパシティ制限を行うため、事前にご来場日の予約
が必要になります。　詳しくはサンリオピューロランド公式ホームページをご覧ください。

ルルド　マッサージグッズの斡旋ルルド　マッサージグッズの斡旋 Web・ＦＡＸ申込

①　ルルド　ネックマッサージャー　プロ
いつでもどこでも心地よい時間を過ごしたい人へ。軽くて、コンパクトなのに機能的。
テレワークなどおうち時間が増えた今にピッタリの毎日の疲れを気軽に癒してくれる本格マッサージャーです。
●カラーバリエーション／テラコッタオレンジ・アクアブルー・サンドブラック　3色からお選びいただけます。
●斡旋価格／5,200円（一般価格6,800円）　　※限定30個

②　ルルド　ハンドケア
がんばる手にご褒美マッサージ
指を1本づつ包むグローブ型ハンドマッサージャー15層のエアバッグで手のひらはもちろん、指の1本1本をていねいに
もみ出しマッサージ。手全体の血行を良くし、疲れを取ります。
●カラーバリエーション／ブラック・ピンク・ホワイト　3色からお選びいただけます。
●斡旋価格／8,500円（一般価格11,000円）　　※限定30個

③　フットエアマッサージャー
22枚のエアバッグが包み込むとろけるホットマッサージ
両足22枚のエアバッグを搭載。土踏まず、くるぶしまわりなどの細かな凹凸にもフィットして、しっかりマッサージします。
●カラーバリエーション／ピンク・ブラック　２色からお選びいただけます。
●斡旋価格／8,500円（一般価格11,000円）　　※限定30個

④　リリースガンプラスアーム
手のひらに収まるコンパクトで軽量なボディケアアイテム「モノルルド リリースガン」。
4段階の振動レベル調節と4種類のアタッチメントによる多彩な使い心地。背中に届く付属の専用アームで全身をカバー
できます。
●本体ボディカラーバリエーション／ブラック・グレー　2色からお選びいただけます。
●斡旋価格／11,400円（一般価格14,800円）　　※限定30個

配送もできますが、別途送料（660円）がかかります。

Web・ＦＡＸ申込

お渡し予定：①7月20日（水）　②7月26日（火）
※14日までの申込は①以降は②となります。

① ② ③ ④
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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。

共済会ニュース７月号

★共済会 HP ★OK. EC プラス★ポータルサイト

〔事業所向け〕 〔個人向け〕

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！　スマホや
PCで、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ください！

検索岡崎幸田勤労者共済会

★会費の口座引落しについて
７月は、７･８･９月分の会費の請求月です。７月１1日（月）にお申し出の口座から引落します
のでご準備ください。請求書は、ポータルサイトより、ダウンロードできます。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。

　この時期にご連絡させていただいております、当共済会の会費の消費税に係る取り扱い
については、課税対象外として処理していただきますようお願いいたします。

中小企業勤労者支援センターにて講座を開催します。中小企業勤労者支援センターにて講座を開催します。

■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。
■場　　所／岡崎市中小企業・勤労者支援センター
　　　　　　申込は右のQRコードから！

お知らせ

こちらの講座は共済会にて５００円の助成を受けることが出来ます。

●講 座 日／７月 ７ 日（木） ●これから産業活用したい方向け、ドローンに関する初期知識 及び用途にあった
　おすすめの機体講座

　　　　　　８月１０日（水） ●これから産業活用したい方向け、 太陽光パネル ・ 建物外壁についての
　ドローン講座

　　　　　　９月 ７ 日（水） ●これから産業活用したい方向け、 ドローンライセンス取得の
　メリットとその後の産業活用講座

●金　　額／各1,000円

ドローン活用セミナー

・ドローンを使って仕事をしたいが、どのドローンを買えばいいかわからない方
・ドローンに関する最新の法律を知りたい方
・建築業、設備業、電気工事業の方

こんな方に
お勧め！
こんな方に
お勧め！

先端技術セミナー
『経理や労務の負担を半分に！ マネーフォワードを活用した業務効率化によるコスト改善』
今話題の「マネーフォワード」を活用し、手軽に経理や労務を管理できる方法を伝授！
よく知られている、家計簿だけではなく、レジアプリ等他の機能と連携することも！？実際にデモンストレーションで体
感しながら受講ができます。
●講 座 日／７月12日（火）

『資金調達からマーケティングをワンストップで行える、 クラウドファンディングの基礎と最新情報2022』
ネット販売やクラウドファンディングのあり方や手法も日々変化をして います。今回は今までにない方法で、新商品
をお試しで販売ができるマ クアケをテーマに、クラウドファンディングの経験がある方もない方 も、最新の情報とと
もにマクアケを利用した売上アップやPRの方法を お伝えします♪
●講 座 日／8月23日（火）
●金　　額／各1,000円


