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　　鳥羽浦村　かき小屋
焼きかき・蒸しかき食べ放題！
　　鳥羽浦村　かき小屋

焼きかき・蒸しかき食べ放題！

◎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： 0564-64-0510  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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　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ください。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。

共済会第3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 ― 共済会第３駐車場

行

　程

8：30

18：00/18：15 19：05 19：30

8：50 11：45/12：15

15：05/16：35 16：5012：45/14：15

9：40/10：00 11：15

●日　　程／1月21日（土）
●募集人数／50名《最小催行人数25名》
●参加料金／

★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・おかげ横丁散策

注意事項／
※一般の方もご一緒にお申込みいただけます（一般の方のみでの参加は出

来ません。）
※お車は共済会（岡崎市中小企業・勤労者支援センター）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。

※申し込み多数の場合は抽選
※キャンセル料等については旅行会社の約款が適応されますので、ご了解

ください。
※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。
※感染症予防対策により中止となる場合があります。

下記旅行会社へＦＡＸ申込

8,008,008,008,008,008,008,000000000000円円円円8,000円8,000円
登録家族 9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000円円円円9,000円9,000円
一般同伴者 11,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,000円円円円11,000円11,000円
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共済会
おすすめツアー！

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.482 令和4年11月１日現在／
事業所数668社 会員数：7,923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

2022年
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共済会ニュース12月号

いちご狩りの季節です！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。ご自宅や職場でWeb印刷して
いただくいただくこともできます。
※必ず行く月を決定してからお越しください。

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

1,9００円 1,600円

1,5００円 1,200円

2,1００円 1,800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

（☎0533-68-2121）　
🍊🍊 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

8００円 400円

1,1００円 700円

1,0００円 600円

1,8００円 1,400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）

共済会ニュース12月号

いちご狩りの季節です！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

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 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組まで） ※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をご覧ください。

【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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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。
●使用期間／１月１０日（火）～５月９日（火）（除外日：特別催事日）
●券　　種／ランチ券 3200 円（一般 4000 円）
●斡旋枚数／ 300 枚　※申し込み多数の場合抽選
●申込資格／会員のみ一人 4 枚まで
●利用時間／ 11 時 30 分～ 2 時 30 分
●利用可能施設／２F ガーデンコート
　　　　　　　　２９F 花梨　
　　　　　　　　３０F スカイレストラン　スターゲイト
●要 予 約／ご利用時は必ずご予約をお願いいたします。
●予約・お問い合わせ／
　　　　　　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 am ～ 8：00 pm ）

おかざき世界子ども美術博物館　～わくわく鉄道博物館２０２２～おかざき世界子ども美術博物館　～わくわく鉄道博物館２０２２～ Web申込限定

申込締切：１2月11日（日）

●抽選枚数／60枚　（会員お一人２枚まで申込可）
　　　　　　　  ※数に限りがあるため、必ず行ける方でお願いします。
●会　　期／12月3日（土）～2023年3月5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1月9日は開館）、
　　　　　　年末年始（12月28日～1月3日）、令和5年1月10日（火曜日）、
　　　　　　2月24日（金曜日）
★パノラマカーを中心に名鉄特急の歴史を模型や貴重な資料で紹介するととも
に、これまでの鉄道博物館で好評をいただいている鉄道ジオラマも展示します。
あわせて子どもたちに人気の高いプラレール広場も開設します。楽しさいっぱい
の鉄道の世界をぜひ体感してください。

どうする家康　岡崎　大河ドラマ館どうする家康　岡崎　大河ドラマ館
■開催期間／２０２３年1月21日(土)～２０２４年1月8日（月・祝）＜期間中無休＞
　　　　　　　  ※主催者判断で臨時休館になる場合もあります。

■開館時間／9：00～17：00（最終入館16：30）
■会　　場／三河武士のやかた家康館（岡崎市康生町561-1岡崎公園内）
■券　　種／前売り大人（高校生以上） 200円（一般価格：640円）　
　　　　　　前売り小人（小・中学生） 100円（一般価格：320円）
　　　　　　　  ※未就学児童無料　

★約40年ぶりに徳川家康公を単独で主人公とする大河ドラマが2023年に放送
されるにあたり、家康公生誕の地・岡崎市に大河ドラマ館がオープンします。
　大河ドラマ「どうする家康」の世界観を楽しむ大河ドラマ館。そして、地階には家
康公や三河武士に関する常設展もあり、見応え十分です。

Web・ＦＡＸ申込先行販売先行販売

抽選抽選　　  で入場券をプレゼント！
OK．ECプラスもしくはポータルサイトにてお申込ください。

47
テキスト ボックス
←掲載内容に間違いがありました。以下が正しい内容です。※平日と休日で料金が変わります。お申込の際はご注意ください。誤：券種／ランチ券３，２００円（一般価格：４，０００円）正：券種／●ランチ券（利用券）３，２００円（一般価格：４，０００円）      　　　　※花梨・スターゲイトでお食事される場合、全日ご利用いただけます。               ●ランチ券（ガーデンコート土日・祝日用）３，６００円　　　　　　（一般価格：４，５００円）　　　　　　　※ガーデンコートを土日・祝日にご利用いただけます。
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ビアードパパのしっとり濃厚チーズケーキビアードパパのしっとり濃厚チーズケーキ Web・ＦＡＸ申込

あたためてふんわり♪　冷やしてしっとり
チーズの濃厚な味わいが満足感を高めてくれるチーズケーキです。
■内 容 量／４号
■斡旋価格／ 800 円（一般価格： 1,080 円）
■賞味期限／製造日より 45 日（常温保存可）
■申込資格／会員のみ　２個まで ≪㈱平田屋≫

森永乳業「睡眠改善」の斡旋
朝すっきりしない、寝ても疲れが取れない、そんなあなたに。
カロリー０・カフェイン０のＷゼロで寝る前でも。
虫歯の原因となる糖類不使用でスッキリ飲みやすいライチ味。
■斡旋内容／１箱 24 本入り（１本 125ml）
■斡旋価格／ 2,200 円（一般価格：2,600 円）
■賞味期限／製造日より 150 日（常温保存可）
■申込資格／会員のみ　２箱まで

麻辣えびラー油あられ Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

国産もち米を使用。花椒パウダーを使用し、ピリ辛の麻辣風味に
仕上げました。
■内 容 量／１袋 135ｇ（個包装紙込み）
■斡旋価格／ 600 円（一般価格：750 円）
■賞味期限／製造日より 120 日
■申込資格／会員のみ　２袋まで　 ≪森白製菓㈱≫

ひととえ こがね芋ひととえ こがね芋 Web・ＦＡＸ申込

なると金時芋使用！上品な甘さと風味をお楽しみください。
■内 容 量／１箱 10 個入り
■斡旋価格／ 900 円（一般価格：1,180 円）
■賞味期限／製造日より 120 日
■申込資格／会員のみ　２箱まで

≪㈱中島大祥堂≫

【内容】

丸大食品からデザートギフト　特別販売丸大食品からデザートギフト　特別販売
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／１２月１６日（金）～
　　　　　　１２月２３日（金）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
ショコラパウンドケーキ ２

Web・ＦＡＸ申込申込締切：12月8日（木）
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窓口申込

●料　　金／①そば＋桜えびのかき揚げ　１食 65０円（一般：７6０円）
　　　　　　②そばのみ　１食 30０円（一般：40０円）
●申込期間／１２月1日（木）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（土）　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）

受付期間：12月20日（火）まで

ガーデンキッチンフラリエ 【牡蠣食べ放題プラン】ガーデンキッチンフラリエ 【牡蠣食べ放題プラン】 Web・ＦＡＸ申込

●有効期間／２０２２年１０月２４日（月）～２０２3年３月３１日（金）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）
●券　　種／牡蠣食べ放題プラン（１名分）  4,700円  （一般価格：５，５００円）
　　　　　　　　※フリードリンク２時間付き　※申込多数の場合抽選。
●営業時間／【土日・祝日】 ： １１：３０～１５：００（ドリンクL.O.１４：３０）、

１７：００～２２：３０（ドリンクL.O.２２：００）
　　　　　　【平日・祝前日】： １７：００～２２：３０（ドリンクL.O.２２：００）
●年末年始休業日／１２月３０日（金）～１月５日（木）
　　　　　　　　※事前にHPをご確認下さい。
●ご利用方法／【電話番号】０５２－２６５－８２２７　事前予約制となります。
　　　　　　　　※お問い合わせは１２：００～２１：００の間でお願いします。
　　　　　　　　※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／公式HPやご予約時のお電話にてご確認をお願いします。
　　　　　　HP ： https://www.trifoglio.biz/gkflarie/
★ダッチオーブンの蒸し牡蠣や、BBQグリルを使った焼き牡蠣食べ放題！
牡蠣にぴったりな厳選ワイン６種に生ビールやカクテルも楽しめるフリードリンクのついた、お得な人気No.１
のプランです。　　※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます。

●主　　演／（雪組）彩風 咲奈、夢白 あや
●日　　時／2月11日（土）　16：00開演
　　　　　　2月18日（土）　11：00開演
●会　　場／御園座
●券　　種／Ａ席　8,000円（一般9,000円）
　　　　　　　※未就学児の入場不可
●斡旋枚数／各公演20枚　※申込多数の場合は抽選
★2009年サンディエゴにて初演、2011年にブロードウェイにて上演された

「BONNIE & CLYDE」は、伝説のギャング・カップルを描いた、脚本アイヴァン・メ
ンチェル、作詞ドン・ブラック、作曲フランク・ワイルドホーンによるミュージカル作
品。日本では2012年に青山劇場にて初演され好評を博した作品を、彩風咲奈と
夢白あやの雪組新トップコンビのお披露目公演として上演致します。

宝塚歌劇雪組公演　Musical『BONNIE & CLYDE』　宝塚歌劇雪組公演　Musical『BONNIE & CLYDE』　Web・ＦＡＸ申込

©宝塚歌劇団※写真はイメージです
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吉川晃司吉川晃司 Web・ＦＡＸ申込

平原綾香平原綾香 Web・ＦＡＸ申込

ミュージカル「キングアーサー」ミュージカル「キングアーサー」 Web・ＦＡＸ申込

劇団四季ミュージカル 『ＣＡＴＳ』劇団四季ミュージカル 『ＣＡＴＳ』 Web・ＦＡＸ申込

梅沢富美男劇団特別公演　梅沢富美男＆研ナオコ　アッ！とおどろく夢芝居梅沢富美男劇団特別公演　梅沢富美男＆研ナオコ　アッ！とおどろく夢芝居 Web・ＦＡＸ申込

●公 演 日／２月１９（日)　１６：００開演
●会　　場／愛知県芸術劇場大ホール
●券　　種／全席指定　8,900円　（一般価格：９，９００円）
※3歳以上チケット必要　※申し込み多数の場合は抽選
★通算20作目となる待望のニュー・アルバム『OVER THE 9』を
11月にリリース、そのアルバムを引っ提げての全国ツアーも決定！
●注　　意／新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底した上で
の開催を予定しております。最新情報はオフィシャルホームページに
てご確認ください。　https://kikkawa.com/

●公 演 日／２月２３日（木・祝）　１６：００開演
●会　　場／愛知県芸術劇場大ホール
●券　　種／S席　9,000円　（一般価格：１１，０００円）
※未就学児童入場不可　※申込多数の場合抽選。
★第一部はこれまでに紹介したお気に入りのクラシックの名曲をセレクトして、平原綾
香と小堀勝啓アナウンサーがトークで解説。第二部では、平原綾香のヴォーカルをオー
ケストラの生演奏とともにお届けします。
●注　　意／本公演は、下記の愛知県指定による新型コロナウイルス感染防止策
チェックリストに基づき開催いたします。

【感染防止策チェックリスト】 https://www.sundayfolk.com/sysimg/curation/article/2022/09/checklist/checklist_2209.png

●公 演 日／３月４日(土)　１８：００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／Ｓ席　11,000円 　（一般価格：１３，０００円）
※未就学児童入場不可　※申込多数の場合抽選。
●出　　演／浦井健治、伊礼彼方／加藤和樹(Wキャスト) 、太田基裕、小南満佑子／宮
澤佐江(Wキャスト)、小林亮太、東山光明、石川禅、安蘭けい　他
※Wキャストスケジュールは公式HPをご確認ください。
★グルーヴ感溢れるフレンチロック！多彩な音楽で描かれるイギリス・ケルトに伝わる騎士達の物語。
●重　　要／キョードー東海HP（https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2496）に
記載の注意事項を必ずご確認・ご了承のうえお申込みください。

●公 演 日／２月１２日（日）　１３：００開演
●会　　場／名古屋四季劇場
●料　　金／S席　11,000円　（一般価格：１２，１００円）
※共済会が差額を負担した価格となっております。
※2歳以下の入場不可。公演当日3歳以上有料（膝上観劇不可）
※申込多数の場合抽選。

★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。「何度観ても新しい発見がある」その魅力をぜひ、あなたも劇場で体験してください。

●公 演 日／４月１７日（月）　１４：００開演／１８：００開演
●会　　場／日本特殊陶業市民会館フォレストホール
●券　　種／全席指定　3,500円　（一般価格：7，０００円）
※未就学児童入場不可　　※申込多数の場合抽選。

●出　　演／梅沢富美男、研ナオコ、　他
★笑いすぎに注意！
※公演時間：２時間２０分（休憩２回あり）
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◎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

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。

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 5,400円 3,900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 5,400円 3,900円
創立50周年により毎週水曜日単独券半額（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 5,400円 4,200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・12/19・
1/5・2/23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（1/3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 4,500円 4,000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4,000円、土日祝（12/30～1/3）4,700円

ホワイトピアたかす 4,600円 3,500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 4,900円 3,600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（1/3・
3/21除く）。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 2,200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 4,500円 4,100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 3,500円 3,000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 4,000円 3,500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 3,400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。

車山高原SKYPARKスキー場 5,200円 4,700円 小学生未満は無料、シニアは60才以上。シニアは要年齢証明書。

御嶽スキー場 4,300円 4,200円 小中学生・50才以上（要身分証明書）別割引。
「毎週火曜日オンタケデー」詳しくはHPへ

開田高原マイアスキー場 6,000円 4,800円 食事券（1,000円分）付。レンタル500円OFF。特日は土・日・休・年末年始
（12/29～1/4）で別料金。小学生以下は全日一律1,500円

木曽福島スキー場 4,400円 3,900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 4,750円 4,000円 年齢割引有。定休日：毎週木曜日。年末年始の営業はHPで確認。

Mt.乗鞍スノーリゾート 5,530円 4,600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 6,700円 5,900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 6,700円 5,500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できます。
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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12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

★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3日まで、共済会事務局はお休みさせていただきます。

氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク氷じゃないスケートリンク

ゴッホの世界に飛び込め！ゴッホ・アライブゴッホの世界に飛び込め！ゴッホ・アライブ

豊田合成リンク 窓口販売

窓口販売

■会　　期／１２月３日(土)～２０２３年３月１２日(日)
　　　　　　【平日】　１３：００～２０：００
　　　　　　【土日祝･冬休み期間（12/24～1/9）】　１０：００～２０：００
※入場は終了の３０分前まで
※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。
■会　　場／オアシス２１　銀河の広場（名古屋市東区東桜1-11-1）
■料　　金／【平日】大人（中学生以上）　前売　８００円　（当日１，２００円）
　　　　　　【平日】小人（小学生以下）　前売　４００円　（当日　６００円）
　　　　　　【土日祝・冬休み期間】大人（中学生以上）　前売　１，０００円（当日１，４００円）
　　　　　　【土日祝・冬休み期間】小人（小学生以下）　前売 ４００円（当日　６００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。　　　※未就学児が入場する場合は保護者の付添いが必要です。
※リンク内は手袋を必ずご着用ください。手袋は会場内でも販売しております。
■注意事項／新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催します。公式ＨＰを確認の上ご来場下さい。
　　　　　　（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。
★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、安心して遊べます♪

■会　　期／１２月１０日(土)～2023年３月５日（日）
　　　　　　10：00～20：00（日曜日は18：00閉館）　※入場は閉館の60分前まで
■休 館 日／12/12、12/28～2023/1/1、1/10
■会　　場／金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）
■券　　種／一般 2,100円（一般価格：２，５００円）　
　　　　　　高大生 1,700円（一般価格：２，０００円）　
　　　　　　小中学生 1,200円（一般価格：１，５００円）　
★名古屋初上陸！世界で850万人を動員した没入型展覧会！ シネマ品質の音響と40台の高画
質プロジェクターを組み合わせた最新技術を用いて、ファン･ゴッホの代表作である「星月夜」

「アイリス」「ひまわり」などの画像を会場中に映し出します。
香り･音･色･光が織りなす幻想的な空間に包まれ、「忘れることのできない」鑑賞体験を味わうこ
とができる、新感覚の没入型展覧会です。
公式ウェブサイト ： https://goghalivejp.com/　　公式Instagram ： @goghalivejp　　公式Twitter ： @goghalivejp

※未就学児童無料
※共済会が差額を負担した価格と
　なっております。

１２月１日から下記の商品の斡旋価格を変更します。
●岡崎葵湯　回数券（１０枚綴り）　　６，７００円→７，１００円
※郵送手続き・銀行振込手続きなどが滞った状態で１２月１日を過ぎてしまった場合、変更後の料金を頂戴いた
しますので、ご了承ください。

斡旋価格変更のお知らせ斡旋価格変更のお知らせ


