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◎旅行企画・実施　　日本中央交通株式会社　愛知県知事登録旅行業　第２－９１７号
　　　　　　　　　　 〒４４４－０２０２　愛知県岡崎市宮地町柳畑１８番地

《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-54-0001  FAX：0564-53-2129

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！【重要】【重要】
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。

※大人１２歳以上　※子ども４～１１歳　※シニア６５歳以上
※早朝出発、深夜帰着となりますので送迎等ご注意ください。
※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。

※旅行保険代込の金額です。　※申込多数の場合は抽選。
※一般の方のみでの参加はできません。　
※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。

会　員

大　人 子ども シニア

登録家族

一般同伴者 13,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,70013,700円円円円13,700円13,700円12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000円円円円12,000円12,000円14,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,40014,400円円円円14,400円14,400円
11,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,30011,300円円円円11,300円11,300円9,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,5009,500円円円円9,500円9,500円12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000円円円円12,000円12,000円

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000円円円円10,000円10,000円

●日　　程／11月26日（土）
●募集人数／35名《最小催行人数30名》
●参加料金／（チケット代：大人／７，４００円、子ども／４，９８０円、シニア６，６５０円 込）

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。

行

　程

4：00 5：20/5：35 7：05/7：20

8：00～21：00（開園8：30～21：00） 22：15/22：30

勤労文化センター ― 岡崎IC ― 亀山PA ― 香芝SA ― 島屋IC ― 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ― 島屋IC ― 道の駅針テラス ― 

御在所SA ― 岡崎IC ― 勤労文化センター
25：0023：45

初めによくお読みください
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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
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１５周年
クリスマスの
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
バスツアー

クリスマスシーズン
で賑わう『ユニバー
サル・スタジオ・ジャパ
ン』へ行きましょう！
世界最大級のクリス
マスツリーにクリスマ
スイベント、人気のア
トラクションを楽しみ
ましょう！

クリスマスシーズン
で賑わう『ユニバー
サル・スタジオ・ジャパ
ン』へ行きましょう！
世界最大級のクリス
マスツリーにクリスマ
スイベント、人気のア
トラクションを楽しみ
ましょう！

【旅のポイント】
★パスポート付き！
★開園から閉園まで遊べます。

旅行会社へＦＡＸ申込

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！

平成28年９月１日現在
事業所数：722社 会員数：7,638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
岡崎市美合町五本松68番地12
TEL.54－8495　FAX.54－8475

⑤ チケット発注に関して・・・FAX申込のものは申込のあった数、も
しくは当選数のみの発注となり、共済会で余分に確保はしてお
りません。また、発注後のキャンセル、席種や日時等の変更も
できません。

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。

① FAX申込 ・・・FAX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 申込期日について・・・毎月「20日」が締切日となります（別に記

載されているものを除く）。
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。

イメージ
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新規事業所入会特別キャンペーン新規事業所入会特別キャンペーン

会場／岡崎公園多目的広場 （岡崎城東）

日程／１１月5日（土）・6日（日）　　時間／１０：００～１６：００
会場／岡崎公園多目的広場 （岡崎城東）

日程／１１月5日（土）・6日（日）　　時間／１０：００～１６：００

会場／ハッピネス・ヒル・幸田　　 日程／１１月13日（日）　　時間／１０：００～１５：３０会場／ハッピネス・ヒル・幸田　　 日程／１１月13日（日）　　時間／１０：００～１５：３０

２０１6 岡崎城下家康公秋まつり２０１6 岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり岡崎城下家康公秋まつり

ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田ハッピネス・ヒル・幸田 １１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　１１月13日（日）　　
2016 幸田町・こうた産業まつり2016 幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり幸田町・こうた産業まつり

商工フェア商工フェア

作成は超簡単！色をぬって自分だけのブーメランを作ろう！お持ち帰りでもOK！
なげたところにもどってくるよ！
★参加資格／どなたでもご参加いただけます。（一般の方もＯＫ）
★参 加 費／１００円　　　★限 定 数／各日　５０キット限定！（１人１キットまで）
※作成スペースには限りがありますので、作成される方でのご利用をお願いします。　※在庫がなくなり次第終了。

お楽しみ企画 Ｎｏ．3お楽しみ企画 Ｎｏ．3 作って遊ぼう！簡単楽々作成『おえかきブーメラン』！作って遊ぼう！簡単楽々作成『おえかきブーメラン』！

見本
イメージ

お楽しみ企画 Ｎｏ．1お楽しみ企画 Ｎｏ．1
会員証のご提示で、空クジなしの抽選会に参加ください！
★参加資格／会員及び登録家族（会員証を必ず提示してください）
★参 加 費／無料
★抽選会について／抽選は期間中１人１回のみです。お楽しみ抽選会は景品がなくな
り次第終了となります。数に限りがございますので、お早めにお越しください。　
※参加は会員及び登録家族に限ります。カードの貸し借り等、代理人による抽選はご遠慮ください。

≪昨年の景品にはこんなのがありました！≫
名古屋港水族館ペア入場券、イオン岡崎シネマ映画鑑賞券ペア、シネプレックス映画鑑賞券ペア、
コロナシネマワールド映画鑑賞券ペア、図書カード、葵湯 入湯券ペア、楽の湯 入湯券ペア

会員証のご提示で、空クジなしの抽選会に参加ください！

素敵な景品をたくさん準備！  参加費無料の
会員限定の『お楽しみ抽選会』！
素敵な景品をたくさん準備！  参加費無料の
会員限定の『お楽しみ抽選会』！

厳選したチケットを『岡崎の商工フェア・こうた産業まつり』両会場出展ブースで販売！
通常よりお値打ちに、そして会員拡大キャンペーンとして一般の方にもご購入いただけます！

★販売枚数／映画鑑賞券 【 各 １００枚！ 】　　　温浴施設利用券 【 ３０冊！ 】
　　　　　　コロナワールド周遊クーポン 【 2０冊！ 】
★購入資格／どなたでもご購入いただけます。（一般の方もＯＫ）
★そ の 他／購入は、どなたも期間中お一人様１回限りとさせていただきます。

お楽しみ企画 Ｎｏ．2お楽しみ企画 Ｎｏ．2
厳選したチケットを『岡崎の商工フェア・こうた産業まつり』両会場出展ブースで販売！

共済会事務局商工フェア出張所！共済会事務局商工フェア出張所！

品　名
シネプレックス岡崎　大人映画鑑賞券  （2枚まで）
イオンシネマ岡崎　映画鑑賞券  （2枚まで）
葵湯　１０枚綴り　入湯券  （2冊まで）
コロナワールド周遊クーポン  （2冊まで）

定　価 通常会員価格 商工フェア会員特価 その他一般向け価格
1,800円 1,100円 700円 1,000円
1,800円 1,200円 800円 1,100円

※1 6,000円
2,000円

5,500円 5,000円 5,800円
1,600円 1,800円

※１　葵湯会員価格　※購入は会員本人に限ります。代理購入はご遠慮ください。※一般の方はそれぞれ１枚または１冊まで。

出展します！！
ぜひ遊びにきて

ください！

　両出店日、両会場にて「新規事業所入会特別キャンペーン」を実施します。ご入会いただきました新規事業所様、
または新規事業所様をご紹介いただいた事業所へポイントプレゼント※！
　ぜひこの入会促進機会にご入会をご検討ください！　※ご紹介いただいた事業所が入会した場合に限ります。
　キャンペーン及び入会についての詳しいご相談は、会場にてお尋ね下さい。
 ●「新会員事業所紹介制度」とは
　　新規加入事業所１箇所につき　３ポイント　＋　当該事業所加入会員１人につき　２ポイント
　　を差し上げます。ポイント数の合計により謝礼（５００円の図書カード等）をプレゼント！

【お問合せ先】 公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会
岡崎市美合町字五本松６８番地１２　岡崎市勤労文化センター内　TEL：５４－８４９５　FAX：５４－８４７５

両会場！両会場！

両会場！両会場！

商工フェアのみ！商工フェアのみ！
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全6回セミナー 開催日時 テーマ 内容

第１回 11月12日（土）
午前10時～12時

くらしとお金　（第１回）
「あなたの描く“ 生涯設計 ” は？ 」

ライフプラン
（ライフプランニング・ファイナンシャ
ルプランニング）

第２回 11月19日（土）
午前10時～12時

くらしとお金　（第２回）
「あなたの財産　“ 守りながら増やす ”」

資産運用
（金融基礎知識、投資入門）

第３回 12月17日（土）
午前10時～12時

くらしとお金　（第３回）
「今から始める  “ 相続対策 ” 」

相続と税
（生前贈与、遺言書、遺産分割・放棄、税
申告　その他相続対策等）

第４回 １月14日（土）
午前10時～12時

くらしとお金　（第４回）
「人生最大の買物　 “ 住宅 ”」

住宅関連
（不動産土地建物の取得、住宅ローン
借入、不動産取得と税金）

第５回 ２月11日（土・祝）
午前10時～12時

くらしとお金　（第５回）
「見直しませんか？　“ 生命保険 ”」

生命保険
（保険基礎知識、保険選びのポイント
と注意点等）

第６回 ２月18日（土）
午前10時～12時

くらしとお金　（第６回）
「豊かな老後を　“ 年金 ” 」

年金制度
（制度概要、退職前後の注意点、個人
年金等）

第61回ボウリング大会（個人戦）第61回ボウリング大会（個人戦）

【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。

秋のボウリングは個人戦！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！

★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／１１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。
　　　　　　　※今回は会場予約の関係上グランドボウルとなります。
●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。
●参加資格／会員と登録家族

各賞賞品・参
加賞・

おなじみのス
トライク賞も

あります！！

FAX申込

第60回ボウリング大会参加のみなさん

岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内

ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室ミニクリスマスツリー作成教室 FAX申込

FAX申込

クリスマスを艶やかに彩り、気軽に飾ることができる“ ミニクリスマスツリー ”を作成してみま
せんか？作品は赤色、白色それぞれからお選びいただけます。ステキな作品つくりましょう！

●募集人数／３５名定員　　　●参 加 費／無料　　　●持 ち 物／筆記用具
●会　　場／岡崎市勤労文化センター　第２研修室
●内　　容／将来のライフイベントに備えるうえでのお金との関わりをわかりやすくテーマごとに解説
●講　　師／愛知県金融広報委員会事務局所属　愛知県金融広報アドバイザー
　※広報にも記事を掲載し、一般の方からも広く募集をいたします。参加決定は先着順となりますので、ご了承ください。

※受付は１０月７日（金）からとなります。

●参 加 費／会　員：2,8００円　　登録家族：３,0００円　　一般：４,０００円　
●日　　時／１１月１２日（土）　14：００受付（14：３０開始）
●会　　場／岡崎市勤労文化センター 第２研修室
●講　　師／アトリエヨーコ　永井洋子 先生
●内　　容／ミニクリスマスツリー
　　　　　　　※材料は多少変更することもございますので、ご了承ください。
●募集人数／３０名《申込多数の場合は抽選》　
●参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
●持 ち 物／エプロン、はさみ等

① 赤／赤いバラのプリザーブド
フラワーを使用
高さ：32cm 横幅：20cm

② 白／白いバラのプリザーブド
フラワーを使用
高さ：19cm  横幅：22cm

知らなきゃ損するお役立ちセミナー“くらしとお金”（全６回）　
★将来に役立つ情報満載です！【特に若い方には必見です】

① ②

イメージ イメージ
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クリスマスの定番ケンタッキーフライドチキンの、クリスマスパーティ
バーレル！！ご家族やお友達、みんな揃ってクリスマスを楽しもう！
●斡旋価格／３，０００円（一般：４，０9０円）
●購入資格／会員のみ　１人１セットまで
●斡 旋 数／3００セット（先着順）
●予約期間／10月1日（土）～11月30日（水）
●ケンタッキーでの受取期間／１２月17日（土）～２５日（日）　9日間
●受取可能店舗／竜美ケ丘店・岡崎北店・アピタ岡崎北店の３店舗
会員限定特典サービス★BOXポテト（従来の特典サービスは休止）

窓口配付

①共済会でチケッ
ト配付。必要事項
を記入する。

②受取希望の店
舗へチケットを持
って予約。代金
（3,000円）をお
支払いください。

③店舗で正規予
約レシートが発行
されます。大切に
保管してくださ
い。

④受取当日に正
規予約レシートを
持ってご予約の
店舗へ。

購
入
ま
で
の
手
順

※今年は２３日（金・祝）・２４日（土）・２５日（日）と日程が良く、大変混雑または売り切れることが予想されますので、お早目のご予約をお勧めいたします。
※店舗の予約状況により、受取日時がご希望に添えない場合がございます。　　　※ポンタカードは使用できません。 ≪タニザワフーズ(株)≫　

ケンタッキーフライドチキンクリスマスパーティーバーレルケンタッキーフライドチキンクリスマスパーティーバーレル

圧倒的な渓谷美！紅葉の赤目渓谷・長坂山へ圧倒的な渓谷美！紅葉の赤目渓谷・長坂山へ

ホテル竹島　ランチ券

登録家族
会　員

一般同伴者
3,5００円
２，9００円

5,3００円

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　

旅行会社へＦＡＸ申込

渓谷の美しさと山の眺望をお楽しみいただけます。

※昼食はついておりませんので、各自ご用意ください。　※旅行代金には、赤目四十八滝渓谷への入山
料及び日本サンショウウオセンターへの入場料が含まれています。　※赤目温泉「対泉閣」では、割引
料金（８００円）でご入浴できます。　※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。　※11歳以下のこどもは５００円引き。　※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。
※温度調整のしやすい格好でご参加ください。

●日　　時／１１月３日（木・祝）
●募集人数／４０名　《最少催行人員３０名》
　　[ 難易度★★  6km  3 時間 10 分  標高差 320ｍ ]
　　[ 難易度★     8km  3 時間 20 分  標高差 180ｍ ]

行  

程

7：00
勤労文化センター ― 上野IC ― 赤目観光ハウス（スタート） …日本サンショウウオセンター…不動滝…

布曳滝…長坂山入山口… ［難易度★］ 荷担滝 … 岩窟滝（折返し） …
 ［難易度★★］里見峠…長坂山…里見尾根…長坂山下山口…
赤目温泉［対泉閣］…赤目観光ハウス（ゴール） ― 上野IC ― 勤労文化センター

窓口配付 配付期間：10月1日（土）～12月27日（火）

配付期間：10月1日（土）～11月30日（水）

抜群の眺望、三河湾を眺めながらゆったりとお得なランチはいかがでしょうか。
●内　　容／昼食　※季節により器や内容に変更の場合がございます。
●食 事 処／「１F　日本料理・常盤　「潮（うしお）」（和食）」
　　　　　　「２F　リヴァージュ　「お魚のランチ」（洋食）」　　どちらかからお選びください。
●利用期間／１０月１日（土）～１２月３１日（土）　　　　●昼食時間／１１：００～１５：００（L.O.１４：３０）
●斡旋料金／１，３００円（一般：１，７３０円（税込）） ●購入資格／会員のみ　一人４枚まで　
★共済会窓口でランチに利用できるチケットを配布いたし

ます。
★料金はホテルフロントへお支払いください。
★利用者の方は６５０円でお風呂がご利用いただけます。
★ご利用の際は、ホテル竹島へ予約が必要です。
★この他詳細は、お渡しするランチ券に記載してあります。

申込締切：10月18日（火）

18：30頃

上記　・予約期間　・受取期間　・受取可能店舗を必ずご確認ください。

／１２月17日（土）～２５日（日）　9日間

健康維持増
進！

ハイキング
バスツアー！健康維持増
進！

ハイキング
バスツアー！

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
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“こども商品券”は、全国のおもちゃ屋さんや百貨店、スーパー
の玩具売場はもちろん、加盟の子供服・ベビー用品店や写真ス
タジオでもご利用いただけます。

こども商品券の斡旋こども商品券の斡旋

■券　　種／５００円券を１０枚で１セット
■斡旋価格／１セット ４，３００円　　　■斡旋組数／３００セット
■申込資格／会員のみ　１人３セットまで
※こども商品券には有効期限がございます。（２０21年１２月３１日）　　※おつりはでません。
※利用可能店舗はHPでご確認ください。http://www.toycard.co.jp

ＦＡＸ申込

≪(株)トイカード≫　

名古屋アンパンマン
こどもミュージアム＆パーク　補助券
名古屋アンパンマン
こどもミュージアム＆パーク　補助券
「名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク」は秋冬も元気100倍で
展開中！！10月（10/1-31）は「アンパンマンハロウィーン　みんなで仮装
大行進!!｣。11月～12月（11/3-12/25）は「アンパン
マンクリスマス音楽会」展開。みんな遊びにきてね～！！
■券　　種／指定厚生施設補助券　
■有効期限／１０月１日（土）～１２月３1日（土）
■利用資格／会員と登録家族まで
■利用料金／１，０００円（通常：１，５００円）
★共済会事務局窓口で補助券をお渡しいたします。
会員証をもって、共済会までお越しください。
※１歳未満は入場料がかかりません。　　※申込者以外の使用は出来ません。

窓口配付

≪名古屋アンパンマンミュージアム事務局≫　
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ルーベンス、レンブラント、
ベラスケス、光と影の天才たち

ヨーロッパ各国の珠玉の名品が集結。バロック絵画の全貌を探る。この展覧会で
は、２０１６年に２２０周年を迎えるチェコ共和国最古のプラハ国立美術館をはじ
め、ポーランドのヨハネ・パウロ２世美術館、フランスのシャルトル会修道院美
術館からバロック絵画を代表する名品が一堂に集結します。イタリア、オランダ、
フランドル、ドイツ、フランス、スペインといったヨーロッパ各国のバロック絵画
の全貌を概観できる絶好の機会に、会場にてその魅力をご堪能ください。
■会　　期／１０月１日（土）～１１月２７日（日）　　
■開館時間／１０：００～１７：００（入場は16:30まで）　
■休 館 日／毎週月曜日　　※10/10(月・祝)は開館、翌１１日（火）は休館
■観 覧 料／一般（高校生以上）　６００円（一般価格：１，０００円）　　※未就学児は無料
※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　　※岡崎市内の小中学生は無料　

ゴッホとゴーギャン展ゴッホとゴーギャン展

窓口販売

窓口販売

販売期間：11月27日（日）まで

販売期間：10月15日（土）～2月28日（火）

 ≪中日新聞社文化事業部≫　　

■会　　期／2017年1月3日（火）～3月20日（月・祝） 
■会　　場／愛知県美術館 [愛知芸術文化センター10階] 
■開館時間／10：00－18：00　金曜日は20：00まで　（入館は閉館30分前まで）
■休 館 日／毎週月曜日 [ただし1月9日（月・祝）、3月20日（月・祝）は開館]、1月10日（火）
■入 館 料／前売一般　　９００円（参考一般：１，３００円（当日１，５００円））
　　　　　　前売高大生　７００円（参考一般：１，０００円（当日１，２００円）） ※中学生以下無料
　　　　　　ペア（一般２枚） １，７００円（参考一般：２，４００円（当日券なし））
※上記料金で、同時開催のコレクション展およびAPMoA Project, ARCHもご覧になれます。
※「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」のいずれかをお持ちの方、また、その手帳に「第1種」または「1級」
と記載のある方に付き添われる方は1名まで当日料金が半額となります。美術館チケット売場にてお買い求めください。
★世界中の人々に愛され続けている画家フィンセント・ファン・ゴッホ（1853-1890）と
ポール・ゴーギャン（1848-1903）。この２人の画家の関係に焦点を当てた日本で初めて
の展覧会を開催します。彼らは親しい友好関係を築き、1888年には南フランスのアルル
で共同生活を送りました。この生活は二ヶ月で破綻してしまいましたが、互いに議論を重
ね、制作をする中で刺激を与え合いました。本展は、オランダのファン・ゴッホ美術館、クレ
ラー＝ミュラー美術館をはじめとする国内外の主要な美術館の協力を得て、世界的にも借
用の難しい２人の偉大な画家の油彩約50点と関連作家の油彩約10点を展示。２人の関
係性や芸術性を紹介します。

配付期間：10月1日（土）～12月27日（火）

フィンセント・ファン・ゴッホ「自画像」
1887 年 4-6 月、パリ　油彩・厚紙
クレラー＝ミュラー美術館

（Ｃ）Kröller-Müller Museum, Otterlo

©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ
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≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

「Wonderful Clunker」̶ 素晴らしきポンコツ̶
日時／１２月３日（土）　１９：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館　ビレッジホール
席種／全席指定 ５，４００円（一般：６，５００円）
※未就学児童入場不可
[スタッフ] 作：ヤマザキマリ（漫画「テルマエ・ロマエ」）
　　振付・出演：s**t kingz（シットキングス）
＜s**t kingz（シットキングス）とは？＞shoji、kazuki、NOPPO、Oguriの
4人によるダンスチーム。カルフォルニアで開催されるダンスコンテスト

BODYROCKにおいて、2010年、2011年と2年連続優勝を果たす。 国内外を問わず、数多くの一流アーティスト
の振り付け、共演実績を重ねるほか、10カ国をまわるヨーロッパツアーをはじめ、アメリカ、オセアニアなど、世界各
地でワークショップやパフォーマンスを行い、参加人数は延べ1万人を超える。そのスタイリッシュ且つ人を惹きつけ
る構成・パフォーマンスで、ストリートダンス公演では異例の動員を誇る。2013年に開催された初の単独公演は20
分でSOLD OUT！2015年にはa-nationへの出演も果たすなど、音楽業界からの注目度も高まっている。
★怒涛の快進撃を続ける魅惑のダンスクルー、s**t kingz（シットキングス）の待望の最新作！！漫画「テルマエ・ロマエ」の作者
ヤマザキマリ氏による完全オリジナル書き下ろし作品！今回の舞台は・・・”Ｗ．Ｃ．（トイレ）”・・・！？さらにパワーアップしたs**t 
kingzの世界。 誰にも予想が出来ない新しいダンスエンターテインメントの幕が上がります！！

ＦＡＸ申込

アヴェ･マリア　クリスマス・オルガンコンサート ＦＡＸ申込

日時／１２月１８日（日） １３：３０開演
会場／愛知県芸術劇コンサートホール
席種／全席指定  ３，２００円（一般：３，８００円）
※未就学児童入場不可
[プログラム] カッチーニ、バッハ/グノー、シューベルト：アヴェ･マリア、バッハ：主よ、人
の望みの喜びよ，幻想曲 BWV572、ヘンデル：オンブラ･マイ･フ、シベリウス：フィンラ
ンディア、クリスマス･メロディ（荒野の果てに～きよしこの夜～牧人羊を　他）　他
[出演] パイプオルガン：井上圭子

★時を越えて聖なる調べ　敬虔な祈りは音楽となって羽ばたく。聖母マリアを讃える祈りの
音楽からクリスマスの楽しい音楽まで―――日本を代表するオルガニスト井上圭子が、日本
最大規模のオルガンで奏でる、欧米のクリスマスミサのような敬虔な雰囲気も、楽しいクリス
マスの気分も、どちらも味わえるきらきらとした魅力のコンサート！

仲道郁代
日時／２月４日(土)　１４：００開演
会場／三井住友海上しらかわホール
席種／Ｓ席　４，０００円（一般：５，０００円）
※未就学児童入場不可
[出演] ピアノ：仲道郁代　[プログラム] 第11回

「ハンマークラヴィア」1816-18、ピアノ・ソナタ
第２９番変ロ長調op.106『ハンマークラヴィア』
★日本を代表するピアニスト・仲道郁代が満を持して挑
む壮大なベートーヴェン・プロジェクト。全１２回・６年間に

わたりベートーヴェンの劇的な生涯を数百に及ぶ貴重な映像と絶妙のトー
クで辿り、全３２曲のピアノ・ソナタをはじめ楽聖が遺したピアノ独奏曲をほ
ぼ網羅するベートヴェン・ピアノ・アンソロジーの決定版。

ＦＡＸ申込

アンサンブル・レゾナンツ 初来日
with イエルーン・ベルワルツ

日時／１２月１６日（金）　１９：００開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／Ｓ席　３，２００円（一般：４，０００円）
※未就学児童入場不可
[曲目] ・J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲第2番ヘ長調　・細川俊夫：旅
VII（トランペット協奏曲）　・J.S.バッハ：ゴルドベルク変奏曲　（D.Y.シト
コヴェツキー・アンサンブル・レゾナンツによる弦楽合奏版）　独奏 山岡重
治（リコーダー）、三宮正満（オーボエ）、J.ベルワルツ（トランペット）
※演奏曲は都合により変更となることがございます。

★過去と現代は、相反するものだろうか。アンサンブル・レゾナンツにおいて、そ
れは否だ。互いを反響（レゾナンス）させることで、あり得べき未来を描く。初来日
で、私たちはその未来図を目撃する。― 矢澤孝樹（音楽評論）

ＦＡＸ申込

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ
ニューイヤーコンサート！

日時／１月８日（日）　１３：３０開演
会場／愛知県芸術劇大ホール
席種／Ｓ席　７，５００円（一般：８，８００円）
※未就学児童入場不可
[出演者プログラム] 指揮：ロイド・バトラー  (ヴォーカル) ビリー・キング、アメリカン・ヒー
ロー！（スーパーマン／インディ・ジョーンズ／ロッキー）、ハリウッド大作（ゴッドファーザー／
タイタニック／ミッション・インポッシブル）、珠玉の名歌曲（アンチェインド・メロディ…ゴー
ストのテーマより／ニューヨーク・ニューヨーク）、ヨーロッパ映画名曲（ニュー・シネマ・パラ
ダイス／シェルブールの雨傘／ひまわり）、スクリーンで楽しむ名作（ライムライト／カサブ

ランカ／グレン・ミラー物語／風と共に去りぬ）、　※プログラム、出演者等変更になる場合がございます。予めご了承ください。
★アカデミー賞の名作がズラリ！　本場アメリカからお届けする極上のエンタテイメント！全米にて完売続出の凄いオーケストラが大絶
賛につき再びやってくる！2年ぶりとなった2015年のニューイヤーでは、大物ゲストを招いて銀幕の名曲の数々をお届けし、全国15公
演のうち5公演がソールド・アウトを果たすなど、各地で大絶賛を博しました。今回も「風と共に去りぬ」「カサブランカ」をはじめ銀幕の名
曲の数々をプログラムに配し、日本中の観客に感動のステージをお届けします。組すは、過去の名古屋公演でもその高い歌唱力で大絶
賛を博したビリー・キング。豪華出演陣と共に、懐かしきあの旋律が本場のサウンドでよみがえる！

ＦＡＸ申込

ウルトラヒーローズ　THE LIVE
アクロバトル クロニクル 2016　

日時／１２月１７日（土）
　　　１１：００開演／１５：００開演
会場／名古屋市公会堂
席種／1階席（前売）  ３，１００円（一般：３，９００円）
　　　2階席（前売）  ２，０００円（一般：２，５００円）
※3歳以上有料 3歳未満でも席が必要な場合は有料。
[出演]中野大輔、ZEN、谷口洋行、新島卓矢、中
出康平、898、Yuutarou、ウルトラマンゼロ、
ウルトラマンギンガ、ウルトラマンエックス、ウ
ルトラマンネクサス

★未体験のスーパーパフォーマンス！！ファミリーで触れる本格ヒーローライブショー！超人的ア
クロバット能力を持ち、ウルトラヒーローとともに戦う新ウルトラ警備隊「アクロバトルユニッ
ト」。ウルトラヒーローとアクロバトルユニットが、過去と未来が交錯する世界をダイナミックに
駆け抜ける！未来を守るため時空を超えた戦いが、今はじまる――――。

ＦＡＸ申込

根本　要 / 佐橋佳幸
日時／１２月１２日（月）
　　　１９：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／全指定席　５，２２０円
　　　（一般：５，８００円）
※未就学児童入場不可
※入場時ドリンク代 500円別途必要
★「本日のおすすめ」TOUR 
2016

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

≪チケットぴあ≫　

ミュージカル ミス・サイゴン

会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席 １１，５００円（一般：１３，５００円）
※未就学児童入場不可　※出演者及びスケジュールは変更になる場合がございます。　
※出演者変更の場合でも他日への変更及び払い戻しはいたしかねます。

★『ミス・サイゴン』は奏でる――あなたが、命をかけて貫いた愛。1970年代のベトナム戦争末期、アメリカ兵クリスとベトナム
人少女キムの出会いと別れを軸に、『レ・ミゼラブル』を作り上げたアラン・ブーブリルとクロード＝ミッシェル・シェーンベルクによる
流麗な音楽と、実物大のヘリコプターを飛来させるなど大がかりな舞台装置を駆使して、国と国に引き裂かれる運命にある人々
の葛藤と悲劇を壮大なスケールで描くミュージカル『ミス・サイゴン』。「生と死」「母子の愛と絆」「理想と悪夢」「戦争と平和」「難
民と孤児」等、現代に通じる今なお色あせないテーマを浮かび上がらせます。サイゴンの暑い夏の匂い、ヘリコプターや爆竹の轟
音。リアルを追求した出演者たちの熱気が充満し、あなたの五感を揺さぶります。

ＦＡＸ申込

グローリー・ゴスペル・シンガーズ ＦＡＸ申込

日時／１２月１４日（水） １８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席　６，６００円
　　　（一般：７，８００円）
※未就学児童入場不可
[プログラム] アメイジング・グレイス、ホワイト・
クリスマス、きよしこの夜、アイ・ウィル・フォロー・
ヒム、オー・ハッピー・デイ、シャウト　　他多数
★名古屋がニューヨークになる夜―ダイアナ・ロ

ス、アレサ・フランクリンらが大絶賛の「グローリー・ゴスペル・シンガーズ」が今年も名
古屋にやってくる！心に沁みわたる本格的な讃美歌や誰もが楽しめるクリスマス・ソン
グを、温かくてパワフルな歌とダンスで貴方にお届けします！ ≪チケットぴあ≫　

１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。

≪チケットぴあ≫　

北島三郎 ＦＡＸ申込
日時／１２月５日（月） １８：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール
席種／S席 ６，９００円（一般：９，０００円）
※未就学児童入場不可
[出演] 北島三郎、原田悠里、北山た
けし、大江　裕、山口ひろみ
★お客様の拍手を、勲章に。終わりなき
芸の道を！芸道55周年にあたる今年、
ファンの皆様の熱い声援にお応えし、 

我らがサブちゃんの名古屋公演が決定！！幾多の記録を越え
て・・・.終わりなき「芸の道」を歩み続けます。 ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

公演日 1月19日（木）1月20日（金）1月21日（土）
18：15 12：30 12：30

駒田　一 市村正親 ダイアモンド✡ユカイ
昆　夏美 キム・スハ キム・スハ
上野哲也 上野哲也 上野哲也

開演時間
エンジニア

キム
クリス

12：30 12：3018：15

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

映像提供：ブレーントラスト

（C）Kiyotaka Saito
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トミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYAトミカ博 in NAGOYA　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～トミカ博 in NAGOYA　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～トミカ博 in NAGOYA　～あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！～
●開催期間／１２月１６日（金）～２５日（日）　　●会　　場／吹上ホール（中小企業振興会館）
●開催時間／平日10:00～16:00、土日祝9:30～16:00（最終入場は閉場30分前）
●料　　金／前売大人　（中学生以上） 8００円（一般：１，１００円）
　　　　　　前売子ども（3歳～小学生） 6００円（一般：　９００円）
※お１人様チケット１枚で開催期間中１日のみ入場可能　※２歳以下は入場無料
※上記料金には入場記念品「ＴＤＭ スイマックス」を含みます。(有料入場者のみ/無料入場の方を除く)
※商品についての情報はあくまでも予定です。生産上の都合により直前の変更などある場合もございますのであらかじめ
ご了承ください。また、商品は十分に用意させて頂いておりますが、万が一品切れの際はご容赦下さい。
★今年のテーマは、子供たちが大好きな「あつまれ！はたらくクルマだいしゅうごう！！」 はたらくクルマのトミ
カがぞくぞくと吹上ホールに集まりますよ！ ダンプカーやシャベルカーにクレーン車、そしてパトカーや消防車等、みんながいつも街で見
かける身近な「はたらくクルマ」には人々の日々の暮らしや安全を支える役割があることを伝えます。子ども達は、トミカで遊びながら、社
会での役割や交通ルールを学んでいきます。

窓口販売

窓口販売

≪チケットぴあ≫　

© ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。｠

販売期間：10月1日（土）～12月10日（土）

販売期間：10月1日（土）～10月30日（日）
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≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

木村　カエラ ＦＡＸ申込 森山　直太朗 ＦＡＸ申込

日時／３月１０日（金）
　　　１９：００開演
会場／センチュリーホール
席種／全指定席　6，２００円
　　　（一般：6,9００円）
※未就学児童入場不可
★森山直太朗15ｔｈアニバーサ
リーツアー 『絶対、大丈夫』

≪岡崎ジャズストリート実行委員会事務局≫　

日時／２月２５日（土）
　　　１７：００開演
会場／愛知県芸術劇場 大ホール
席種／全指定席　５，８００円
　　　（一般：６，４８０円）
※４歳以上有料
★KAELA presents PUNKY 
TOUR 2016-2017

「DIAMOND TOUR」

岡村　孝子 ＦＡＸ申込
日時／１２月２０日（火）
　　　１８：３０開演
会場／名古屋市芸術創造センター
席種／全指定席　６，８００円
　　　（一般：７，５００円）
※３歳以上有料
★OKAMURA TAKAKO Special 
Live 2016 Christmas Picnic

セルゲイ・マーロフ＆岩崎洵奈　デュオ・リサイタル ＦＡＸ申込
日時／１１月２２日（火） １４：００開演
会場／シビックセンターコロネット
席種／全席指定　１，５００円
　　　（一般：２，０００円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

［出演］セルゲイ・マーロフ（ヴァイオ
リン＆ヴィオラ）、岩崎洵奈（ピアノ）

［曲目］フランク：ヴァイオリン・ソナタ　イ長調、ショパン：バラード第1番　ト短調　op.23、ヴュータ
ン：ヴィオラ・ソナタ　変ロ長調　op.23、サン＝サーンス（イザイ編）：ワルツ形式の練習曲　　他
★ヴァイオリンとヴィオラの２つの楽器で、トップレベルの腕前を持つ稀有なアーティスト、
セルゲイ・マーロフと、岡崎市出身のピアニスト岩崎洵奈のデュオ・リサイタル。平日の午後、
クラシックの名曲と演奏家の超絶技巧をお楽しみいただけます。

マーク・パドモア＆ティル・フェルナー
シューベルト歌曲集「冬の旅」

日時／２月１９日（日）　１５：００開演
会場／シビックセンターコロネット
席種／全席指定
　　　一般  ４，０００円（一般：５，０００円）
　　　学生  ２，３００円（一般：３，０００円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

［出演］マーク・パドモア（テノール）、ティル・フェルナー（ピアノ）
［プログラム］ブラームス／4つのバラード　op.10、シューベルト／歌曲集「冬の旅」D911

※演奏が始まりますとご入場いただけません。ご了承ください。
★歌曲において現代最高のテノール、マーク・パドモアとオーストリアを代表するピアニスト、ティル・フェ
ルナー。ふたりの名手がシューベルトの代表する歌曲集「冬の旅」をお届けします。

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

Ｓｋｏｏｐ  Ｏｎ  Ｓｏｍｅｂｏｄｙ ＦＡＸ申込

日時／１２月２０日（火）
　　　１９：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／全指定席  ５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※４歳以上有料/３歳以下入場不可
★Skoop On Somebody

“Christmas Live Tour 
2016"

≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について"をご確認ください。

≪シビックセンター≫　

≪サンデーフォーク≫　

≪シビックセンター≫　

申込期限：10月18日（火）

岡崎ジャズストリート２０１６岡崎ジャズストリート２０１６
■日　　時／１１月５日（土）、６日（日）　１１：００～18：20　　
■会　　場／有料1２会場・無料１０会場　他
■チケット／［前売］ 単日券　３，２００円（一般：４，０００円）
 両日　　６，０００円（一般：７，０００円）　
※ジュニア券は当日販売のみです　　※前売り券、当日券共に、どの会場にも入場できるパスポートチケットです。
※未就学児は入場いただけませんので予めご了承ください。
※出演者、会場及び時間はやむを得ぬ事情により変更になる場合がございます。ご了承ください。
★ありがとう１１周年！今年はどこでどんなジャズに出会おうか？
会場及び、その他詳しい内容は“岡崎ジャズストリート2016”ホームページへアクセス！
http://www.okazakijazzstreet.com/

（C）Julia_Wesely

（c）Julia WeselyPress-c Marco Borgrevve
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共済会事務局
（勤労文化センター内）

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。

御返送

共済会ニュース　10月号
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岡崎市医師会健康教育講座

★会費の口座引落しについて　 
　　１０月は、１０・１１・１２月分の会費の請求月です。１０月１１日（水）にお申し出の

口座から引落されますので、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。

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

お知らせ

●テ ー マ／『乳がんについて知ってほしい事』
●講　　師／藤田保健衛生大学病院　乳腺外科
　　　　　　助教 小林 尚美 先生
●座　　長／おくやしきクリニック 院長 永田 英生 先生
●日　　時／平成28年10月16日（日）
　　　　　　午前10時より正午
●会　　場／岡崎市医師会公衆衛生センター４Ｆ　研修室３ 
　　　　　　岡崎市竜美西１丁目９番地１　☎５２－１５７１
●主　　催／岡崎市医師会
●後　　援／岡崎歯科医師会
　　　　　　岡崎薬剤師会

参加費無料

９月より販売しております『ランチパスポート西三河版』につきまして、好評につき
在庫数が少なくなってきております。在庫数をお電話でご確認後、お越しいただくよ
うお願いいたします。

お知らせ


