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南信州さくらんぼ狩りバスツアー南信州さくらんぼ狩りバスツアー

★農園／斉藤農園：１番人気の「佐藤錦」をはじめ、「高砂」「山形美人」と
いった数種類のさくらんぼの木があり、食べ比べをお楽しみいただけ
ます。ビニールハウス内で栽培されているので、雨天でもOK！直売所
でとれたてのさくらんぼもお買い求めいただけます。

★土岐プレミアムアウトレットにてお買い物！中部の美しい山々に囲まれ
た、風光明媚で眺望に優れた施設が特徴です。１８０もの店舗がある
ので、きっとお気に入りの品が見つかるはずです！

【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。

◎旅行企画・実施　 近畿日本ツーリスト株式会社　三河支店
　　　　　　　　　　　〒444-0044　　岡崎市康生通南３－１１　岡崎東ビル３階

《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-23-3121  FAX：0564-23-5838

行

　程

7：45 8：00 10：00

10：30/11：00 12：3511：30/12：30

13：30 13：35/15：30

勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― （適宜休憩） ― 飯田ＩＣ ― 

さくらんぼ狩り 斉藤農園 ― 山都飯田（昼食） ― 飯田IC 

― 土岐南多治見IC ― 土岐プレミアムアウトレット ― 

土岐南多治見IC―（適宜休憩）― 岡崎ＩＣ― 勤労文化センター

※さくらんぼ狩り代金として、３歳以上～未就学児は１，１００円引き。３歳
以下は２，２００円引き。食事の有無に関しましては別途ご相談ください。

※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。

6,800円6,800円6,800円6,800円
登録家族 7,300円7,300円7,300円7,300円

一般同伴者 8,500円8,500円8,500円8,500円

会　員

●日　　程／6月19日（日）
●募集人数／35名《最小催行人数25名》
●参加料金／

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。

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

旅行会社へＦＡＸ申込

　恒例のさくらんぼ狩りツアーは、南信州へ参ります。
「佐藤錦」などをお楽しみいただき、山都飯田でご昼食
をとったあと、土岐のアウトレットへお寄りします。
【
旅
の
ポ
イ
ン
ト
】

15：35 16：30 16：45頃

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４月１日現在
事業所数：723社 会員数：7,577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

イメージ
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≪丸大食品株式会社≫　

【内容】 　　　　  　　セット内容 規格 入数
ゆずジュレ ６２g ３ 
トマト&レモンゼリー ５７g ２ 
レッドグレープフルーツゼリー ６２g ２ 
メロンゼリー ６２g ２ 
洋梨ゼリー ６2g ２ 
マンゴーシャーベット用ゼリー ６2g ２ 
グレープシャーベット用ゼリー ６2g ２ 
白桃ゼリー １００g ２ 
冷やしぜんざい １００g ２ 

第61回ボウリング大会（団体戦）第61回ボウリング大会（団体戦）

丸大食品　デザートギフトの斡旋丸大食品　デザートギフトの斡旋

ＦＡＸ申込
各賞賞品・参加賞・

おなじみのストライク賞も
あります

　今回は春の団体戦です。この機会に新しい職場の仲間と親睦を深めてください！
ご家族でも、お一人様でももちろんOK！

【競技方法】  １．団体戦で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 費／２ゲーム、貸し靴、軽食、賞品がついて、一人1,000円　
　　　　　　　　※参加費には、傷害保険料が含まれています。
●日　　時／６月17日（金）　　１８：３０スタート
●会　　場／サンボウル（洞町　☎２3-1131）
　　　　　　　　※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／９０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

第60回ボウリング大会参加のみなさん

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≫

●斡旋価格／１，6００円（一般価格：３，７８０円）
●斡 旋 数／2００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／６月中旬以降予定
●受渡場所／共済会事務局窓口（代金と引き替え）

　『全福ネットガイドブック２０１６』を各事業所へ同封しております。全
国の宿泊施設、テーマパークなど、たくさんの施設割引情報が掲載され
ていますので、ぜひご活用ください。
※１人１冊ではございませんので、閲覧は事業所ご担当者様までお問い合わせください。

検索全福センター

２０１６全福ネットガイドブックの配布

全福センターホームページを活用しよう！
　共済会が加盟している団体『一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター』をご
存知ですか？！
　宿泊施設やテーマパーク、くらしやグルメなど全国津々浦々のお得な情報が沢山あります。
共済会会員の方は、ぜひログインしてみてくださいね！
　ホームページアドレス／http://www.zenpuku.or.jp/
　　　　　　　　　　　 もしくは検索サイトで検索！
★共済会会員用ログインIDとパスワードは共済会ガイドブックP２８に
　ありますので、そちらをご確認ください！
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✜申込用紙はホームページからダウンロードできます✜すべての公演は座席の指定はできません✜✜申込用紙はホームページからダウンロードできます✜すべての公演は座席の指定はできません✜

青島広志＆徳岡めぐみ　パイプオルガン・コンサート ＦＡＸ申込
≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

日時／７月２７日（水）　１８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／S席　４，１００円（一般：４，８００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。
[出演] 青島広志（お話、ピアノ、オルガン）、徳岡めぐみ（パイ
プオルガン）、山川洋樹（トランペット）、小野 勉（テノール）
[予定曲目] パッヘルベル／カノン、J.S.バッハ／トッカータとフーガ ニ短調、小フーガ ト短調、
G線上のアリア　　ヘンデル／歌劇「セルセ」より“オンブラ・マイ・フ”、プッチーニ／歌劇

「トゥーランドット」より“誰も寝てはならぬ”　　アンダーソン／トランペット吹きの子守歌　他
★荘厳で多種多様の音色を出すパイプオルガンの魅力を、青島広志の分かりやすい解説で進行するコン
サート。作曲家として様々なオルガン曲を手がけ、その仕組みを知り尽くした青島氏のお話は、誰もが発見の多
い内容となります。近年はオルガニストとしても活動する同氏の実力にも注目です。また、より本格的な名曲を
楽しんで頂けるよう、国内外で活躍するパイプオルガニスト・徳岡めぐみとの共演、またトランペットとテノール
歌手を迎えることにより、パイプオルガンの壮大な世界を余すところなくお伝えします。

ミュージカル　天使にラブソングを　～シスター・アクト～ ＦＡＸ申込

劇団四季ミュージカル「オペラ座の怪人」 ＦＡＸ申込

会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席 １１，５００円（一般：１３，０００円）
※未就学児童入場不可
[作・脚本・演出]　【音楽】アラン・メンケン【歌詞】グレン・スレイター【脚本】
チェリ・シュタインケルナー＆ビルシュタインケルナー【演出】山田和也

[出演者] 森公美子/蘭寿とむ(Wキャスト)、石井一孝、大澄賢也/石川禅(Ｗキャスト）、春風ひとみ、
浦嶋りんこ、ラフルアー宮澤エマ、泉見洋平、KENTARO、上口耕平、今井清隆、鳳蘭　ほか
★ウーピー・ゴールドバーグ主演の大ヒット映画が奇跡のミュージカルが再び！主役のデロリス役には、圧倒的な歌唱力とコメ
ディセンスで客席を爆笑の渦に巻き込んだ森公美子が続投し、新たにＷキャストとして元宝塚男役トップスターの蘭寿とむ、とい
う奇跡の顔合せが実現！超個性的なキャラクターたちが巻き起こすハラハラ・ドキドキのストーリー展開！ノリノリのナンバーと全
身を突き抜けるようなダンス！ミュージカルの楽しさが全て詰まっている、こんな作品が見たかった！！ ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

日時／８月４日（木） １８：３０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　６，３００円
　　　（一般：７，５００円）
※未就学児童入場不可

★本場ハワイのダンサー達による、極上のハワイアンステージ！フラのオリンピッ
クと言われるメリーモナークで常連入賞の実力派グループ。力強いカヒコ(古典フ
ラ)から、ゆったりとしたアウアナ(現代フラ)まで、幅広いレパートリーであなたを
ハワイへお連れします。クムフラのナプアはハワイのグラミー賞ナ・ホク・ハノハノ
で三冠受賞の快挙！今一番人気のアーティスト・ダンサーです。

日時／７月３１日（日）　１３：００開演
会場／新名古屋ミュージカル劇場
席種／Ｓ席 ９，０００円（一般：９，８００円）
※３歳以上有料　※１人２枚まで
★オペラ座の地下深くに棲む“ファントム”と歌姫ク
リスティーヌの悲恋を美しく鮮烈に描いた『オペラ座
の怪人』。
甘美な旋律にのせて、豪華絢爛な オペラ座を舞台
に繰り広げられる世界でもっとも切ない恋とは…　
ミュージカル史上に燦然と輝く『オペラ座の怪人』。

名古屋で観られる機会もあとわずか。
今回が最後のご案内となります。この機会を是非お見逃しなく！

ＦＡＸ申込
ナプア･グレイグ＆ハワイアン･フラ･ガールズ
－Halau Na Lei Kaumaka O Uka－

≪チケットぴあ≫　

ペレス･プラード楽団
日時／７月２８日（木） １３：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席　５，７００円
　　　（一般：６，８００円）
※未就学児童入場不可
[プログラム] エル･マンボ、マン
ボ№5、ベサメ･ムーチョ、チェ
リー･ピンク･チャチャ、闘牛士の

マンボ、タブー、パトリシア、キサス･キサス･キサス　他
★世紀を刻んだ『マンボNo.５』、流転する情熱のラテン･リズム、ペ
レス･プラードのすべてを今ここに！昨年の大興奮も冷めやらぬうち
に、ペレス･ブラード楽団が今年も名古屋にやってくる！

ＦＡＸ申込

ドラムストラック
日時／７月１６日（土） １３：００開演
会場／名古屋市公会堂
席種／全席指定　７，５００円
　　　（一般：８，０００円）
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
★今年も来日決定！全観客総叩き！！リピーターが続
出する人気の秘密はなんといっても理屈抜きの楽

しさ！アドレナリン出っ放しのスペクタクル『ドラムストラック』を今年も体感してください！！
ドラムストラックは、ジェンベなどアフリカの伝統的な打楽器によるパフォーミング・アー
ト。劇場に足を踏み入れた瞬間に目に飛び込んで来るのは、全ての客席に置かれたアフリ
カンドラムの「ジェンベ」。舞台と客席全員でジェンベを叩いて楽しめる体感型ドラムエン
ターテインメントです。ぜひ、ご家族やお友達と一緒にご参加ください♪

ＦＡＸ申込

ベンチャーズ
日時／７月２１日（木）　１８：３０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 ５，０００円（一般：６，０００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。
[出演] The Ventures：ジェリー・マギー（リード・ギター/ リズム・
ギター）、ボブ・スポルディング（リズム・ギター/リード・ギター）、リ
オン・テイラー（ドラムス）、イアン・スポルディング（ベース）

[予定曲目] ダイアモンド・ヘッド、パイプライン、急がば廻れ、雨の御堂筋、京都の恋、京都慕情、キャラバン、他
★1959年に結成された伝説的なロックバンド、世界一のエレキ・インスト・バンドのベン
チャーズは、本年結成5７周年。インストゥルメンタル・ロック・グループとして、最も多くの
ヒットを放ち、世界中で成功を収め、今尚、成長を続けるベンチャーズ。昨年、結成以来この
バンドを率いてきたバンド・リーダーであるドン・ウィルソンがツアーから離れ、彼が新たな
メンバーとしてベンチャーズを託したイアン・スポルディング（ボブ・スポルディングの子息）
が今回から加わり、70回目を数える日本ツアーが決定しました。

ＦＡＸ申込

Wキャスト出演者日時

12：30
17：307月9日（土）

7月10日（日） 森公美子
蘭寿とむ

日時／６月２８日（火）
　　　１９：００開演
　　　６月２９日（水）
　　　１９：００開演
会場／センチュリーホール

席種／全席指定　７，８００円（一般：８，６００円）
※３歳以下無料　（お席が必要な場合は有料）
[出演] ２８日：スキマスイッチ、char、LOVEPSYCHEDELICO、ROY （THE BAWDIES）、
THE CAVERN CLUB BEATLES　　　２９日：絢香、奥田民生、斉藤和義、トータス松本
上記出演者によるビートルズナンバーのトリビュートライブ
※出演者は予告なく変更になる可能性がございます。
★ザ・ビートルズ来日から５０年。ビートルズをリスペクトする日本のミュージシャンが
名古屋に大集合！蘇る名曲の数々、感動の２日間。ビートルズよ永遠に！

ザ・ビートルズ 来日50周年記念コンサート
『THE TRIBUTE』 ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

コブクロ ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／9月21日（水） １8：３０開演　　　9月22日（木・祝） １6：0０開演　　　10月2日（日） １6：0０開演
会場／日本ガイシホール　　　　席種／全席指定　7,2００円（一般：７，９００円）　※６歳未満入場不可
★8月27日(土)真駒内セキスイハイムアイスアリーナを皮切りに、全国ツアーが決定いたしました。数々のヒット曲から新曲まで、思う存分コブクロのハーモニーをお楽しみください。

【注意事項】　●お申込みの際、お申込者と同行者の方全員分のメールアドレスが必要になります。「コブクロ無料メールマガ
ジン」に登録され、最新情報やリリース情報・ライブ情報などが定期的に届きます。ドメイン指定をされている場合、「emtg.jp」
からのメールを受信できるように設定してください。　●チケットには、オークション対策のためお申込者ご本人の氏名・住所を
印字します。　●ご入場時は必ず、チケットに印字された情報と一致した身分証明書（コピー不可）の提示が必須となります。
【身分証明書について】　自動車運転免許証／パスポート／学生証／社員証／健康保険証／タスポ／EMTGカード 
※右記は身分証明書として認められません。　公共料金の領収書、診察券、名刺、お申込者宛てに届いたハガキや封書 など
●同行者と必ず同時入場が必要です。別々の入場はできません。
※もしお申込者ご本人がなんらかの都合で行けなくなった場合お申込者本人の身分証明書（コピー不可）をお貸しいただければ、本人以外でもご入場可能です。
●購入枚数制限：おひとり様４枚まで

  ■重要　上記の内容に同意と、条件に満たない方は、誠に申し訳ありませんが当コブクロ販売のご利用はご遠慮ください。
購入者情報として、①氏名　②住所　③電話番号　④メールアドレス　⑤同行者のメールアドレスが必要ですのでお伺いいたします。

(C)F.U.
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日時／８月６日（土）
　　　１０：３０／１３：３０開演
　　　８月７日（日）　１０：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　ビレッジホール
席種／S席 ２，２００円（一般：２，５００円）
※3歳以上有料。2歳以下は、保護者膝上に
限り無料。但し、席が必要な場合は有料。
★すてきなことを思ってごらん…星のむこうへ。ネバーラ

ンドへ。迫力のフライング、不思議なブラックアート空間、きらめくイルミネーション。3世代の記憶
に残るステージをお楽しみ下さい。上演時間：1時間45分予定（休憩含む）

ＦＡＸ申込
劇団飛行船　マスクプレイミュージカル
『ピーターパン』

≪チケットぴあ≫　

✜申込用紙はホームページからダウンロードできます✜すべての公演は座席の指定はできません✜✜申込用紙はホームページからダウンロードできます✜すべての公演は座席の指定はできません✜

Erth's ダイナソー・ズー ～恐竜どうぶつ園～
日時／８月９日（火）　１３：００開演／１５：３０開演
　　　８月１０日（水） １３：００開演／１５：３０開演
会場／東海市芸術劇場大ホール
席種／全席指定　２，５００円（一般：３，０００円）
※3歳以上有料、2歳以下は保護者1名につき1名まで
膝上鑑賞無料。但し、席が必要な場合は有料。
★恐竜好きには必見！動き回るリアルな恐竜を目の
前で見られる！何千年も前にタイムスリップして、直
接触れて学べる、オーストラリア発、イギリス・全米で

大人気の体験型リアル恐竜ショーが初来日！家族で楽しめる、体験型リアル
恐竜ショー「ダイナソー・ズー」は、ナレーターが様々な恐竜のパペットを子供
目線で紹介し、歴史を勉強するとともに、直接触れ合い、楽しみながら恐竜を
学べる作品です。赤ちゃんの恐竜から、空飛ぶ巨大昆虫、ティラノサウルス、
草食巨大恐竜などが登場し、迫力のステージを展開します。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

MUSICAL  ＭＹ  ＦＡＩＲ  ＬＡＤＹ　マイ・フェア・レディ ＦＡＸ申込 志村けん一座 第１１回公演　『志村魂』
日時／８月１３日（土） １７：００開演
　　　８月１６日（火） １２：００開演
会場／中日劇場
席種／Ａ席　８，１００円
　　　（一般：９，０００円）　
[共演] ダチョウ倶楽部、
　　　桑野信義　ほか
★夏休みだ！バカ殿様に会いに劇
場へ行こう！
※３枚以上でお申込みの場合、お席が前後
になる場合があります。

ＦＡＸ申込

舞台『ペコロスの母に会いに行く』
日時／８月２０日（土） １１：００開演
　　　８月２９日（月） １１：００開演
会場／中日劇場
席種／Ａ席　７，０００円

（一般：８，５００円）　
[出演] 藤田弓子、東国原英夫、仁
科亜季子 ほか

[原作] 岡野雄一「ペコロスの母に会いに行く」
★認知症の母と還暦を過ぎた息子のおかしくも心温まる
日々を描く。
※３枚以上でお申込みの場合、お席が前後になる場合があります。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

丸美屋食品ミュージカル「アニー」
日時／８月２６日（金）　１１：００開演／１５：３０開演
　　　８月２７日（土）　１１：００開演／１５：３０開演
　　　８月２８日（日）　１１：００開演／１５：３０開演

会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席　７，１００円（一般：８，５００円）
※4歳未満のお子様のご入場はできません。チケッ
トはお１人様１枚必要です。
[出演] アニー：河内桃子・池田葵（ダブルキャスト）、ウォー
バックス：三田村邦彦、ハニガン：遼河はるひ、グレース：木村
花代、ルースター：大口兼悟、リリー：野呂佳代　他多数出演
★豪華キャストとともに贈る夏の風物詩ミュージカル！トゥモローが胸に熱く染
み渡る！昨年３０年目を迎えたアニーは今年も元気いっぱいに「愛・勇気・希望」を
皆様にお届けします！９０００人から選ばれたアニーをはじめ、三田村邦彦、遼河
はるひなど、今年も豪華なメンバーでお贈りします！

ＦＡＸ申込

特別展「生誕130年記念　藤田嗣治展　東と西を結ぶ絵画」
■会　　期／４月２９日（金・祝）～７月３日（日）　９：３０～１７：００
　　　　　　金曜日は(４/２９を除く)、９：３０～２０：００　
　　　　　　休館日＝月曜日(５/２ は除く）　※入場は閉館の30分前まで
■会　　場／名古屋市美術館
■入 館 料／前売一般　　８００円（参考価格：１，２００円（当日１，４００円））
　　　　　　前売高大生　５００円（参考価格：　７００円（当日　９００円）） 
　　　　　　　  ※中学生以下無料　※高大生は、当日要学生証提示
★生誕130年記念藤田嗣治東と西を結ぶ絵画。日本の近代洋画を代表する画家、藤田嗣治の生誕130年を記念する展覧会。日本とフランスの二つの国で活躍し、油絵に
日本の技法を取り込むことによって新たな表現を生み出した藤田嗣治の芸術は、まさに東西の文化と歴史の融合の上に成立している。今回の展覧会では、近年藤田の遺族
よりランス市に寄贈された未公開の作品をはじめ、国内外の代表作約150点により、東西の文化の上に花開いた藤田芸術の神髄を紹介する。

窓口販売

≪チケットぴあ≫　

ジブリの立体建造物展
■会　　期／７月１５日（金）～９月２５日（日）
　　　　　　１０：００～１７：３０（入館は１７：００まで）
　　　　　　休館日／月曜日【ただし7/18（月）、8/15（月）、9/19（月）は開館】
■会　　場／豊田市美術館
■入 館 料／前売一般  ８００円（参考価格：１，２００円）
　　　　　　前売高大生　 ５００円（参考価格：８００円）　※中学生以下無料
　　　　　　　  ※市内在住または在学の高校生、障がい者及び市内75歳以上は無料[要証明]
★部分を見れば、全体が見える。　本展は、スタジオジブリ作品に数多く登場する「架空の建造物」を、現実の建物を
見るように、建築家の藤森照信氏が監修したジブリの建築展です。「風の谷のナウシカ」から「思い出のマーニー」までイ
メージボード、美術設定、背景画といった映画制作資料の原画400点以上と立体模型の数々を展示します。不思議な魅
力をもつジブリ作品に登場する建造物に焦点を当て、平面作品と立体作品が融合した展示空間が構成されます。
高畑・宮崎両監督の、作品の舞台となる建築へのこだわりを探ります。

窓口販売

≪チケットぴあ≫　

会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席 １１，５００円（一般：１３，０００円）
※未就学児童入場不可
[出演者] 霧矢大夢/真飛聖(Wキャスト) 寺脇康文、田山涼成、
松尾貴史、寿ひずる、水田航生、麻生かほ里、高橋恵子　　他
★ミュージカルの全てがここにある―豪華キャス

トが再び贈る、一流エンターテイメント。オードリー・ヘップバーン主演の映
画版でも広く親しまれている『マイ・フェア･レディ』。珠玉の名曲の数々とと
もに再演を重ね、ミュージカル史に燦然と輝く不朽の名作です。日本初演
50周年となった2013年には、演出を一新。好評を博したリボーン版が、新
たなキャストを迎えて帰ってきます！どうぞお見逃しなく！！

Wキャスト出演者日時

12：30
15：008月13日（土）

8月14日（日） 霧矢大夢
真飛　聖

≪チケットぴあ≫　 ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

販売期間：5月1日（日）～7月7日（木）

販売期間：5月1日（日）～7月7日（木）

「草壁家」
草壁家　イメージボード（となりのトトロ）
(C)1988　二馬力・G

「千と千尋」
千と千尋の神隠し
(C)2001　二馬力・GNDDTM
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✜申込用紙はホームページからダウンロードできます✜すべての公演は座席の指定はできません✜✜申込用紙はホームページからダウンロードできます✜すべての公演は座席の指定はできません✜

TOKAI SUMMIT
日時／７月３０日（土）　１５：００開演
　　　７月３１日（日）　１５：0０開演
会場／ナガシマスパーランド芝生広場・
　　　野外特設ステージ
席種／全指定席 ６，８００円（一般：７，５００円）
　　　（ナガシマスパーランド入場料込）
※３歳以上有料/２歳以下入場可　※開場・開演時間は変更の可能性

有／出演者変更に伴うチケットの払戻しはできませんので予めご了承下さい。／雨天決行・荒天中止
[出演] 7/30(土)：SEAMO/SKY-HI/Da-iCE/HOME MADE 家族/and more!
 7/31(日)：SEAMO/nobodyknows+/and more!
★TOKAI SUMMIT FINAL -10th Anniversary-

稲川　淳二
日時／９月２２日（木・祝）
　　　１７：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　ビレッジホール
席種／全指定席　４，９００円
　　　（一般：５，４００円）
※未就学児童入場不可
★MYSTERY NIGHT TOUR 
2016 稲川淳二の怪談ナイト

※公演当日、何らかの怪奇現象が引き起こした不慮の事故に関して、主催
者側は一切責任を負いませんので予めご了承ください。霊にとりつかれや
すいお客様や、心臓の強くない方のご入場はご遠慮させて頂きます。

絢香
日時／９月３日（土）
　　　１７：００開演
　　　９月４日（日）
　　　１７：００開演
会場／日本ガイシホール
席種／全指定席
　　　６，８００円
　　　（一般：７，５００円）
※未就学児童入場不可

★デビュー10周年  Anniversary  Tour

ＦＡＸ申込 郷　ひろみ
日時／９月１０日（土）
　　　１７：３０開演
　　　９月１１日（日）
　　　１５：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール
席種／全指定席　６，８００円
　　　（一般：７，５００円）
※３歳以上有料
★Hiromi Go Concert Tour 
2016 NEW WORLD

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込 ＦＡＸ申込

谷村　新司
日時／９月２２日（木・祝）
　　　１６：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール
席種／全指定席　７，８００円

（一般：８，６４０円）
※未就学児童入場不可
★谷村新司 CONCERT TOUR 
2016～アルシラの星～

ＦＡＸ申込 東儀 秀樹・古澤  巌・coba

日時／１０月１日（土）　１７：００開演
会場／愛知県芸術劇場　コンサートホール
席種／全指定席 ６，１００円（一般：６，８００円）  ※未就学児童入場不可
★東儀秀樹×古澤巌×coba 全国ツアー2016

ＦＡＸ申込

第１４回　甲山落語
日時／７月１０日（日）
　　　１４：００開演
会場／岡崎市西部地域交流
　　　センター　やはぎかん
席種／全指定席　２，５００円
　　　（前売り：３，０００円）　
★古典落語に現代の息吹を吹
き込む談笑ワールドをご堪能く
ださい！！　立川談笑たっぷり２
席。二ツ目／立川吉笑、講談／
神田松之丞

ＦＡＸ申込 南こうせつコンサートツアー2016　緑の旅人
日時／８月２６日（金） １９：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席指定　４，９００円

（一般：６，５００円）
※４歳以上有料/３歳以下入場不可
★1970年、かぐや姫でデビュー以来、
日本のフォークソング界の先駆者として
絶大な支持を受けている「南こうせつ」。
デビューから現在までにいたる名曲の
数々を、ユーモアたっぷりなトークとと
もにお贈りします。

ＦＡＸ申込

山本　昌 （スペシャルゲスト：山崎 武司）
日時／６月２６日（日）
　　　１４：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール
席種／全指定席　３，４００円

（一般：３，９９６円）
※未就学児入場不可
★元中日ドラゴンズ投手 山本
昌 講演会「プロ生活32年、球
界レジェンドが見出した野球哲
学とは」

ＭＩＳＩＡ
日時／７月１２日（火）
　　　１９：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール
席種／全指定席　７，７００円
　　　（一般：８，５００円）
※３歳以上有料
★LAWSON presents MISIA
星空のライヴⅨ PREMIUM LIVE

申込期限：5月15日（日）

≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　 ≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　 ≪サンデーフォーク≫　

≪岡崎パブリックサービス≫　 ≪幸田町文化振興協会≫　

≪サンデーフォーク≫　≪サンデーフォーク≫　

ＦＡＸ申込 ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　
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中日ドラゴンズ公式戦 ＦＡＸ申込

VS 広島
8月26日（金） 18：00

27日（土） 15：00
28日（日） 14：00

VS DeNA
8月19日（金） 18：00

20日（土） 15：00
21日（日） 14：00

VS 阪神 8月30日（火） 18：00
31日（水） 18：00

VS ヤクルト
8月 9 日（火） 18：00

10日（水） 18：00
11日（木） 15：00

VS 巨人
8月16日（火） 18：00

17日（水） 18：00
18日（木） 18：00

８
月

■【８月】外野応援席と内野A

2016シーズンシート
ドラゴンズ外野応援席

席種

斡旋枚数

斡旋金額

ライト側　31列　Ｒ530、Ｒ531
2席1組 １塁側

各試合１組
巨人戦：2,800円
その他：2,300円

（参考価格：1席1,900円）
4,400円（一般：4,900円）

内野A席

各試合4席まで

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

パロマ瑞穂スタジアム

未定7月9日(土) ｖｓ  川崎フロンターレ
試合日 対戦カードキックオフ

■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）

【２０１6明治安田生命J１リーグ】 名古屋グランパス ホームゲーム【２０１6明治安田生命J１リーグ】 名古屋グランパス ホームゲーム

※各席種１０枚
※未就学児童大人１名につき１名まで膝上無料
※（　　）内の料金は一般前売り料金です。
※座席の『メインスタンド／バックスタンド』、『ホーム側／アウェイ側』、『列／番号／階』の選択及び指定はできません。ご了承の上、お申込ください。座席位

置について責任は負いかねます。

■斡旋料金／カテゴリー2　　：4,300円（一般5,200円）
　　　　　　カテゴリー3　　：2,900円（一般3,600円）
　　　　　　カテゴリー4大人：2,500円（一般3,100円）
　　　　　　カテゴリー4小中高： 900円（一般1,200円）
　　　　　　

≪チケットぴあ≫　

日時／７月９日（土） 　または　７月１6日（土） 
★日付指定　大人・中人・小人・シニア共通パスポート（入園＋アトラクションフリー）

志摩スペイン村　感謝デーパスポート

≪チケットぴあ≫　

900円4,300円パス
ポート 中人

5,300円大人
通常価格 斡旋価格区分券種

3,300円小人・シニア

※2歳以下の幼児は有料入園者(大人)１
名様につき2名様まで無料。 
★新アトラクションや新キャラク
ターショー、3Dトリックツアーな
ど、子供から大人まで、家族みんな
で楽しめます。今年の「志摩スペイ
ン村」は新しい夢のはじまり！

パスポートは入園と無料のショーおよびすべてのアトラクションに使用可能。
※「カルメンホール」「ドラゴン城の宝さがし」「カーニバルハウス」は別途料金が必要。

【 ドラゴンズ外野外野席（ライト側） 】
歓声の中心であるライトスタンドで、まわりも一つになってドラゴンズを応援できる、もっとも熱い
シートです。

【内野Ａ】
ベースと外野守備位置をほぼ正面に見る席です。

【 共通事項 】
■会　　場／ナゴヤドーム　　■購入資格／会員のみ
※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。
※申し込みの無かったシーズンシートは号外でご案内いたします。
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　平成２８年２月１９日に開催されました理事会、平成２８年３月１８日に開催されまし
た評議員会において平成２８年度事業計画及び収支予算が承認され、可決したことを
ご報告いたします。
収　入 単位：千円 支　出 単位：千円
基本財産運用益 37
受取会費 46,800
事業収益 126,565
受取補助金等 41,108
受取維持管理等事業収益 24,922
出資配当金等収益 25
雑収益 929
経常収益計 240,386

事業人件費 29,154
事業運営費 8,341
給付事業費 36,639
在職中及び老後の生活安定事業費 76,055
健康維持増進事業費 9,594
余暇及び自己啓発事業費 44,341
維持管理事業費 25,340
管理費 13,817
経常費用計 243,281

　共済会は情報を公開いたしておりますので、詳細な事業計画並びに収支予算は共済会のホームページ
でご確認いただけます。

平成２８年度事業計画及び収支予算について

■豊田スタジアム

６月３日(金) 
※１日に２試合
　開催されます。

試合日 キックオフ

≪豊田スタジアム≫　

キリンカップサッカー２０１６　日本代表戦キリンカップサッカー２０１６　日本代表戦 ＦＡＸ申込

キックオフ時間未定／
　第１試合　16:00～16:30の予定。
　第２試合　19:30頃の予定

※座席の『メインスタンド／バックスタンド』、『ホーム側／アウェイ側』、『列／番号／階』の選択及び指定はできません。ご
了承の上、お申込ください。座席位置について責任は負いかねます。

■参 加 国／日本代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、
　　　　　　ブルガリア代表、デンマーク代表
■対戦カード／未定　日本代表は第２試合に出場
■席　　種／カテゴリー３（指定席。３階席）
　　　　　　６，５００円（前売価格：７，２００円）
　　　　　　カテゴリー４（指定席。４階席またはゴール裏２・３階席）
　　　　　　４，６００円（前売価格：５，１００円）
★詳しい内容につきましては、公式サイトにでご確認ください。
　http://www.jfa.jp/samuraiblue/kirincupsoccer_2016/

経常費用計
243,281

単位：千円

経常収益計
240,386

単位：千円

受取会費
46,800
19.47%

受取会費
46,800
19.47%

基本財産運用益
37　0.02%出資配当金等収益

25　0.01%

雑収益　929　0.39%

事業運営費
8,341
3.43%

健康維持
増進事業費
9,594　  3.94%

管理費
13,817　　5.68%

受取維持管理等
事業収益
24,922
10.37%

受取維持管理等
事業収益
24,922
10.37%

事業収益
126,565
52.65%

事業収益
126,565
52.65%

給付事業費
36,639
15.06%

給付事業費
36,639
15.06%

在職中及び老後の
生活安定事業費

76,055
31.26%

在職中及び老後の
生活安定事業費

76,055
31.26%

余暇及び
自己啓発
事業費

44,341
18.23%

余暇及び
自己啓発
事業費

44,341
18.23%

維持管理　
事業費　
25,340
10.42%

維持管理　
事業費　
25,340
10.42%

事業人件費
29,154
11.98%

事業人件費
29,154
11.98%

受取補助金等
41,108
17.10%

受取補助金等
41,108
17.10%
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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。
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★会費領収書について
　共済会会費１期分（４月～６月）の領収書を送付していますので、ご確認ください。

★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。

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、ニュースには載っ
ていない情報もあります！ 検索岡崎幸田勤労者共済会

おかざき世界子ども美術博物館 窓口渡し仮面ライダー アート展
「仮面ライダー」の原点を探りながら、脈々と続くライダーの歴史に触れる
ことができる、世代を越えて楽しむヒーローアート展覧会です。
■プレゼント枚数／先着３０枚　会員お一人様２枚まで　
★今年度よりご本人様のみとさせていただきます。代理での受取はご遠慮ください。
※無くなり次第終了。数に限りがあるため、必ず行ける方でお願いします。また残券をご確認のうえ、お越しください。
先着順で入場券をプレゼント！会員証を持って、共済会事務局窓口までお越しください！
■会　　期／４月２３日(土)～６月１９日(日)　※９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
■休 館 日／月曜日・祝日の翌日（５月６日）
■観 覧 料／大人　５００円　　小中学生　１００円
※各種障がい者手帳所持者とその付添者、岡崎市内（在住・在学）の小中学生は無料
　（各種手帳、わくわくカード、生徒手帳等を提示ください）

お知らせ天の丸　日帰りランチプラン　お食事券について
３月２７日まで販売しておりました「天の丸」の食事券につきましては、６月２６日（日）が利用期限
となりますので、必ず期間内にご利用をお願いいたします。期限を過ぎてのご利用、払い戻し等の
ご要望は承ることはできませんのでご注意ください。

お知らせ志摩スペイン村　パルケエスパーニャの臨時休園について
５月２６日（木）、２７日（金）に伊勢志摩サミットが開催されます。周辺警備、交通規制等の事情を考
慮し、臨時休園となりますのでよろしくお願いします。
■休園期間／５月２１日（土）～２８日（土）　８日間

お知らせ２０１６年ガイドブックについて
ガイドブックの記事内容に誤りがございましたので、お知らせいたします。P８「ラグーナテンボス　
ラグナシア」の記事中下部、 ×（年度内１人１枚発行） ➡ ○（年度内１人２枚発行） となります。ご迷
惑をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


