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★そば打ち体験／そば打ち名人が丁寧に指導しま
す。地元のそば粉１００％使用。打ったそばはそ
の場で食べます。持ち帰りも可能です！

★昼食／自分で打った、打ち立てのそば
★もも食べ放題／お土産としてのもぎ取りと（２

個）、食べごろを冷やした桃の食べ放題がセット
です。

★信州つけもの処　伊那路／お買い物をお楽しみ
ください。

行

　程

勤労文化センター  ―  岡崎ＩＣ  ―  恵那SA  ―  伊那ＩＣ ― 

みはらしファーム（そば打ち体験） ―  伊那ＩＣ  ―  

松川ＩＣ ― 南信州豊岡 だいち（桃食べ放題） ― 

信州つけもの処 伊那路 ― 飯田山本IC ― 屏風山PA 

― 岡崎ＩＣ ― 勤労文化センター

※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。

7,007,007,007,007,007,007,007,000000円円円円7,000円7,000円
登録家族 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000円円円円8,000円8,000円
一般同伴者 9,1009,1009,1009,1009,1009,1009,1009,1009,1009,1009,1009,1009,1009,100円円円円9,100円9,100円

会　員

●日　　程／7月24日（日）
●募集人数／35名《最小催行人数25名》
●参加料金／

◎旅行企画・実施　 株式会社日本旅行　愛知東支店　　観光庁長官登録旅行業　第２号
　　　　　　　　　　　〒４４４－００４５　愛知県岡崎市康生通東１－３

《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-26-1955  FAX：0564-25-2981

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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【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。

☆信州そば！美味しいおそばの体験です♪

☆桃狩りして頂いたものはお持ち帰りできます！！

☆味噌・漬物・甘酒の蔵元

南信州　もも食べ放題と
みはらしファームで信州そば打ち体験
南信州　もも食べ放題と
みはらしファームで信州そば打ち体験

旅行会社へＦＡＸ申込

8：00

17：30頃

9：15/9：30

10：45/13：30

14：20/15：10

15：20/15：40 16：20/16：30

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５月１日現在
事業所数：721社 会員数：7,669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。
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男川やな  割引利用補助券男川やな  割引利用補助券

【注意】　夏の繁忙期、特に土日は大変混みあいます。つかみどりは事前のご予約は出来ませんので、ご了承ください。お車でお越し
の際は近隣の住民の方にご迷惑が掛からないよう、ご配慮をお願いいたします。駐車場には限りがあり、近隣施設には駐車しないよ
うお願いいたします。９月以降は比較的短い待ち時間でご利用いただけます。

窓口渡し

2,450円
一般料金

1,580円

1,580円

　 2,0００円
会員利用料金

1,2００円

区分
　

3匹つかみどり

バーベキュー
（要予約）

内容
　

つかみどり
生コース

6００円

　

　男川の清流にかけられたやなで鮎のつかみ取り。さわやかな風
の中、グループやご家族で楽しんでいただけます。素材にこだわ
ったバーベキューをお楽しみいただける施設も人気です！
　バーベキューの他に、美味しい食事もございます！

大人
（中学生以上）

子供
（３歳以上）

※バーベキュー幼児食材無しの場合は入場料として５４０円かかります。　　※バーベキュー利用時は飲食物の持ち込みはお断りしております。
※つかみどり後は、鮎をその場で食べることができます。その場合、塩焼きかフライかお選びいただけます（１匹２４０円）。バーベキュー施設を利用されてい

る方は、そのまま焼いて食べることができます。　　※１０月下旬より天然子持鮎料理をお楽しみいただけます。

■利用期間／１１月末まで　　★ただいま開催中！
■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。

※焼く場合は別途１匹に
つき２４０円かかります

■男川やな／岡崎市淡渕町字日向２３　☎（０５６４）８２－２０８９　
　　　　　　ホームページもあります！　http://home1.catvmics.ne.jp/̃ns5021/otogawayana.html

≪岡崎市観光課・岡崎市観光協会≫　

岡崎観光夏まつり 第６8回花火大会 さ敷席の斡旋岡崎観光夏まつり 第６8回花火大会 さ敷席の斡旋 ＦＡＸ申込

共済会が岡崎観光夏まつりへ協賛し、さ敷席を確保！この夏の思い出に岡崎の花火をごゆったりとお楽しみください。
●花火日程／８月6日（土）　１８：５０～２１：００（予定）
●観 覧 席／乙川河川敷殿橋下流右岸さ敷席
●斡 旋 数／2桝　※申込多数の場合は抽選　　　　●斡旋価格／35，０００円（一般：４8，０００円）
●申込資格／会員のみ
　※花火当日は雨天決行ですが、警報等の荒天又は乙川増水の場合は翌日の８月７日(日)に順延となります。
　　開催の有無は当日午前１１時に決定します。
●岡崎市観光協会ホームページ／http://okazaki-kanko.jp
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日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に
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日本有数のメロンの産地、渥美半島で、自然の恵みをうけ一つ一つ丁寧に
栽培された、とろけるような濃厚な甘さのメロンをお楽しみください！
ご希望の住所へお届けします！

ＦＡＸ申込

●種　　類／温室マスクメロン（化粧箱入り）
　　　　　　①１．５ｋｇ×１個　　②１．６５ｋｇ×２個
●斡旋価格／①１，６００円（一般：２，４００円）　 ②３，０００円（一般：３，８００円）
●申込資格／会員のみ　計２セットまで
●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。　　※ご贈答用としてもご利用いただけます。
　※お届け時期は７月上～中旬頃を予定しております。
●お問い合わせ先／日研農園　田原市堀切町鳥屋道２６　　☎（0531）35-6854

コロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポン ＦＡＸ申込

≪安城コロナ≫　

夏休み期間中に使える『コロナワールド周遊クーポン』！映画鑑賞券と共通券２枚がセットになったお得な
クーポンです！この機会にぜひお申し込みください！
●斡旋価格／１，６００円（通常価格：２，０００円）　一人２冊まで
●利用期間／７月１９日（火）～１０月３１日（月）　
●内　　容／映画１回＋いずれか２つのサービスがご利用できます！
　　　　　　・コロナの湯入泉１回　・健美効炉利用１回　・シネマ　フード・グッズ６００円引
　　　　　　・ボウリング６００円引　・カラオケ６００円引　・フード６００円引　・IT-CAT６００円引
●ご 注 意／健美効炉利用を選択された場合は、別途入泉料が必要となります。お１人様２枚以上

の併用が可能です。おつりは出ませんのでご了承ください。
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松田聖子 ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

日時／８月２０日（土）  １７：００開演
　　　８月２１日（日）  １５：００開演
会場／日本ガイシホール
席種／Ｓ席　７，７００円
　　　（一般：８，９００円）
※未就学児童入場不可
★昨年デビュー35周年を迎え、Ｎ
ＨＫ紅白歌合戦では大トリを務めた
松田聖子。
永遠のアイドルが今年も名古屋で
魅せます・・・！

ミュージカル『エリザベート』　ＦＡＸ申込

田原　俊彦 ＦＡＸ申込

日時／１０月１５日（土） １２：００開演
席種　【土日】  A席  １１，５００円
　　　　　　（一般：１３，５００円）
　　　１０月２０日（木） １８：１５開演
　　　【平日】  A席  １１，０００円
　　　　　　（一般：１３，５００円）
会場／中日劇場　※未就学児入場不可

[出演予定] 【10/15(土)12:00】蘭乃はな、井上芳雄、京本大我、涼風真世、成河　ほか
　　　　　【10/20(木)18:15】花總まり、城田 優、京本大我、香寿たつき、成河　ほか
※出演者変更の場合でも他日へ変更、払い戻しは致しかねます。　※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。
★ハプスブルク帝国最後の皇后エリザベートと黄泉の帝王“トート＝死”の禁じられた愛を描いたストーリーは、1992年のオー
ストラリアで初演され、20年以上に渡り世界中で演じられ、多くのミュージカルファンを魅了してきました。
 昨年2015年に、キャスト、舞台美術、衣裳を一新した新生『エリザベート』が帝国劇場で開幕するや、その美しさとエネルギーに満
ち溢れたステージは新たな感動を呼びおこし、それまで以上に熱狂的な指示を受け大好評を博しました。 ≪サンデーフォーク≫　

≪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／９月３０日（金）
　　　１８：３０開演
会場／Ｚｅｐｐ　Ｎａｇｏｙａ
席種／指定　　６，８００円
　　　（一般：７，５００円）
※３歳以上有料
★TOSHIHIKO  TAHARA
DOUBLE  T  TOUR 2016

≪チケットぴあ≫　

JAM Project LIVE TOUR 2016
日時／１０月１日（土）
　　　１８：００開演
会場／名古屋市公会堂
席種／全席指定  ６，３００円
　　　（一般：７，０2０円）
※3歳以上有料
★「日本のアニソン界」で活躍する
実力派シンガーによって、2000

年に立ち上げられたスーパーユニット。海外からの呼び声も多く、各国
でライブツアーを行い日本の本格的なアニソンを届けてきました。
そして、6月発売予定のオリジナルアルバムを引っさげた3年ぶりとな
る全国ツアーが決定！

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

納涼落語会  三遊亭円楽・桂春蝶  二人会
日時／８月３１日（水）
　　　１４：００開演
会場／刈谷市総合文化センター
　　　アイリス 大ホール
席種／S席　３，９００円
　　　（一般：４，８００円）
※未就学児童入場不可
[プログラム] 三遊亭円楽「お
化け長屋」、桂春蝶「ねずみ」

★次代の上方落語を担う、三代目 桂春蝶が六代目 三遊
亭円楽に挑む「納涼落語会」をお楽しみください！

ＦＡＸ申込

鈴木　雅之
日時／１１月１９日（土）
　　　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／全指定席　７，０００円
　　　（一般：７，８００円）
※３歳以上有料/２歳以下入場可
★masayuki suzuki taste of 
martini tour 2016 Step 1.2.3
～dolce Lovers～

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　≪サンデーフォーク≫　

髙橋　真梨子
日時／１０月１５日（土） １８：００開演
　　　１０月１６日（日） １７：００開演
会場／名古屋国際会議場
　　　センチュリーホール
席種／全指定席　７，７００円
　　　（一般：８，５００円）
※未就学児童入場不可
★Iwatani Presents Mariko 
Takahashi Concert vol.40 
2016 infini supported by 
NTT DOCOMO

ＦＡＸ申込

千住真理子　ヴァイオリン・リサイタル
日時／９月１５日(木) 　１８：４５開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／Ｓ席　４，０００円（一般：５，０００円）
※未就学児童入場不可
[出演] 山洞 智（ピアノ・チェンバロ）　友情出演：長谷川陽子（チェロ）
[プログラム] ヴィヴァルディ：ヴァイオリン・ソナタ、千住 明：Andante
～母・千住文子に捧ぐ、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン　　ほか
★時空を超えた300年前の吐息をあなたへ
昨年デビュー４０周年を迎えた千住真理子。今年は愛器ストラディヴァ
リウス「デュランティ」が誕生して３００年を迎えます。特別に友情出演

でかけつけてくださるチェリストの長谷川陽子さんと演奏するのは、1716年、まさにデュランティ生誕の年
に作曲されたヴィヴァルディの名作である。時代をいっきにさかのぼり、不思議な300年前の吐息が、きっと
あなたの耳元に届くはずです。多彩な音色をお届けします。是非お聴き逃しなく！

ＦＡＸ申込

日時／９月２２日（木・祝）　１４：３０開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／S席　７，２００円（一般：８，５００円）
※3歳以下入場不可。お子様のみのご入場はお断りいたします。

［プログラム］ウルトラマンシリーズメドレー、円谷プロ特撮メド
レー、平成ウルトラマン主題歌メドレー　ほか　　［出演］桜井浩子

（「ウルトラマン」 フジ･アキコ隊員役）、ウルトラヒーロー　
［指揮］矢澤定明　［演奏］名古屋フィルハーモニー交響楽団
★「光の国」からウルトラマンの音楽がやってくる！

映像と生のオーケストラで、目も耳も身も心も＜ウルトラの世界＞に酔いしれる！円谷特撮を彩る名曲の
数々がフルオーケストラによる演奏で蘇る―――。「ウルトラマンシリーズ」は勿論のこと、「快獣ブース
カ」「ミラーマン」などの懐かしい映像も！わくわくした気持ちやあの興奮を思い出しながら、子どもたち
から大人たちまで世代を越えた人気を誇るウルトラマンの世界を感じてください。

ウルトラマン シンフォニーコンサート 2016 
in NAGOYA ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／１０月２１日（金） １８：３０開演
会場／電気文化会館  ザ・コンサートホール
席種／全席指定  ５，４００円
　　　（一般：6,3００円）
※6歳未満入場不可
[出演者] 上妻宏光（三味線プレイヤー） / 佐藤竹善

（SING LIKE TALKING） / 伊賀拓郎（ピア二スト）
★“伝統と革新”を追求し、津軽三味線の可能性を広げ続けている上妻宏光。
今回で3回目となるTourは、シングライクトーキングのボーカリスト佐藤竹善を
迎え、スタンダード・ナンバーからJ-POP、原点である「津軽じょんから節」まで…
ジャンル超越し“唄”交えて名曲達を奏でる！そして、また新たな日本様式の創作
の息吹が聴こえて来る！

上妻宏光“Standard Songs” feat.佐藤竹善
-三味線とPIANOで奏でる名曲達- ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

　(C)Kiyotaka_Saito(SCOPE)　
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ハッピネス・ヒル寄席その九
桂歌丸・笑福亭鶴光 東西会

日時／９月４日（日）
　　　１４：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席指定　３，１００円
　　　（一般：３，８００円）　　
※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
★笑点でお馴染みの「桂歌丸」
と、上方落語家「笑福亭鶴光」に
よる、江戸と上方の両方が楽しめ
る落語会。

ＦＡＸ申込

✜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✜

森山　良子 ＦＡＸ申込

高嶋　ちさ子 ＦＡＸ申込 三浦一馬  plays  ガーシュウィン＆ピアソラ
日時／１０月１５日（土） 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  ２，８００円（一般：３，５００円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
[出演] 三浦一馬（バンドネオン）、石田泰尚（ヴァ
イオリン）、中島剛（ピアノ）、高橋洋太 (コントラバ
ス)、大坪純平（ギター）、石川智（パーカッション）
[曲目] ガーシュウィン／ラプソディ・イン･ブルー、
ピアソラ／オブリヴィオン　ほか
★バンドネオン奏者三浦一馬がガーシュ
ウィンとピアソラの名曲をクインテットと
ともにお届けします。

日時／１０月７日（金）
　　　１８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　大ホール
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50周年記念　森山
良子concert2016 ～Touch 
me...～　Special　Edition

ＦＡＸ申込

劇団四季ミュージカル　「ウェストサイド物語」
日時／８月２７日（土）　１４：００開演
会場／みよし市文化センター  サンアート  大ホール
席種／全席指定 ６，３００円（一般：８，０００円）
※未就学児入場は不可
★『ウェストサイド物語』は、1957年9月26日にブ
ロードウェイのウィンターガーデン劇場で初演の幕を
開け、社会的なテーマを持ったミュージカルとして、ア
メリカ演劇界に大きな反響を巻き起こしました。1961
年には映画版が公開されるに至り、その年のアカデ
ミー賞10部門（監督、助演男優、助演女優など）受賞と
いう快挙を成し遂げています。

今年のウェストサイド物語公演、東海地区では休日公演はみよし公演だけ！夏休み、劇
団四季のフルスケールミュージカルを是非お見逃しなく！

日時／１０月１４日（金）
　　　１８：３０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　４，９００円
　　　（一般：５，５００円）
※３歳以上有料
★10th Anniversary 高嶋ちさ
子 12人のヴァイオリニスト コン
サート

ＦＡＸ申込

≪みよし市文化センター サンアート≫　

2016 国立ボリショイサーカス 名古屋公演　
■会場／愛知県体育館
■席種／○指定席　３，４００円（一般：４，８００円）
　　　　☆指定席　２，５００円（一般：４，８００円）
※３歳以上有料　大人・子供同一料金

[演目] ロシアン・スイング、空中ブランコ、熊のサーカス、空中アクロバット、犬のサーカス、ジャグラー、バランス・アクト、
猫のサーカス、トランポリン、コントーション、ピエロ　※都合によりプログラムに変更のある場合もございますので、予めご了承下さい。
★'58年の初来日以来、50年以上にわたり時代と世代を超えた支持を受けてきたボリショイサーカス。約
4,000人ものアーティストとスタッフ、6,000頭以上の動物 、約70ヶ所の常設・仮設劇場を持つ世界最大
のサーカス組織。そんなボリショイサーカスが今年もいよいよやってくる！ロシアより来日したアーティスト
による空中ブランコ、綱渡りなどのアクロバティックで鍛え抜かれた技の数々に、観客席は息つく暇なし！最
新、最高レベルの演技を見せてくれる世界の頂点に立つサーカスを楽しんで！！
公演時間：約2時間（休憩15分）

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

葉加瀬　太郎 ＦＡＸ申込

日時／１１月１０日（木） １９：００開演
会場／愛知県芸術劇場  大ホール
席種／全指定席　７，０００円
　　　（一般：７，８００円）
※３歳以上有料
[出演] 葉加瀬太郎(violin)/鳥山雄司 (Guitar)
／柏木広樹(cello)／村石雅行(Drums)／大
島俊一(Keyboards&Sax)／西嶋徹(bass)
／仙道さおり(Percussion)／Maciek 
Janas(piano)／八巻誠(Manupilator)
★日医工 presents 葉加瀬太郎 コン
サートツアー 2016

≪シビックセンター≫　≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　 ≪サンデーフォーク≫　

中川ひろたか＆新沢としひこ
ファミリーコンサート

日時／１０月２２日（土） １３：３０開演
会場／幸田町民会館つばきホール
席種／全席指定　大　人　２，０００円（一般：２，５００円）
　　　　　　　　子ども　１，０００円（一般：１，５００円）　
※子ども…小学生以下　※３歳以上有料。３歳未満でもお席が必要な場

合は有料。
★子どもエンターテインメン
ト界で活躍する二人が共演す
るファミリーコンサート。ぜ
ひ、親子でお楽しみください。

≪幸田町文化振興協会≫　

ＦＡＸ申込

8月 25日㈭ 26日㈮ 27日㈯ 28日㈰ 29日㈪
10：30 ○ ○ ○
13：30

○
○ ○

16：30
○ ○

○
○
☆ ○

■日時／

モト冬樹　ディナーショー
日時／７月１７日（日）
　　　１８：００食事　１９：３０ショー
会場／岡崎ニューグランドホテル
席種／全席指定　１９，０００円
　　　（一般：２０，０００円）
※ディナーコース（ドリンク付）
★ご存じ「ビジー・フォースペシャ
ル」！ものまね四天王ブームを巻
き起こし、人気者に。個性的なキ
ャラクターを生かしてＣＭ・テレビ
ドラマにも多数出演。

ＦＡＸ申込

≪岡崎ニューグランドホテル≫　≪幸田町文化振興協会≫　

クレジット：ビクターエンタテイメント



共済会ニュース 6月号

5

◆券　　種／５００円券　１０枚１組（５，０００円分）　◆斡旋価格／４，2００円　　◆購入資格／会員のみ（２組まで）
◆そ の 他／・有効期限はありません。　　・一部購入除外品があります。詳しくは店舗スタッフにご確認ください。
　　　　　　・営利目的での購入は固くお断りします。発覚した場合には次回からの斡旋に影響いたしますのでくれぐれもご注意ください。

スギ薬局の商品券の斡旋スギ薬局の商品券の斡旋
スギ薬局で使用できる商品券のご案内です。今年度の斡旋は１回の予定となっておりますので、お見逃しなく！

ＦＡＸ申込

あいちトリエンナーレ2016 国際展
●会　　期／８月１１日（木・祝）～１０月２３日（日）　休館日・開館時間は会場によって異なります
●会　　場／愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋・豊橋・岡崎市内のまちなか
●【前売券普通】 一　般　　１，０００円（一般：１，４００円（会期中￥１，８００））
 大学生　　　７００円（一般：１，０００円（会期中￥１，３００））
 高校生　　　３００円（一般：　５００円（会期中￥　７００））
●【前売券フリーパス】 一　般　　２，５００円（一般：３，１００円（会期中￥３，６００））
 大学生　　１，５００円（一般：２，０００円（会期中￥２，５００））
 高校生　　　７００円（一般：１，０００円（会期中￥１，２００））　※中学生以下無料。
※普通チケットは入場当日のみ、同会場での再入場が可能です。なお、会場ごとに日を改めてご入場いただけます。　　※フリーパスは期間中何度でも、
国際展のすべての会場をご覧いただけます。　　※パフォーミングアーツやプロデュースオペラは、別途チケットが必要になります。
◆大学生、高校生のチケットをお持ちの方は、本人確認証をご提示いただく場合があります。
[出品作品ジャンル] 　現代美術、映像プログラム、パフォーミングアーツ、プロデュースオペラ、舞台芸術公募プログラム、他
★愛知県で３年に１度開催する国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」。第３回目となる今回は芸術監督に写真家で著

述家の港千尋氏（多摩美術大学教授）が就任。「虹のキャラヴァンサライ 創造する人間の旅」というテーマのもと、国内外の多様なジャン
ルのアーティストが集い、最先端の現代アートによる祝祭感あふれるフェスティバルを展開します。

岡崎ニューグランドホテル  ビアガーデン  ２０１６岡崎ニューグランドホテル  ビアガーデン  ２０１６

販売期間：7月31日（日）まで

≪あいちトリエンナーレ実行委員会事務局≫　

●お知らせ／チケットを受け取り後にご予約を入れてください。ご希望の日時に承れない場合もございます
ので、ご了承のうえお申し込みください。　 ※期限後の使用及び購入後の払い戻し等できませんのでご注意ください。

●開催期間／６月１７日（金）～９月１０日（土）　　※日曜祝日および８月６日（土）の花火大会は休業させていただきます。　
※雨天の場合、１Ｆラウンジにて開催いたします。

●時　　間／６・９月 １７：３０～２１：００（Ｏ．Ｓ．２０：３０）、７・８月 １７：３０～２１：３０（Ｏ．Ｓ．２１：００）
●斡旋料金／３，５００円（一般：４，０００円）　　　●購入資格／会員のみ（一人４枚まで）　無くなり次第終了
　　●延長30分：500円　小学生以下のお子様は半額、３歳以下のお子様は無料です。
　　●女性に人気のカクテル各種、ソフトドリンクも多数ご用意！！　　●２時間：飲み放題・食べ放題　
　　●宿泊プラン／ビアガーデン＋宿泊　10,000円　　※朝食はついておりません。　
●岡崎ニューグランドホテル／宴会受付直通  TEL：０５６４－２１－０１１６　（９：００～１９：００）

岡崎唯一のビアガーデン。暑いときこそビールがおいしい！開放的な空間でお仲間と一緒にいかがですか？！ ２時間食べ飲み放題！

ご自身にあった介護用品を選べるように介護ベッド・車いす・歩行器の
展示をはじめ浴槽やトイレの体感コーナーも設置しております。福祉
用具専門相談員・介護福祉士が介護を受けられる方とそのご家族様が
安心・快適な生活を送れるよう、体の状態や自宅の環境に合わせた福
祉用具を選べるようしっかりサポートします。また、プライバシーを配
慮した相談コーナーをご用意しております。お気軽にご相談ください。 

ご自身にあった介護用品を選べるように介護ベッド・車いす・歩行器の

（株）スギ薬局  「あなたの街の介護用品レンタル  スギ岡崎ステーション」
介護相談、介護用品・福祉用具の斡旋

■利用期間／6月1日～8月31日　　　■利用範囲／会員様及びご家族様
■利用方法／スギ岡崎ステーションの相談カウンターにて共済会会員証の提示をお願いします。
■店舗情報／岡崎市上地一丁目24番地2 スギ薬局上地一丁目店内　　電話番号 0564‐64‐5181
　　　　　　月曜～土曜 9:00～20:00 （日曜のみ 9:00～18:00）
■そ の 他／現金支払いのみ（一部クレジットカード使用可）、 他の割引クーポンとの併用不可

サ
ー
ビ
ス
内
容

商品名（サービス名） 会員利用料金（税込）
・介護、住宅改修相談は
　無料（出張相談可）
・左記の購入品は
　店頭価格の５％OFF

・介護、住宅改修相談
・介護用品（杖、シルバーカー、ショッピングカート、介護
シューズ、枕）及び福祉用具（介護ベッド、車いす、歩行器、
ポータブルトイレ、シャワーチェア）、住宅改修商品の購入

※ 介護保険を利用した購入は除く

ココ→

お知らせ

ＦＡＸ申込

≪岡崎ニューグランドホテル≫　

生誕80周年記念 藤子・F・不二雄展生誕80周年記念 藤子・F・不二雄展
■会　　期／７月１６日（土）～９月４日（日）　10：00～19：30
　　　　　　入館は閉館の30分前まで。但し、8/23（火）・9/4（日）は18：00閉館
■会　　場／松坂屋美術館（松坂屋名古屋店南館７階）
■入 館 料／前売り一般 ７００円（一般：１，０００円（当日￥1,200））
　　　　　　前売り高・大学生 ５００円（一般：　８００円（当日￥1,000））
　　　　　　前売り小・中学生 １００円（一般：　４００円（当日￥　600））　※未就学児童無料
★本展は藤子・F不二雄 生誕80周年を記念して「ドラえもん」「パーマン」「オバケのQ太郎」
などの第1話を中心とした原画やSF短編の扉絵などを展示。
また、室内型4Dプロジェクションマッピングで藤子・F・不二雄の世界を体験できる「SFシアター」や、人気キャラと一緒に写
真撮影する「なりきりキャラひろば」等子どもたちも楽しめる体験型の展示などご家族で楽しめる展覧会です。

窓口販売

窓口販売

≪チケットぴあ≫　

販売期間：7月28日（木）まで

アーキテクツ・オブ・エアー 《ペンタルム》　ヘールレン、
オランダ　2013　photo: Jeroen van Zwieten
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夏の定番！プール利用券の斡旋夏の定番！プール利用券の斡旋
注：プール開始日時までにお手元に届かないチケットもございますのでご了承ください。

長島ジャンボ海水プール特別入場券 ＦＡＸ申込

●有効期間／７月２日(土)～９月２５日（日）
●斡旋料金／１，９５０円　《参考一般価格：大人（中学生以上）３，５００円、小学生２，７００円、幼児２才～１，５００円》
●購入資格／会員のみ（１人４枚まで）　●斡旋枚数／３００枚《申込者多数の場合は抽選》
●問合せ先／ナガシマリゾート　☎（０５９４）４５－１１１１
※遊園地へ入場できますが、乗り物券が必要な方は別途購入してください。　　※大人・小学生共通券。
※危険防止の為、サンシェード・テント類の持込みは固くお断りします。
※飲食物、クーラーボックス等の持込みは固くお断りします。
※刺青、タトゥーの入っている方のご入場は固くお断りします。（シール等の類似の物も不可）
※その他の諸注意はＨＰでご確認ください。http://www.nagashima-onsen.co.jp

南公園岡崎市民プール無料利用券 窓口渡し

●利用期間／６月２5日(土)～９月4日(日)
●休園・休館日／夏休み期間中は無休（7/10（日）は13:00まで利用不可）　　●利用時間／９：００～１７：００
●斡旋料金／大人・小人（中学生以下）とも無料《全額補助》（一般：大人６０円、小人３０円）
●枚数制限／１回に会員と登録家族人数分の2回分まで
●斡旋方法／共済会事務局窓口渡し（会員証持参）
●問合せ先／南公園　☎５２－９０９５　※オープン当日は無料開放　　※ロッカー代20円は自己負担となります。
　※常時オムツ着用の方は、入場できません。（プール用オムツも不可）　　※小学校３年生以下のお子様は保護者の同伴が必要です。

幸田町民プールプリペイドカード ＦＡＸ申込

●≪屋外プール≫開場期間／６月２５日(土)～９月４日(日) 
●休 館 日／月曜日（祝日の場合は翌日）（7/20（水）～9/4（日）は無休）
●利用時間／平日　１３：００～１８：００　　　　土・日・祝日・夏休み　１０：００～１８：００
●斡旋料金／

●問合せ先／幸田町民プール　☎５６－８１１１　※屋内プール・トレーニング室も利用できます。有効期限はありません。　　※必ずスイミングキャップを
着用してください。　　　※屋内プールの利用可能日時については、ホームページを参照ください。　　　※常時オムツ着用の方は入場できません。その他注意事
項については　　　※小学校３年生以下のお子様は１８歳以上の大人の付添いが必要です（大人1人につき子ども２人まで）

西尾市ホワイトウェイブ21プリペイドカード ＦＡＸ申込

●利用時間／火曜日～金曜日　１３：００～２０：３０（7/1～8/31を除く）
　　　　　　土曜日・日曜日・祝祭日　１０：００～２０：３０　　　７月１日～８月３１日　１０：００～２０：３０
●休 館 日／月曜日（祝日の場合は営業）（７/１～８/３１は無休）
●斡旋料金／

●問合せ先／ホワイトウェイブ２１　☎(0563)34-8222　　※トレーニングルーム・浴室も利用できます。有効期限はありません。　　※常時オムツ
着用の方は入場できません。（プール用オムツも不可）　　※小学校３年生以下のお子様は18歳以上の大人の付添が必要です。（大人１人につき子ども２人まで）

　※浮き輪の持ち込みはできません。プール場内にある備え付けのものをご利用ください。　　※その他詳しいことは、ホームページを参照ください。

フォレスタヒルズ　ウォーターパーク前売入場券 ＦＡＸ申込

●営業期間／７月９日(土)～９月４日(日) 　※7/11～15・9/1・2はお休みとなります。
　　　　　※7/16～8/31は毎日営業　　※7/9のみ、小学生以下のお子様は一般料金の半額にてご入場できます。
●営業時間／９：３０～１７：００（受付終了１６：００）
●斡旋料金／

●問合せ先／フォレスタヒルズ　スポーツクラブ　☎(0565)58-3515
　※大人は中学生以上、小人は４歳以上小学生以下。　  ※衛生管理上、飲食物の持込はご遠慮ください。　  ※乳幼児の方も水中用オムツの着用にて利用ください。
　※小学３年生以下の方は、保護者（１８歳以上）同伴にてご入場ください。　　※その他の利用案内については、ホームページを参照ください。

券種 斡旋価格
6,000円券 3,500円（一般：5,000円）
2,200円券 1,400円（一般：2,000円）

券種 斡旋価格
大　人 1,100円（一般：1,500円）
小　人 　600円（一般：　930円）

券種 斡旋価格
5,500円券 4,000円（一般：5,000円）
3,300円券 2,400円（一般：3,000円）
2,200円券 1,600円（一般：2,000円）

●購入資格／会員のみ（１人計３枚まで）
●斡旋枚数／各１００枚
　　　　　　《申込多数の場合は抽選》

●購入資格／会員のみ（１人計４枚まで）
●斡旋枚数／各１００枚
　　　　　　《申込多数の場合は抽選》

●購入資格／会員のみ（１人計3枚まで）
●斡旋枚数／各１００枚
　　　　　　《申込多数の場合は抽選》

愛・地球博記念公園温水プール利用券 ＦＡＸ申込

●利用期間／９月３０日(金)まで
●休 業 日／月曜日（月曜日が休日の場合は最初の平日）　※夏休み期間は月曜日も営業
●利用時間／時期により変わりますのでホームページでご確認ください。 
●斡旋料金／

●問合せ先／愛・地球博記念公園管理事務所　プール・スケート場　☎(0561)64-1130　　※大人は高校生以上、小人は３歳～中学生。
　※日常的におむつをしている方（自分の意思でトイレへ行けない方）はご利用できません。また、水泳用のおむつやトレーニングパンツもご利用できません。
　※未就学のお子様は保護者同伴（高校生以上の方）でご入場ください。　　※その他の利用案内（注意事項など）については、ホームページを参照ください。
★冬期にはアイススケート場利用券の取扱も予定しております。

券種 斡旋価格
大　人 600円（一般：1,030円）
小　人 200円（一般：　410円）

●購入資格／会員のみ（１人計４枚まで）
●斡旋枚数／各１００枚
　　　　　　《申込多数の場合は抽選》
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中日ドラゴンズ公式戦 ＦＡＸ申込

VS 広島 9月13日（火） 18：00

VS DeNA 9月10日（土） 18：00
11日（日） 14：00

VS 阪神 9月VS 阪神 9月24日（土） 15：00
25日（日） 14：00

VS ヤクルト 8月11日（木） 15：00

VS 巨人 9月14日（水） 18：00
VS 広島 8月28日（日） 14：00
VS 巨人 8月17日（水） 18：00

９
月

８
月

９
月

■【9月】外野応援席と内野A ■【8月・9月】内野Ｓ

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 １塁側
2席1組　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）

巨人戦：9,000円
その他：8,000円

（一般1席：6,000円）

内野Ｓ席

2席１組　各試合4組
１塁側

4,400円
（一般1席：4,900円）

内野A席

各試合4席まで

【 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。
【内野Ｓ】　１・３塁ベース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。

25日（日） 14：00

ＦＡＸ申込

豊田スタジアム

18：008月13日(土) ｖｓ  浦和レッズ
試合日 対戦カードキックオフ

パロマ瑞穂スタジアム

18：007月23日(土) ｖｓ  ヴァンフォーレ甲府
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≫　

■利用方法／※コピー可
下の記入欄に必要事項をご記入の上、切取り利用当日、
鈴鹿サーキットのチケット窓口でご精算ください。

合計10名まで
利用できます！

モートピアパスポート  （入園＋のりもの乗り放題）

種　類 クーポン料金 通　常
大　人 2,700円 4,300円

小学生 2,100円 3,300円

幼児（3才～）

種　類

会員番号
会員氏名

大　人
小学生

幼児（3才～）

料　金

合　計

公益財団法人　岡崎幸田勤労者共済会

2,700円
2,100円
1,300円

人数
人

人

人

金　額
円

円

円

人 円

1,300円 2,100円

2016年6月1日（水）～7月15日（金）

鈴鹿サーキット
東海ブロック優待デーのお知らせ
鈴鹿サーキット
東海ブロック優待デーのお知らせ

※除外日　2016年6月14日（火）～6月16日（木）

労福協ファミリー映画会  無料鑑賞のご案内！労福協ファミリー映画会  無料鑑賞のご案内！
●日　　時／７月２日（土）
●上映時間／９時４０分～１１時５０分（予定）　※受付は９時１０分より
●場　　所／せきれいホール　　岡崎市朝日町３－３６－５　☎２５－０５１１
●内　　容／ミニオンズ　　　　●参加資格／会員と登録家族
●斡旋枚数／１５家族程度《申込者多数の場合は抽選》
●申込方法／専用の用紙に参加者全員をご記入の上ＦＡＸでお申し込み下さい。
　※子どもだけでの参加はできません。　　※申込者及び登録家族以外の参加は出来ません。
　※当日は駐車ができません。近くのパーキングをご利用いただくか、公共交通機関をご利用ください。 ≪労福協岡崎・額田支部≫　

お子様には
お菓子を

プレゼント！
申込締切：6月9日（木）

ＦＡＸ申込
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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
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岡崎市医師会 健康教育講座のご案内

★新規加入事業所をご紹介ください！
　　共済会では、新規加入事業所(加入者)の募集をしています。会員であるあなたのお勧め

が共済会のご理解につながります。ご紹介を頂いた事業所が共済会に加入されたときは、
謝礼をさせていただきますので、多くの方に共済会を宣伝してください。入会手続きなど
詳しい内容については、事務局からご説明に伺いますので、お申し付けください。

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、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

４月号掲載記事　藤田嗣治展について

参加費無料

●テ ー マ／「不育症のエビデンス～流産を乗り越える～」
●講　　師／名古屋市立大学大学院　医学研究科　産科婦人科　教授　
　　　　　　不育症センター長　杉浦真弓先生
●座　　長／加藤産婦人科　院長　岩瀬幸子先生
●日　　時／平成２８年６月５日（日）午前１０時～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

お知らせ

お知らせ

共済会6月号

岡崎市医師会 健康教育講座のご案内 お知らせ

会ニュース

岡崎市美術博物館　岡崎市制１００周年記念
親善都市  福山の文化財展

販売期間が『７月７日（木）』となっておりますが、正しくは『６月１９日（日）』までとなります。
お詫びして、訂正いたします。

天の丸　日帰りランチプラン　お食事券について
「天の丸」の食事券は、６月２６日（日）が利用期限となります。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。

窓口販売

福島市は広島県の南東端に位置する備後地域の中核都市です。今年は両市がとも
に市制１００周年を迎えることから、これを記念して本展覧会を開催いたします。
本展では福山の歴史と文化を物語る文化財の優品約一三〇件を展示し、福山の魅
力を紹介します。
■会　　期／６月４日（土）～７月1８日（月・祝）　　
■開館時間／１０：００～１７：００（入場は16:30まで）
■休 館 日／毎週月曜日　7/18は開館
■観 覧 料／一般（高校生以上）　5００円（一般価格：８００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　　　※岡崎市制１００周年記念日である７月１日（金）は観覧料が半額

販売期間：7月17日（日）まで


