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※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。

3,403,403,403,403,403,403,403,400000000000円円円円3,400円3,400円
登録家族 3,7003,7003,7003,7003,7003,7003,7003,7003,7003,7003,7003,7003,7003,700円円円円3,700円3,700円

一般同伴者 5,7005,7005,7005,7005,7005,7005,7005,7005,7005,7005,7005,7005,7005,700円円円円5,700円5,700円

会　員

●日　　程／8月27日（土）
●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。

●名鉄のハイキングの人気ツアー！
●とうもろこし狩り“3本”のお土産つき！
●現地係員、道標有り
●食事はついておりませんので、各自ご

用意ください。
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初めによくお読みください
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共済会ニュース 7
2016

（平成28年）

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：0564-65-5445  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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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６月１日現在
事業所数：722社 会員数：7,688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。

　　  健康維持増進！夏のハイキングツアー！

　  開田高原とうもろこし狩りと　  開田高原とうもろこし狩りと
　  開田温泉

　　  健康維持増進！夏のハイキングツアー！

　  開田高原とうもろこし狩りと
　  開田温泉甘～い
!!

甘～い
!!

旅行会社へＦＡＸ申込

イメージ

イメージ

イメージ イメージ

イメージ

イメージ
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窓口渡し
●開園時間／９：３０～１６：３０
●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。

◆ぶどう園のご案内は、案内
所にお立ち寄りください。

◆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 

岡崎駒立ぶどう狩り 割引利用補助券
アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。

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

1,0００円１,5００円

5００円8００円
9００円１,4００円
7００円1,0００円
4００円7００円

1,3００円1,8００円
1,0００円1,3００円

7００円1,0００円
1,2００円1,7００円

9００円1,2００円
6００円9００円

7/20～7/31 小人（小学生）
大人（中学生以上）

幼児（3歳以上）

小人（小学生）
大人（中学生以上）

幼児（3歳以上）

小人（小学生）
大人（中学生以上）

幼児（3歳以上）

小人（小学生）
大人（中学生以上）

幼児（3歳以上）

デラウェア
8/1～8/下旬頃
スチューベン他
9/上旬～10/10頃

8/20～8/31頃
※無くなり次第種有種へ

8/20～10/10頃

券　種 種　類 区　分 一般料金 会員料金
アウトドアが楽しめる自然の遊園。遊べるぶどうの里。

窓口渡し

8００円１,1００円

岡崎駒立ぶどう狩り 割引利用補助券

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）～９月３０日（金）　※要予約　※食べ放題／２歳以下無料
●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

●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】

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　　 　  ７００円（参考市価：１，３００円）
　　　　　　　・１０変色花火など内容が充実した手持ち花火セットです。風に強いローソク入り。
　　　　　　②はなびんの夏休み！  １，０００円（参考市価：１，８００円）
　　　　　　　・『ドラゴン』など玩具花火セットで今回だけの限定もの！
　　　　　　③激デカ　　　　　　１，４００円（参考市価：２，６００円）
　　　　　　　・火花が長持ちする手持ち花火と噴出花火のセット。比較的、狭い場所で遊べます。
　　　　　　④情熱バカンス　　　１，５００円（参考市価：２，７００円）
　　　　　　　・人気打上花火「飛び魚」、３変化する噴出花火 他、稲垣屋がお薦めする花火
　　　　　　　　 （手持・噴出・連発・打上）が入った豪華セットです。
●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。
　※参考市価はあくまでも参考ですのでご了承ください。 協賛　≪㈱稲垣屋≫ 　≪㈱太田煙火製造所≫

ＦＡＸ申込

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（小学生以上）
幼児（３歳以上）

3,500円
2,300円

会員利用料金
2,500円
1,700円

大人（小学生以上） 2,200円 1,600円
幼児（３歳以上） 1,000円 800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）

2,000円
1,000円

会員利用料金
1,600円

600円
どなたも 1,800円 1,400円
どなたも 1,800円 1,300円

申込締切：7月15日（金）

① ②

③ ④

★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。

イメージ

渥美のメロン狩りと食べ放題 割引利用補助券

　地元三河を大切にし、東海中部を代表するアマ選手を数多く育成しています。初めての人からトップアマまで幅広く、
分かりやすい指導には定評があります！この機会に是非、レッスンを受けてスキルアップはいかがでしょうか。

●利用施設／岡崎グリーンゴルフガーデン（東阿知和町、東名沿い） ☎：0564-46-2525
●講　　師／松井信潔プロ
●レッスン日時／【月曜日】【火曜日】10:00～11:30､13:00～14:30､15:00～16:30､19:00～20:30､21:00～22:30
　　　　　　　　【木曜日】【金曜日】【土曜日】19:00～20:30、21:00～22:30
　※完全予約制にて予約状況を確認のうえ、ご予約をお願いします。  ※8月から有効期間一年。  ※火曜日の午後のみアプローチレッスン有(コース利用料別途８４０円)
●購入資格／会員と登録家族（１人２セットまで）
●斡旋料金／１セット４回券　会員４，０００円　登録家族5,000円（一般：１０，０００円）
　　　　　　　※プリペイドカードは別途必要です
●斡旋枚数／３０セット《申込多数の場合は抽選》

第22回 ＦＡＸ申込プロに教わるゴルフレッスン教室プロに教わるゴルフレッスン教室

≪㈱岡崎グリーンゴルフガーデン≫　　

メロン狩りをしてか
ら、食べ放題となりま
す。現地の係員の指示
に従ってください。

●メロン狩り開催期間／
　　開催中～９月中
　　※要予約

④④
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家族の基礎～大道寺家の人々～　ＦＡＸ申込

劇団四季ミュージカル「リトルマーメイド」 ＦＡＸ申込

日時／１０月１日（土） １３：００開演
会場／刈谷市総合文化センター
　　　大ホール
席種／Ｓ席　7,3００円
　　　（一般：９，０００円）
※未就学児童入場不可

［作・演出] 倉持　裕［出演] 松重豊、鈴木京
香、夏帆、林遣都、堀井新太、黒川芽以、山本
圭祐、坪倉由幸、眞島秀和、六角精児　ほか

★倉持裕の新作コメディで松重豊×鈴木京香がダブル主演！！ 舞台「鎌塚氏
シリーズ」や、NHKのコント番組「LIFE!」の脚本など、コメディ作品に定評の
ある倉持裕が、新作コメディを引っさげて2016年秋に登場！ ≪チケットぴあ≫　

日時／１１月 ２ 日（水）　１３：３０開演
　　　１１月２６日（土）　１７：３０開演
会場／名古屋四季劇場（名古屋市中村区名駅2丁目）
席種／Ｓ席（1階席）　９，８００円
　　　（一般：１０，８００円）
※未就学児童入場不可　※一人２枚まで
★名古屋四季劇場のオープニング作品は、劇団四季とディズニーの
新次元ミュージカル「リトルマーメイド」がいち早く名古屋へ！未知の
世界へ勇気を持って進んでいく人魚・アリエルの恋と冒険を描いた

ディズニー長編アニメーションをミュージカル化。最新フライング技術を駆使した海中シーン
など物語を華やかに再現！ハッピーエンドのエンディングがもたらす圧倒的な幸福感。彼女の
恋と冒険は、多くの人の心に感動を届けます。劇団四季が総力を挙げてお贈りする大作
ミュージカル『リトルマーメイド』をご期待ください。

≪チケットぴあ≫　

カズンと歌おう！ライブ2016
日時／９月９日（金）  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 ３，９００円（一般：４，５００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。
[予定曲目] 冬のファンタジー、僕が君から借りたもの、ひま
わり、Wave、ココロの落書き、The Pearl of Africa　他
★昨年デビュー20周年を迎えた「カズン」が皆様に美しいハーモ
ニーと共に素敵な時間を届けいたします。今回のステージは、サブ
タイトルに「One World One Harmony Tour」と題している通
り、カズンが観客の皆様と一緒に歌い、一つのハーモニーを生み出

していく参加型コンサートとなっております。オリジナル曲はもちろんの事、皆様もよくご存
じの童謡、唱歌、世界の民謡まで幅広いジャンルの歌を披露いたします。楽しいトークと美し
いハーモニーが織りなす、素敵な音楽空間を是非ご堪能下さい。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

情熱　フラメンコ！！
日時／９月２７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
席種／Ｓ席 ４，３００円（一般：５，０００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。
[出演] 男性スペイン舞踊手：アンドイッツ・ルイバル、
小松原庸子スペイン舞踊団　他

[予定曲目] カルメンより「アラゴネーサ＆ハバネラ」、シャンソン・ボエーム、闘牛
士の歌、フラメンコ代表作「アレグリアス」　他
★23歳の若手スペイン舞踊手アンドイッツ・ルイバルが激しく、エネルギッシュな本場ス
ペインの情熱フラメンコを披露します。さらに昨年、創立45周年の佳節を迎えた小松原ス
ペイン舞踊団がステージをもっと熱くします。本場スペインで認められた、華麗な衣装に身
を包んだ小松原庸子スペイン舞踊団の妙技をお楽しみください。

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✜

松竹大歌舞伎 ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／１０月６日（木）
　　　１３：３０／１8：0０開演
会場／岡崎市民会館大ホール
席種／Ｓ席　６，０００円（一般：７，０００円）
　　　A席　５，２００円（一般：６，０００円）
　　　B席　４，８００円（一般：５，５００円）
※未就学児童入場不可　※一人２枚まで
[演目] 「獨道中五十三驛」（ひとりたびごじゅうさんつぎ）
[出演者] 市川猿之助、坂東巳之助、市川猿弥、市川春猿、

市川寿猿、市川笑三郎、市川笑也、市川門之助
★「三代猿之助四十八撰」の中でも人気作のひとつで、本作ではすでに定評のある市川猿之助
が進境著しい花形の坂東巳之助とダブルキャストで演じます。化け猫の宙乗り、ならびに十三役
を早替りで演じ分ける洗練された演出にどうぞご期待ください。≪岡崎パブリックサービス≫　

文楽

日時／１０月８日（土）
　　　１３：３０／１８：００　開演
会場／岡崎市せきれいホール
席種／昼　A席 ２，５００円（一般：３，0００円）
　　　夜　Ｓ席 ２，８００円（一般：３，５００円）
　　　　　A席 ２，３００円（一般：３，0００円）
※未就学児童入場不可
★平成２８年度岡崎市文楽事業　ユネスコ無形文
化遺産　人間浄瑠璃。　昼の部：妹背山婦女庭訓・

杉坂屋の段、道行恋苧環、姫戻りの段、金殿の段。夜の部：近頃河原の達引・四
条河原の段、堀川猿廻しの段。文楽の世界を楽しむ。

ＦＡＸ申込

≪岡崎パブリックサービス≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

吉幾三錦秋特別公演
日時／１０月２９日（土）
　　　１１：００開演
　　　１１月１０日（木）
　　　１１：００開演
会場／中日劇場
席種／A席　１０，０００円
　　　（一般：１２，５００円）　
[共演] 熊谷真実　ルー大柴　ほか
★一部 ： 芝居「人情にわか喜劇」

（仮題）、二部 ： ショー「吉幾三オ
ンステージ」｠（仮題）

ＦＡＸ申込

平成二十八年秋巡業　大相撲　豊橋場所
日時／１０月１４日（金）　８：００開場
　　　１５：００打出し（終了予定）
会場／豊橋市総合体育館
席種／2階スタンド席（1名）
　　　４，５００円 （一般：６，０００円）
※2歳以下膝上無料、お席が必要な場合は有料
★8：00 開場～公開稽古、11：00頃 人気力士と
ちびっこ相撲、11：30頃 幕下以下の取組　初切

（しょっきり）、相撲甚句、太鼓の打ち分け、13：00
頃 十両土俵入り、十両取組、13：30頃 幕内、横綱
土俵入り、14：00頃 幕内取組、弓取式、15：00頃 
打出し（終了予定）

ＦＡＸ申込

第24回岡崎市民クラシックコンサート
日時／１１月１２日（土）  １５：００開演
会場／岡崎市民会館
席種／Ｓ席  ３，４００円（一般：４，０００円）
　　　A席  ３，０００円（一般：３，５００円）
　　　Ｂ席  ２，５００円（一般：３，０００円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
[指揮]井上道義　[ソプラノ]並河寿美　[テノール]水口聡
[特別出演]岡崎混声合唱団　岡崎高校コーラス部
　光ヶ丘女子高校吹奏楽部（選抜）
★岡崎民会館リニューアルオープン後、最初の本

格的なクラシックコンサートとなります。華やかな出演者を迎え、素敵な演
奏をお届けしますので、是非足をお運びください。

ＦＡＸ申込

≪岡崎パブリックサービス≫　

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2016
Disney on CLASSIC ～a Magical Night 2016

日時／１０月９日（日） １７：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席　７，５００円
　　　（一般：８，７００円）
※未就学児童入場不可
★2016年のディズニー・オン・クラシックのテーマ
は、 「“真実の愛”は心をとかす」。世界中に旋風を巻
き起こした『アナと雪の女王』をメインに、15周年を
迎える東京ディズニーシー®の音楽や、ディズニー映

画の輝く名曲の数々を、新進気鋭のオーケストラ、THE ORCHESTRA JAPAN の演奏
と、ニューヨークを拠点に活躍するヴォーカリストたちの歌声でお贈りいたします。

ＦＡＸ申込

ⒸDisney

申込締切：7月14日（木）

≪チケットぴあ≫　≪チケットぴあ≫　

(C)Mieko Urisaka

by Oomori

撮影：三浦憲治、イラスト：白根ゆたんぽ
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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✜

絢香 ＦＡＸ申込

日時／９月３日（土）、
　　　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
★10th Anniversary SUPER 
BEST TOUR

≪サンデーフォーク≫　

サンリオピューロランド　パスポート ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　≪サンデーフォーク≫　

ＡＩ
日時／１１月６日（日）
　　　１８：００開演
会場／センチュリーホール
席種／全指定席　６，３００円
　　　（一般：７，０００円）
※４歳以上有料
★AI "THE BEST TOUR"

ＦＡＸ申込

≪幸田町文化振興協会≫　

布袋　寅泰 ＦＡＸ申込

大塚　愛 ＦＡＸ申込

日時／９月２５日（日）
　　　１７：００開演
会場／センチュリーホール
席種／全指定席　７，２００円
　　　（一般：８，０００円）
※３歳以上有料/２歳以下入場不可。お子
様の会場における安全責任は、同行保護
者に負って頂きます。
★布袋寅泰 35th ANNIVERSARY
　【BEAT7】Maximum Emotion 
Tour ̃The Best for the Futurẽ 『8 
BEATのシルエット』

日時／９月３０日（金）
　　　１９：００開演
会場／アートピアホール
席種／指定席　６，８００円
　　　（一般：７，５００円）
※３歳以上有料/２歳以下入場不可
★LOVE IS BORN ～13th 
Anniversary 2016～

≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

藤井　フミヤ
日時／１１月４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　７，４００円
　　　（一般：８，３００円）
※３歳以上有料/２歳以下入場不可
★FUMIYA FUJII CONCERT 
TOUR 2016  大人ロック

ＦＡＸ申込

ＴＵＬＩＰ
日時／１２月２日（金）
　　　１８：３０開演
　　　１２月３日（土）
　　　１６：３０開演
会場／センチュリーホール
席種／全指定席　７，０００円
　　　（一般：７，８００円）
※未就学児童入場不可
★TULIP 45th Memorial Tour 
"it remembers"

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　≪サンデーフォーク≫　

日医工 presents 葉加瀬太郎 コンサートツアー 2016
supported  by  Iwatani

日時／９月３０日（金）
　　　１９：００開演
会場／豊田市民文化会館
　　　大ホール
席種／全指定席　７，０００円

（一般：７，８００円）
※未就学児童入場不可　※１０枚限定　
※一人２枚まで
★日医工 presents 葉加瀬太郎 コ
ンサートツアー 2016 supported 
by Iwatani

ＦＡＸ申込
劇団四季ファミリーミュージカル　王子とこじき

日時／９月２２日（木・祝）
　　　１５：００開演
会場／豊田市民文化会館
　　　大ホール
席種／S席　一般４，３００円
　　　（一般：５，０００円）
　　　中学生以下　２，５００円
　　　（一般：３，０００円）　
※3歳以上有料。3歳未満は、保護者の膝上
に限り無料。但し、席が必要な場合は有料。
★

ＦＡＸ申込

≪公益財団法人豊田市文化振興財団≫　≪公益財団法人豊田市文化振興財団≫　

≪サンデーフォーク≫　

申込締切：7月13日（水）

幸田町文化講演会　杉村 太蔵「バカは活きる」
爆笑！プライドを捨てた男の人生訓

日時／９月１０日（土）
　　　１４：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全指自由　３００円
　　　（一般：５００円）
※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
★2005年総選挙で最年少当選
を果たす。「サンデージャポン」、

「幸せボンビーガール」など出演。
実業家・投資家としても活躍中。

ＦＡＸ申込

申込締切：7月13日（水）

期間／７月１６日（土）～９月３０日（金） ※休館日…9/7（水）、8（木）、14（水）、15（木）

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）

※２歳以下無料
★サンリオピューロランドでは、
縁日や参加型ショーが楽しめる

「夏祭り」を開催。さらに、大人気
キャラクター「ぐでたま」をテーマ
にした、２つの新アトラクションが
登場！サンリオキャラクターたち
と一緒に楽しもう！ ≪チケットぴあ≫　

大人（18歳以上）【通常料金 平日￥3,300・休日￥3,800】
小人（3～17歳）【通常料金 平日￥2,500・休日￥2,700】

大人・小人共通（3歳以上）⇒ 1,800円

©'08,'16 SANRIO/SEGA TOYS　Ｓ・Ｓ/TX・JLPC
©'16 SANRIO APPROVAL No.P0806175
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共済会ニュース 7月号

世界遺産　ポンペイの壁画展世界遺産　ポンペイの壁画展

FAX申込

■申込資格／会員のみ　１人4枚まで　
■有効期限／８月から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。

■入園時間／昼のサファリ 　3月16日～　9月30日　 　9：00～17：00
 10月　1日～10月31日　 　9：00～16：30
 11月　1日～　3月15日　 10：00～15：30
■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（免許証・保険証等）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！
区　分種　類

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

鈴鹿サーキットプール券　２０１6
夏の定番！プール利用券の斡旋

日本モンキーパーク“水の楽園”「モンプル」利用券

●利用期間／７月2日(土)～8月31日（水）・9月3日（土）・4日（日）
●内　　容／鈴鹿サーキット入園＋プール券
●斡旋料金／１，2００円　（通常価格：大人（中学生以上）２，8００円、
　　　　　　子供（小学生）2,0００円、幼児（３歳～未就学児）１，5００円）
●購入資格／会員と登録家族人数分まで
●そ の 他／乗り物券は別途購入になります。
　※入園及び乗り物券等の割引券は園ＨＰ等より入手してください。
　※プール営業時間はHP等でご確認下さい。

●プール営業期間／７月９日（土）～８月３１日（水）、
　　　　　　　　　９月３日（土）・４日（日）
●斡旋料金／300円（一般：8００円、２歳以上）
●購入資格／１回に会員と登録家族人数分まで
●そ の 他／別途入園料が必要です。
　　　　　　《共済会事務局窓口に割引利用券があります》
※ワンデーパスポート及びのりほうだい券ではレジャープールはご利用いただ

けません。

≪鈴鹿サーキットランド≫　　

≪㈱名鉄インプレス≫　　

販売期間：7月1日（金）～8月31日（水）窓口販売

窓口販売

≪中日新聞社文化事業部≫　　

ＦＡＸ申込

豊田スタジアム

未定8月27日(土) ｖｓ  FC 東京
試合日 対戦カードキックオフ

パロマ瑞穂スタジアム

未定10月1日(土) ｖｓ  アビスパ福岡
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。　※サポーターズシートは豊田スタジアムのみの取扱となり、アウェイへも変更できます。
※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。 ≪豊田スタジアム、チケットぴあ≫　

■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）
　　　　　　サポーターズシート大人：1,800円（一般2,300円）
　　　　　　サポーターズシート小中高： 500円（一般　700円）

■会　　期／７月２３日（土）～９月２５日（日）　９：３０～１７：００　※入館は閉館の30分前まで
　　　　　　休館日＝毎週月曜日(祝日の場合は翌平日）、第４火曜日　名古屋市博物館
■観 覧 料／前売一般　　７００円（参考一般：１，１００円（当日１，３００円））
　　　　　　前売高大生　４００円（参考一般：　７００円（当日　９００円）） ※中学生以下無料
★古代ローマ時代の西暦79年8月24日、イタリア南部のヴェスヴィオ火山が噴火、ポンペイ
など周辺の都市は火砕流あるいは火山灰に飲み込まれました。この悲劇は一方で、都市まる
ごとを当時の姿そのままに閉じ込め、古代ローマ時代の豊かな暮らしぶりを知る手がかりと
なっています。とりわけ邸宅や別荘をいろどった壁画は注目され、神話における神々の姿、あ
るいは風景や動植物など日常の世界をいきいきと描きだし、我々の目を惹きつけ離しません。
　今回の展覧会では、ポンペイ出土の壁画を中心に取り上げ、古代ローマの絵画世界にせま
ります。また当時の空間を再現して展示することで、当時の人々の生活を追体験していただき
ます。本邦初公開をふくむ見事な壁画が集まるまたとない機会、人生を謳歌した古代ローマ
人の美意識をご堪能ください。

会期中販売

≪赤ん坊のテレフォスを発見するヘラクレス≫（部分）
後1世紀後半　ナポリ国立考古学博物館蔵
© ARCHIVIO DELL’ARTE - Luciano Pedicini / fotografo
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蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング蒲郡クラシックホテル　サマーファミリーバイキング

共済会でチケットを配布いたします！チケットを持って、伊良湖ビューホ
テルのサマープランで、“ランチバイキング”やSPAを楽しんじゃおう！ 

■開催期間／７月23日（土）～８月３１日（水）　※除外日／8/6,8/7,8/11～8/15
■料　　金／大人（中学生以上） ３，4００円（一般：４，0００円）　１５０枚
　　　　　　小人（小学生） ２，0００円（一般：２，5００円）　  ３０枚
　　　　　　幼児（３～５才） 　9００円（一般：１，3００円）　  ３０枚
●料金には、ご昼食(バイキング)、入浴代、プール代が含まれております。
　お子様にアイスキャンデー付
●プールご利用時間／１０：００～１６：００　
●大浴場・SPAviewご利用時間／１３：００～１６：００　※貸しバスタオル・フェイスタオル付き ※大人のみ１５０円入湯税がかかります。
●ランチバイキング／１回目 １１：３０～　２回目１３：１５～　※上記料金はいずれも税金・サービス料込みとなります。
●休憩室ご利用無料（共同）／10：00～16：00
■購入資格／会員のみ　※会員と登録家族人数分まで　※先着順　※無くなり次第終了
■予 約 先／名古屋営業予約センター　☎：052-582-4890　
　　　　　　・土曜、日曜、祝日は休み　　・営業時間　平日AM10：0０～１7：３０
　予約の際、岡崎幸田勤労者共済会会員である旨をお伝え下さい。

窓口渡し伊良湖ビューホテルサマープラン利用券伊良湖ビューホテルサマープラン利用券
販売期間：7月1日（金）～
　　　　　8月31日（水）

窓口渡し

配布期間：8月13日（土）まで共済会でチケットを配布します！地元食材をたっぷりと使用！！うれしいソフ
トドリンク付！チケットを持って、“ディナーバイキング”を楽しもう！開催期間
中は会場内で楽しいイベントが盛りだくさん。
●場　　所／蒲郡クラシックホテル  バンケットホール２階
●開催期間／８月１０日（水）～１３日（土）
●時　　間／Aタイム１７：００～　　Bタイム１９：００～　１７：００～２１：００（LO／２０：３０）
●利用価格／大　人　3,6００円（参考：５，０００円、前売券４，５００円）　
　　　　　　小学生　１，５００円（参考：２，０００円）　園児６００円（参考：１，０００円）
　　　　　　　　※プラス１，０００円飲み放題プランもございます。
　★お支払いは現地となります。チケットが無いと一般料金となりますのでご注意ください。
●受取資格／会員一人につき４枚まで。代金のお支払いは、ホテルにてお願いします。
　　　　　　満席となる日もございます。お早めにご予約ください。
●ご予約・お問合せ／蒲郡クラシックホテル：蒲郡市竹島町１５－１　☎０５３３－６８－１１１１

夏休み！みんなでホテルでお食事はいかがですか？！夏休み！みんなでホテルでお食事はいかがですか？！
ホテルトヨタキャッスルホテルトヨタキャッスル

窓口販売 販売期間：7月1日（金）～8月31日（水）ホテルトヨタキャッスルお食事券
共済会でチケットを販売いたします。ホテルトヨタキャッスルの各食事処でご利用いただけます。
■利用期間／７月１日（金）～８月３１日（水）　　　■券　　種／１，０００円券
■斡旋価格／８００円　会員一人につき５枚まで
　　　　　　　　※おつりは出ませんのでご注意ください。また、延長払い戻し等できませんのでご了承ください。
■場　　所／１Ｆオールデイダイニング「ウインザー」、２Ｆ中国料理「桃園」、鉄板焼「煖」
　　　　　　宴会場「ＢＥＥＲ　ＨＡＬＬ」　※使用できる料理、コースは直接お問い合わせください。
★料理や催事などは同封のチラシをご参照ください！ランチやディナーなどのお食事にぜひご利用ください！宴
会場で行われる限定の催事もＯＫ！

FAX申込 申込締切：7月6日（水）ブレインダイバー　新子景視　マジックショー
■日　　時／９月２５日（日） ホテルトヨタキャッスル２階　宴会場
　昼の部①／食事１１：３０～　ショー１２：１５～１３：００　　昼の部②／ショー１２：１５～１３：００　食事１３：００～
　夜の部①／食事１７：３０～　ショー１８：１５～１９：００　　夜の部②／ショー１８：１５～１９：００　食事１９：００～
■席　　種／指定　一般９，０００円（一般：１０，０００円）　　小学生７，２００円（一般：８，０００円）　
　　　　　　料理（松花堂弁当）・お飲み物・ショーチャージサービス料・消費税込み
※お食事とショーは別会場になります。また、ショー会場はシアター形式となります。
※未就学の方のご入場はお断りさせて頂きます。　※申し込み多数の場合は抽選
★観客の目の前で行うクロースアップマジックから、大掛かりなイリュージョンまで、幅広いジャンルのレパートリーを
持つ。中でも最も得意としているのは、人の脳に潜り込み、本人しか知りえない情報をダイレクトに読み取るという、全く
新しいスタイルのマジックで、自ら「ブレインダイブ」と命名し、各方面で注目を集めている。テレビ等メディア多数出演！ ≪ホテルトヨタキャッスル≫　

★お支払いは現地となります。チケットが無いと一般料金となりますので
　ご注意ください。



共済会ニュース 7月号

7

東京ディズニーリゾート®・
コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート

東京ディズニーリゾート®・
コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート

ケンタッキーフライドチキン　盆バーレル　

●券　　種／５００円券を５枚で１セット ●斡旋価格／２，1００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。　　　　　※有効期限はございません。
※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。  ※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。

サーティワン　アイスクリームギフト券の斡旋!
みんな大好き、サーティワンのアイスクリーム！こ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！

FAX申込

≪(株)タニザワフーズ≫　　

窓口渡し

配布機関：8月5日（金）までお盆にみんなでケンタッキーはいかがでしょうか？！

≪(株)タニザワフーズ≫　　

■販売期間／８月１３日（土）～１９日（金）
■予約期間／７月１８日（月）～８月５日（金）
■内　　容／オリジナルチキン１０ピース＋ポケモングッズ＋ランチョンマット
■受取資格／会員一人につき２枚まで　１セット１枚使用。代金は各店舗でお支払い。
■利用価格／１，8００円　（通常価格：３，５９０円）（ポケモングッズ 1,140円込）
■利用店舗／竜美ケ丘店・岡崎北店・アピタ岡崎北店の３店舗
■利用方法／共済会で配布するチケットを持って、予約期間内にご希望の店舗にて

チケットを渡してご予約ください。予約の際に代金をお支払いいただき、
発行される引換レシートを大切に保管しておき、受取日に引換レシート
を持って店舗でお受け取り下さい。

※お引渡し日及びお時間が、ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。
　ご予約はお早めにお願いいたします。
★ご予約いただきました会員様に漏れなくポケモンフィギアをフルコンプ（６体）とポケモンランチョンマット１枚プレゼント
させていただく企画となっています。

●ご利用期間／２０１６年７月１日（金）～７月２９日（金）
　　　　　　　　　※土・日・祝日を除く平日のみ
共済会事務局窓口でお渡ししている「コーポレートプロ
グラム利用券」をお持ちの方は、あわせてご利用いただ
けます！
コーポレートプログラムメンバーサイト★
http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/dcp/user/
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公益財団法人
岡崎幸田勤労者共済会
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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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★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。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。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。

★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

◆申込方法／７月号折込みの専用申込書に記入し、事業所で取りまとめ共済会事
務局まで直接お持ち頂くか、郵送でお申し込み下さい（FAX不可）。

　　　　　　　　※コピーで控えを取っておいて下さい。

◆購入資格／会員のみ
◆申込締切／７月20日（水）
◆受渡し等／会員個人ごとに袋詰めして事業所毎にお渡しします。代金は共済

会へお支払いください。なお、お渡しは８月中旬頃予定をして
おります。

　　　　　　　 ※締切後の変更はできませんので、ご注意ください。
　　　　　　　 ※お引渡しまでに日数がかかりますので、緊急を要するお薬は薬局等にてお求めください。

夏の家庭常備薬の斡旋夏の家庭常備薬の斡旋

おかざき世界子ども美術博物館おかざき世界子ども美術博物館

渡辺おさむ展　おかざきの匠と現代アート渡辺おさむ展渡辺おさむ展渡辺おさむ展渡辺おさむ展渡辺おさむ展渡辺おさむ展渡辺おさむ展渡辺おさむ展　おかざきの匠と現代アート　おかざきの匠と現代アート　おかざきの匠と現代アート　おかざきの匠と現代アート　おかざきの匠と現代アート　おかざきの匠と現代アート　おかざきの匠と現代アート　おかざきの匠と現代アート渡辺おさむ展　おかざきの匠と現代アート
本展覧会は、「おかざきの匠と現代アートと」というサブタイトルからもおわかりのように、フェイク・クリー
ム・アートの第一人者として独自の世界を繰り広げる渡辺おさむと岡崎の伝統工芸である三河仏壇などがコ
ラボした、驚きと感動いっぱいの展覧会です。岡崎のこれからを担う子どもた
ちのアートへの興味を刺激し、飛躍のきっかけとする市制１００周年記念事業
「HOPEプロジェクト」として、岡崎の匠の技の展示やワークショップ、そして、
現代アートのワークショップなども開催します。

窓口渡し

窓口受付

■プレゼント枚数／先着３０枚　会員お一人様２枚まで　
※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／６月２５日(土)～９月４日(日)　※９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
■休 館 日／毎週月曜日（ただし7月18日・8月8日・15日・29日は開館）・7月19日（火）
■観 覧 料／大人　３００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）


