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勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― 御在所SA ― 名阪上野ドライブイン 

― 郡山ＩＣ ― 大安寺（十一面観音菩薩立像特別開扉） ― 奈良ホテル（昼食） 

― 奈良フリータイム（買物） ― 道の駅針テラス ― 名阪関ドライブイン 

―湾岸長島PA ― 岡崎ＩＣ ― 勤労文化センター

◎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。

行

　程

7：00 8：00/8：15 9：10/9：25

11：25/12：3510：25/11：15

12：40/14：40 15：25/15：40 16：35/17：00

18：30頃17：35/17：50

※お食事場所の関係で最大４７名催行です。申込多数の場合は抽選。
※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。
※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。

11,000円11,000円11,000円11,000円
登録家族 11,500円11,500円11,500円11,500円
一般同伴者 13,900円13,900円13,900円13,900円

会　員

●日　　程／10月16日（日）
●募集人数／35名《最小催行人数30名》
　　　　　　　※申込多数の場合は抽選
●参加料金／

●大安寺／期間限定公開の十一面観音菩薩立像の拝観。天平
時代を代表とする大安寺彫刻群の中でも最も優美な仏像。

●奈良ホテル／１９０９年開業の歴史ある老舗ホテルでラン
チをお楽しみください。（食事代／5,940円）

●奈良公園／東大寺や興福寺、春日大社、奈良国立博物館
などがあり、鹿とのふれ合いをお楽しみください。

●お買い物のできるドライブインにもお寄りします。

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。
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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 9
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

南都七大寺のひとつ大安寺と
東大寺奈良公園散策そして奈良ホテルの昼食

旅行会社へＦＡＸ申込

　大安寺では、平素は秘仏の十一面観音菩薩立像が特別公開されております。そして、１００
年の歴史を持ち、心からのもてなしと幻想的な雰囲気に浸りながら、奈良ホテルのお食事で至
福の時間をお過ごしのあとは、奈良公園を散策しお楽しみください。

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８月１日現在
事業所数：723社 会員数：7,674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

イメージ

イメージ
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ＦＡＸ申込

●日　　時／１０月15日（土）、１6日（日）　受付時間９：００～１５：００（予定）　※雨天時17日（月）へ順延の場合あり
●受付場所／おかざき農遊館駐車場
●体験方法／当日は共済会発行のチケットをお持ちいただき、受付を済ませてください。受付時に収穫会場を

ご案内いたします。農場では係りの方の指示に従ってください。
●体験場所／おかざき農遊館周辺（東阿知和町） 
●申込資格／会員と登録家族　　　●参加資格／会員と登録家族　※申込多数の場合は抽選
●参 加 費／サツマイモ　８株１口　　８００円　　４口まで　※８株で２０個～３０個程度
　　　　　　サトイモ　　３株１口　　８００円　　４口まで　※３株で３０個～４０個程度
　　　　　　落花生　　　３株１口　　４００円　　４口まで
　　　　　　　　※各申込口数の状況により、申込多数の場合は抽選を行う場合がございます。
●持 ち 物／軍手、丈の長い長ぐつ、くわ又はスコップ、ビニール袋や

ダンボール箱などの入れ物を用意し、汚れても良い服装
でご参加ください。

【収穫祭】 １０月１5日（土）は、おかざき農遊館で「イモ収穫祭」が開催
されています。イモを使った美味しい食べ物や、販売で毎年
大変賑わっております。ぜひお立ち寄りください。

　秋の味覚のさつまいもなどの収穫体験です！ちいさいお子様から大人まで楽し
く収穫できますので、みんなでワイワイと収穫農作業の体験をしてみませんか？！

　毎回、白熱した試合が展開されるソフトボール大会！優秀な成績を収めたチームは来年度春
の「労福協ソフトボール大会」に共済会代表チームとして推薦いたします。賞品もご用意して
おりますので、ぜひご参加ください！一致団結、絆を深め目指せ優勝！

●開 催 日／１０月23日（日）　（本年度予備日無し）
●会　　場／岡崎中央総合公園　「球技場」
●開始時間／８：３０集合　９：００プレイボール予定
●募 集 枠／１０チーム予定（１チーム１５名以内）
　※申込チーム多数の場合は抽選を行う場合があります。
　※１事業所で９名に満たない場合は、他の会員事業所と合同で１チーム編成していただ

いても構いません。　　　※試合はトーナメント戦で行います。
●参 加 費／１チーム　３，０００円
●参加資格／会員と登録家族　　　他会員事業所との混合チーム可
●チーム編成について／労福協のチーム編成ルールに合わせ、監督（プレイ可）を含む１２～１５名までのチームで、“女

性”又は“５０歳以上の男性”を計３名以上含むチームといたします。また、試合中は必ず“女性”又は“５０歳以上の男
性”が常時２名以上プレイするようにしていただきます。

FAX申込ソフトボール大会第40回第40回

前大会より

“さつまいも” 収穫体験！“さつまいも” 収穫体験！

本年度は本来１０月１６日（日）に大会、２３日（日）を予備日と予定しておりましたが、１６日（日）が岡崎市長選挙の投
開票日と重り、毎年お世話になっております岡崎市ソフトボール部の皆さまのご助力を得ることが難しくなってし
まったため、このような日程とさせていただきましたことをお知らせいたします。なお、予備日が無いことから雨な
どにより大会が実施できない場合もありますので、ご了承ください。

お知らせ

●有効期間／３ヶ月　９月１日（木）～１１月３０日（水）　全てのお店で、土曜or日曜日にも使えます！
●斡旋料金／５００円（一般：９９４円（税込））
●購入資格／会員のみ　一人４冊まで　
★パスポートを提示するだけで西三河の人気飲食店約１００店舗のランチが５００円で味わえます！
★５００円で利用できるのはパスポートを持ってきた方のみです。( 同行者は含まれません )
★期間中同一店舗で３回まで利用可。　　★この他詳細は、誌面にてご確認ください。
※税込・税別の場合があります。

お得なグルメ本 LUNCH PASSPORT西三河版
西三河のお店を掲載したマップ付グルメ本であり、掲載店舗の
ランチがなんと５００円（※）で食べられるパスポートです！ランチ
仲間や会社の同僚とのランチに１冊いかがでしょうか！？

ソフトボール大会ソフトボール大会

窓口販売

販売期間：9月1日（木）～11月30日（水）

申込締切：9月16日（金）
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川中美幸 ＦＡＸ申込

雪まろげ ＦＡＸ申込

日時／１２月８日（木）
　　　１４：００／１８：３０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　５，７００円
　　　（一般：６，８００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。
[予定曲目] 二輪草、ふたり酒、金沢の
雨、ちょうちんの花、人生ごよみ　他

★パワー全開！デビュー40周年記念公演を開催。「二輪草」、「ふたり酒」をはじめとする大ヒッ
ト曲を存分にご披露いたします。曲間での楽しいトークは更に磨きがかかり、大爆笑。どんな時
も人生の応援歌を贈り続ける“川中美幸コンサート”に是非、ご期待ください。≪チケットぴあ≫　

日時／１２月３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　７，６００円
　　　（一般：１０，０００円）
※未就学児童入場不可
[出演] 高畑淳子、榊原郁恵、柴田理恵、青木
さやか、山崎静代、湖月わたる、的場浩司、他
★国民栄誉賞・森光子が愛した傑作喜劇！小野田勇
氏の脚本で1980年に誕生した「雪まろげ」。以降、
森光子さんにより2007年まで471回上演された

人気作が、高畑淳子主演で復活します！大先輩・森光子さんの教えを胸に・・・魂を受け
継いだ高畑淳子と豪華共演者が、笑わせ、泣かせて、ウソつきます！！

≪チケットぴあ≫　

秦基博
日時／１１月１５日（火）
　　　１９：００開演
会場／日本ガイシホール
席種／全席指定　６，８００円
　　　（一般：７，５６０円）
※未就学児童入場不可
★10th Anniversaryアリーナ
ツアー開催決定！！

ＦＡＸ申込

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。

しまじろうコンサート　たいようのしまのカーニバル ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

日時／２月１１日（土）
　　　１０：３０／１３：００／１５：３０開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／全席指定　２，０００円
　　　（一般：２，４００円）
※３歳以上有料。３歳未満は保護者１名につきお子様１名
まで膝上無料。お席が必要な場合は有料。　※各回３０枚
★「たいようのしま」のお祭りへとやってきたしま
じろうたち。ところが、島のお祭りに欠かせない大
切な宝物が無くなっちゃった！ 宝物を探しにジャン
グルの奥深くへと入っていく、しまじろうたちを待
ち受けているものとは・・・？ ≪幸田町文化振興協会≫　

日時／１月２１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  一般  ４，１００円
　　　（一般：５，０００円）
　　　学生（25歳以下）　２，４００円
　　　（一般：３，０００円）　
※未就学児の入場はご遠慮ください。
[出演]東京楽所

★「平安王朝文学  源氏物語」より演目を選び雅な世界を
お届けします。宮内庁式部職楽部で継承されている日本
雅楽の魅力をトークを交えて紹介します。 ≪シビックセンター≫　

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

ゴマラン・ブラス
日時／１２月６日（火） 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 ４，５００円（一般：５，３００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。
[予定曲目] オペラ｢トゥーランドット｣より“誰も寝てはならぬ”（プッチーニ）、
オペラ「アイーダ」より“凱旋行進曲”（ヴェルディ）、G 線上のアリア（バッハ）、
5声のカンツォーナ（ガブリエーリ）、映画「スター・ウォーズ」より“メインタイト
ル”（ジョン・ウィリアムズ）、映画「ニュー・シネマ・パラダイス」より“愛のテーマ”

（E.モリコーネ／A.モリコーネ）、ルパン三世のテーマ（大野雄二）　他
★イタリア、ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団をはじめとする世界の名だたるオーケストラで活躍する一流の音楽家たち、ゴ
マラン・ブラス。今回のプログラムは、イタリア・オペラやクラシックの名曲、イタリア民謡など、イタリアの音楽の魅力をぎっしり詰め込ん
だラインナップ。感情豊かで、陽気な反面涙もろいイタリア人気質が生み出す、ユーモアあふれるパフォーマンスも見どころのひとつ。ま
た、映画音楽やアニメなどの曲にも注目！映画「スター・ウォーズ」やルパン三世のテーマなど、ブラスの魅力を存分にご堪能頂けるライン
ナップになっています。観ても、聴いても楽しめる、ゴマラン・ブラスのパフォーマンスに請うご期待！！

ＦＡＸ申込

立川生志　独演会
日時／１１月１３日（日）
　　　１４：００開演
会場／名東文化小劇場
席種／全席指定　　２，６００円
　　　（一般：３，０００円）
※未就学児童入場不可
★1988年に立川談志に入門。真打に
昇進し全国各地海外と活躍の場を広げ
中でも「ひとりブタ」と題し独自の高座
は毎回好評を得ている。得意とする人情
話など、生志落語の真骨頂「ひとりブタ」
是非一度ご体感ください！

ＦＡＸ申込

カリブ海ミュージック・クルーズ　GUACO（グアコ）
日時／１１月３日（木・祝） 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／S席 ５，４００円（一般：６，５００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。
[予定曲目] Baja（バハ）、A Ｃomer（ア・コメール）、Un Cigarrito 
Un Cafe（ウン・シガリート・ウン・カフェ）、Sentimiento Nacional

（センティミエント・ナショナル）　他
★1962年にグループを結成。南米を代表するスーパー・バンドです。また、このグループ
は、2015年にラテングラミー賞（「ベストアルバム部門」と「トロピカル・コンテンポラリー・ベ
ストアルバム部門」の2部門）にノミネートされ、2016年のグラミー賞でも「ベスト・トロピカ
ル・ラテンアルバム部門」でノミネートされるなど、まさに今のラテン・ミュージック界を牽引す
るグループです。陽気なトロピカル・サウンドに乗せ、自然と体が揺れだし、南米独特の開放感
に満ち溢れたカリブ海ミュージック・クルーズをお楽しみ下さい。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　≪チケットぴあ≫　

野口五郎
日時／１１月２５日（金） １８：３０開演
会場／ウィンクあいち大ホール
席種／全席指定　５，４００円
　　　（一般：６，５００円）
※未就学児童入場不可　※10枚
★’71年にデビューし、翌年NHK紅白歌合戦に当
時最年少で登場。「私鉄沿線」等のNo.1ヒットで歌手
としての人気を確立する一方、デヴィッド・サンボー
ン、ラリー・カールトン、カルロス・サンタナ等数多くの

外国人ミュージシャンとも交流を重ねてきた。21年ぶり、3作目となるギター・インストゥル
メンタル作品『Playin’ It All』も大好評のGORO。今年2月には「私鉄沿線」「甘い生活」の
新録音2曲を含むデビュー45周年アニバーサリーアルバムをリリース。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

アグネス・チャン
日時／１１月３０日（水） 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　５，２００円
　　　（一般：６，０００円）
※未就学児童のご入場はご遠慮願います。
[予定曲目] ひなげしの花、草原の輝
き、そこには幸せがもう生まれてい
るから、ピースフル　ワールド　他

★デビュー45周年の集大成を本人の大ヒット曲、時代を
彩った名曲とともに、楽しいトークを交えながらお届けす
るコンサートに、どうぞご期待ください。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

岡崎市制100周年記念　コロネット開館15周年記念特別コンサート
「雅楽　源氏物語」～悠久の響き～ ＦＡＸ申込
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≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

ＤＲＵＭ　ＴＡＯ
日時／１２月２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　5,9００円
　　　（一般：6,5００円）
※５歳以下入場不可
★舞響～Bukyo～　踊る○太鼓

ＦＡＸ申込

BIGBANG  JAPAN DOME TOUR 2016 ＦＡＸ申込 Ｐｅｒｆｕｍｅ ＦＡＸ申込

日時／１１月３日（木・祝）
　　　１７：００開演
　　　１１月４日（金）
　　　１８：３０開演
会場／ナゴヤドーム
席種／全指定席  ７，２００円
　　　（一般：８，０００円）
※４歳以上有料/３歳以下入場不可

★Perfume 6th Tour 2016「COSMIC  EXPLORER」
Dome Edition

馬場　俊英
日時／１２月２日（金）
　　　１８：３０開演
会場／名古屋市公会堂
　　　大ホール
席種／全指定席　５，２００円
　　　（一般：５，７００円）
※未就学児童入場不可
★馬場俊英 2016年 秋・冬ツ
アー

ＦＡＸ申込

ナオト・インティライミ
日時／１２月１４日（水）、１５日（木）
　　　１９：００開演
会場／日本ガイシホール
席種／全指定席　６，６００円
　　　（一般：７，３００円）
※３歳以上有料
※客席を含む会場内の映像・写真が公開
されることがありますので予めご了承く
ださい。
★ナオト・インティライミ アリー
ナツアー 2016 Sixth Sense

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　≪サンデーフォーク≫　

日時／１２月２日（金）
　　　１９：００開演
会場／ナゴヤドーム
席種／指定席　１１，５００円
　　　（一般：１２，９６０円）
※来場者プレゼント付き（当日お渡し
のみ）
※出演メンバーは予告なく変更になる
場合があります。予めご了承ください。

★海外アーティスト史上初の4年連続ドームツアー決定！
デビュー10周年のBIGBANGが今年も日本全国を熱狂
の渦に巻き込みます！！ 

春畑　道哉 ＦＡＸ申込
日時／１１月１８日（金）
　　　１９：００開演
会場／Ｚｅｐｐ　Ｎａｇｏｙａ
席種／スタンディング　６，３００円
　　　（一般：７，０００円）
※入場時ドリンク代 500円別途必要/整
理番号有り
★Michiya Haruhata LIVE 
AROUND 2016

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
「おかしの国のおかしなパーティ」

日時／１２月１１日（日） １５：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　フォレストホール
席種／全席指定(前売)　２，０００円
　　　（一般：２，７００円）　
※3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につき1
名ひざ上鑑賞可。但し、席が必要なお子様は有料。
★あしたは「おかしの国」のおまつりです。ケーキコンテストに

招待されていたジャムおじさん。ところが、その招待状をクリームパンダが落としてしまい、ばいきん
まんの手に・・・！ばいきんまんはおまつりのおかしをねらっておかしの国へ向かうアンパンマンたちの
じゃまをします。はたして、アンパンマンたちはケーキちゃんたちが待つおかしの国に無事たどり着け
るのでしょうか？そして、おかしの国のおまつりはどうなるのでしょうか？

ＦＡＸ申込

南　こうせつ

日時／１２月２４日（土）
　　　１７：００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　６，３００円
　　　（一般：７，０００円）
※未就学児童入場不可
★南こうせつ 年末スペシャルコ
ンサート2016

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

申込締切：9月17日（土）

申込締切：9月17日（土）

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

ＭＩＳＩＡ
日時／１２月１７日（土） １８：３０開演
　　　１２月１８日（日） １７：３０開演
会場／センチュリーホール
席種／全指定席　７，８００円
　　　（一般：８，６４０円）
※３歳以上有料
★LAWSON Presents
THE TOUR OF MISIA LOVE 
BEBOP all roads lead to you

ＦＡＸ申込

前川清＆瀬川瑛子 新春特別公演 ＦＡＸ申込

日時／１月６日（金） １１：００開演
　　　１月８日（日） １１：００開演
会場／中日劇場
席種／Ａ席　１１，５００円
　　　（一般：1３，０００円）　
[出演] 松居直美、江藤潤、山田
スミ子、曾我廼家寛太郎　ほか
★一部 ： 芝居「花かんざし」。二
部 ：ショー「ビッグステージ」 （仮
題）

≪チケットぴあ≫　

≪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。

≪サンデーフォーク≫　

©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ
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ORANGE RANGE ＦＡＸ申込

日時／２月１２日（日）
　　　１８：００開演
会場／愛知県芸術劇場 大ホール
席種／全指定席　５，２００円
　　　（一般：５，８００円）
※未就学児童入場不可
※小学生以上の方はチケットが必要/未就
学児童のご入場は同行の保護者の方の座
席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にな
らないようにご覧いただくことを大前提と
させていただきます。

★au presents ORANGE RANGE LIVE TOUR 
016-017 ～おかげさまで15周年！47都道府県 DE 
カーニバル～

ASIAN KUNG-FU GENERATION ＦＡＸ申込

日時／１２月２７日（火）
　　　１９：００開演
会場／日本ガイシホール
席種／全指定席　５，８００円
　　　（一般：６，４８０円）
※３歳以上有料
※高校生以下対象 学割あり/会場にて
￥1,000キャッシュバックいたします。
小学生は、年齢を証明できるものを、中
学生/高校生の方は学生証を持参下さ

い。キャッシュバックは当日、会場に来られた方に限ります。当日、学生証を
お持ちにならなかった方へはキャッシュバックはいたしません。
★ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2016 - 
2017「20th Anniversary Live」 ≪サンデーフォーク≫　

申込締切：9月17日（土） 申込締切：9月17日（土）

≪サンデーフォーク≫　

志摩スペイン村　感謝祭 ＦＡＸ申込

日時／10月29日（土）、または10月30日（日）
★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）
券種／

★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。

特撰東西落語名人会 ＦＡＸ申込

日時／１０月２０日（木）
　　　１８：００開演
会場／岡崎市民会館
席種／S席　３，４００円
　　　（一般：４，０００円）
※未就学児の入場はご遠慮く
ださい。
★桂文珍と三遊亭小遊
三による東西落語名人
会！

≪近畿日本ツーリスト(株)三河支店≫　

申込締切：9月17日（土）

≪エイフル企画≫　

高級筆柿の斡旋！

“幸田の梨『新高』”の斡旋！

幸田町の特産品
全国の生産量の95%を占める幸田町特産の筆柿！その中でも高級筆柿をご案内いたします。

●幸田の筆柿について
筆柿は全国でも幸田町でしか栽培されていない大変珍しい柿で、この地方では徳川時代から栽培されており、とても古
い歴史があります。また、不完全甘柿とも呼ばれ、甘柿と渋柿が１本の木に両方実り、出荷の際には、甘柿と渋柿を選別
します。とても濃厚な甘さが特徴の柿です。
●筆柿の栄養・効能
・ビタミンB1、B2、カロチンなどの栄養素やミネラル、酵素、植物繊維がたっぷりと含まれています。
・ビタミンＣとタンニンが血液中のアルコールを外へ排出します。
・カリウムには利尿効果があります。

●内　　容／高級筆柿２３玉入り（化粧箱入り）
※写真は２５玉入りですが２３玉入りが基本となります。筆柿の大きさによって変わる可能性がございますのでご了承ください。

●斡旋価格／1,800円（一般価格：2,800円）
●申込資格／会員のみ　　１人２箱まで申込多数の場合は抽選となる可能性がございます）

　幸田町の梨栽培は一つ一つ全ての梨に袋（有袋栽培）をしています。病害虫に気をつけ、樹上
で熟度管理をしています。（木成り・木熟）。その為、味・鮮度に自信を持っており、毎年リピートの
お客様が絶えません。この機会にぜひご賞味下さい。
●内　　容／３Kg箱入り（４～５個入り）
　　　　　　　  ※玉の大きさによって数が変わる場合がございますのでご了承ください。

●品　　種／新高
●斡旋価格／１，３００円（一般価格：２，５００円）
●申込資格／会員のみ　　１人1箱まで
　　　　　　（申込多数の場合は抽選となる可能性がございます）

ＦＡＸ申込

イメージ

イメージ

（10月中旬頃配付予定）

（9月下旬頃配付予定）イメージ

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。
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ＦＡＸ申込

豊田スタジアム

14：0010月22日(土) ｖｓ  ジュビロ磐田
試合日 対戦カードキックオフ

パロマ瑞穂スタジアム

13：3011月3日(木・祝) ｖｓ  湘南ベルマーレ
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。
※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）

ＦＡＸ申込敬老の日記念　入浴施設入湯券の斡旋

入浴施設 券種（1冊） 一般価格 敬老の日特別斡旋価格

葵湯 10枚綴り回数券 6,000円 4,000円
楽の湯 10枚綴り回数券 6,800円 5,000円

共済会では「敬老の日」のお祝いとして、好評の入浴施設入湯券（葵湯、楽の湯）を、
お値打ちに斡旋（対象者限定）します。この機会を是非ご利用ください！

●購入資格／平成28年9月1日現在で、満71歳以上の会員ご本人のみ
●申込方法／ＦＡＸ申込  
●斡旋冊数／1人合計2冊まで

満71歳以
上の会員ご
本人のみ

敬老記念品贈呈のお知らせ敬老記念品贈呈のお知らせ

●対 象 者／平成２8年９月１日現在で、満７１歳になられた
　　　　　　会員ご本人の方
●贈呈時期／９月上旬より順次、各事業所にお届けします

共済会では、毎年「敬老の日」のお祝いとして敬老記念品を
贈呈しています。

図書カードの斡旋！
全国の書店で利用できる図書カード。
この機会に、ぜひ利用ください。
■券　　種／１，０００円券を５枚１組　　
■斡旋価格／４，4００円
■斡旋組数／５００組
■申込資格／会員のみ　１人２組まで
※有効期限はございません。
※残額が０円になるまで繰り返し利用可能。
※支払い額が残額を超えた場合、不足分を現金もしくは
　残額のある図書カードで支払えます。

申込締切：9月15日（木）

ＦＡＸ申込
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公益財団法人
岡崎幸田勤労者共済会

愛知労福協岡崎・額田支部 「第３9回働く者の作品展」 作品募集！ ＦＡＸ申込

■募集作品／写真（本年は写真のみの受付となります）
■作品装丁／作品はすべて額装、パネル等の装とする。装丁のない作品は受付できません。
■応募資格／会員のみ　　　■応募期限／２０１6年１０月２０日（木）　　※作品は27日（木）まで受付
■会　　期／２０１6年11月9日（水）～11月13日（日）　　　■展示会場／むらさきかん　交流スペース
■表 彰 等／金賞・銀賞・銅賞・佳作・特別賞と、出展者全員に参加賞を贈呈します。
■そ の 他／「写真」の部で佳作以上の入賞作品は、岡崎市勤労文化センターにて一年間展示をさせていただきますのでご協

力いただきますようお願いします。
　　　　　　なお、愛知県勤労者美術展（愛知県労働協会主催）への出展の対象としないため、作品の規格は設けませんのでよろしくお願いいたします。

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
●ご利用期間／２０１６年9月１日（木）～9月30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/

■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
■入 場 料／【会期中販売券】 一般  １，4００円（一般：１，８００円）　　大学生  １，０００円（一般：１，３００円）
 高校生  ５００円（一般：　７００円）
　　　　　　【フリーパス】 一般  ２，９００円（一般：３，６００円）　　大学生  ２，０００円（一般：２，５００円）
 高校生  ９００円（一般：１，２００円）
　　　　　　【岡崎会場限定】 一般  　１５０円（一般：　３００円）
※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には、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。

あいちトリエンナーレ2016  国際展あいちトリエンナーレ2016  国際展 窓口販売 販売期間：10月23日（日）まで

≪あいちトリエンナーレ実行委員会事務局≫

●会　　期／１１月１２日（土）～２月１２日（日）
　　　　　　９：３０～１７：００（入場は１６：３０まで）
●休 館 日／毎週月曜日【1/9（月祝）は開館、1/10（火）、毎月第3金曜日、12/29（木）～1/3（火）】
●会　　場／名古屋市科学館
●入 場 料／前売大人　　９００円（一般：１，３００円）　　　前売高大生　４００円（一般：　７００円）
　　　　　　前売小中生　１００円（一般：　４００円）　　※未就学児童入場無料
★東京・お台場の日本科学未来館で2014年11月から2015年5月まで開催された展覧会（47万人来場）に、新
作や季節を反映させたオリジナル作品を含んだ展覧会です。

「チームラボアイランド 踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地」観覧券で常設展もご覧いただけます。

チームラボアイランド「踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地」　チームラボアイランド「踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地」　窓口販売

販売期間：9月6日（火）～11月23日（水）

≪チケットぴあ≫　
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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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★岡崎市役所西館１Fの情報コーナー
　　共済会ニュースを毎月常設していただいていますので、どうぞご利用ください。
★保養所をご利用された方へ助成のお知らせ
　　家族旅行・職場旅行などで共済会指定保養所やハイツ＆いこいの村などをご利用された

会員へ、年度内１回２，０００円の助成金を支給しています。詳しい申請方法はガイドブック
をご覧ください。

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

〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
(株)サカイ引越しセンター 新規契約

おかざき世界子ども美術博物館

ダンボールの海に眠るシードラゴンの伝説
造形作家　玉田多紀とおかざきの子どもたち展

窓口渡し

展示室を入ると、そこはさまざまな生き物が暮らす海の中。ダイオウイカ？
アンモナイト？彼らと出会った先には、伝説のシードラゴンの姿が・・・。
■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／９月１０日(土)～１１月１３日(日)　※９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

■休 館 日／月曜日（ただし９月19日、10月10日は開館）・９月20日、９月23日、
　　　　　　10月11日、11月４日　
■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）

■サービス内容／引越基本料金より２０％OFF  
※インターネットや他回線からのお申し込み、他の特典をご利用の場合は特典を
受けられませんので予めご了承ください。

■利用方法／ご優待専用ダイヤルへ電話　０１２０-０５-１１５１
　　　　　　岡崎幸田勤労者共済会会員である旨を告げ
　　　　　　お申し込みください。
■利用範囲／会員及び登録家族


