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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。

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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●日　　程／6月16日（金） ２２：３０  岡崎出発
　　　　　　6月17日（土） 早朝  現地着、
　　　　　　　　　　　　 ２２：３０  現地発
　　　　　　6月18日（日） 早朝  岡崎着
●募集人数／40名《最小催行人数25名》
●参加料金／

●東京ディズニーランドと東京ディズニー
シーどちらかからお選びいただけます。

※バスは東京ディズニーランドの駐車場に停まります。
東京ディズニーシーを選択される方はモノレールで
のご移動をお願いいたします。

●閉園まで一日まるまる遊べます。
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勤労文化センター ― 岡崎東ＩＣ ― 浜松ＳＡ ― 駿河湾沼津ＳＡ ― 海老名ＳＡ 

― 東京ＩＣ ― 首都高速 ― 東京ディズニーランド ― 海老名ＳＡ ― 

富士川ＳＡ ― 浜名湖ＳＡ ― 音羽蒲郡ＩＣ ― 勤労文化センター

　春の東京ディズニーリゾートを満喫してみませんか？！東京ディズニー
ランドもしくは東京ディズニーシーのどちらかから選んでいただけます。

バスツアーバスツアーバスツアー

新しい有効期限の会員証をお送りしております。また、２０１７“共済会ガイドブックとハート
フルガイド”をお送りしております。１年間お手元に置いていただきましてご活用ください。

下記旅行会社へＦＡＸ申込

※チケットは現地の団体窓口で購入後にお渡しとなります。チケットをお渡しできる時間は、チケットブースでの
販売開始時間以降となります。開園前に並ばれる方は、事前にお申し出ください。

※東京ディズニーシーへご参加の方は、朝は全員一緒にモノレールで移動し、東京ディズニーシー団体窓口でチ
ケット購入後にチケットをお渡しします。なおモノレール代は各自ご負担となります。

※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歳以下の幼児は座席代として4，０００円。

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！

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もしくは共済会窓口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。

No.414 4
2017（平成29年）

平成29年３月１日現在
事業所数：726社 会員数：7,632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

共済会ニュース
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共済会ニュース4月号

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® フリーデイト・パスの斡旋 FAX申込

日付指定がなく有効期限が一年間ある１デイ・スタジオ・パスです。この機会にどうぞご利用ください。
■有効期限／平成２９年６月１日～平成３０年５月３０日
■斡旋価格／ 区分 フリーデイト・パス

斡旋価格
会員：大人（12歳以上） 6,500円
登録家族：大人（12歳以上） 7,200円
登録家族：子ども（4～11歳） 4,700円

区分 1デイスタジオ・パス
一般価格

大人（12歳以上） 7,600円
子ども（4～11歳） 5,100円
シニア（65歳以上） 6,830円

フリーデイト・パス
一般価格

7,900円
5,400円

参考一般価格／（税込）

■購入資格／会員のみ（登録家族人数分まで）
■フリーデイト・パス／日付指定のない１デイ・スタジオ・パスです。スペシャルイベント（カウントダウン、貸

切時等）や入場制限時には使用できません。有効期限内にご使用されなかったチケットは無効
になります。チケットブースに並ぶことなく入場していただけます。

■注　　意／インターネット等での転売が確認された場合、そのチケットは無効となります。
® Universal Studios.　CR17-0519/SA17-39J 

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
日常英会話教室

■日　　程／５月１１日・２５日、６月８日・２２日、７月６日・２０日　隔週木曜日　全６回　　
■時　　間／１９：００～２１：００ ■募集人数／２０名予定
■参 加 費／テキスト代　５００円程度 ■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／簡単な挨拶から自己紹介や海外旅行の基本会話など初級の英語を学びましょう。
■講　　師／元英語教諭　近藤 馨　先生

ＦＡＸ申込

※岡崎・幸田の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。参加者は先着順となりますので、ご了承ください。
（４月７日から受付開始）

愛知こどもの国愛知こどもの国

岡崎市　南公園岡崎市　南公園

ハッピネス・ヒル・幸田　幸田町民プールハッピネス・ヒル・幸田　幸田町民プール

お知らせ

お知らせ

お知らせ

　園内で使用できる『共通乗車券』の取扱いを開始
しました！共済会事務局窓口でご購入できます。

※一度にご購入いただけるのは、会員と登録家族利用２回分までです。
■施設情報／西尾市東幡豆町南越田３番地　 ☎0563-62-4151

会員料金券　　種
７００円（一般料金：１，０００円）共通乗車券　11枚綴り

　園内で使用できる『回数利用券』の取扱いを開始しました！
共済会事務局窓口でご購入できます。

※一度にご購入いただけるのは、会員と登録家族利用２回分までです。
■施設情報／岡崎市若松町萱林１－１　 ☎0564-52-9095

会員料金券　　種
１５０円（一般料金：２００円）回数利用券　11枚綴り

　毎年夏に斡旋をしている『プリペイドカード』の取扱いが
通年になりました！共済会事務局窓口でご購入できます。

※スポーツジムにもご利用いただけます。
※会員のみ１ヵ月に１枚までご購入いただけます。
■施設情報／幸田町大字大草字丸山８９　 ☎0564-56-811

会員料金券　　種
４，５００円

（一般料金：５，０００円）
前払利用券（プリペイドカード）

６，０００円券

● 開園時間：９時～１７時　　● 休園日：年末年始（１２/２９～１/１）　※他に休業日があります。

● 駐車場案内 :愛知こどもの国管轄の駐車場はございません。　最寄りの民営駐車場をご利用ください。

園内自慢の
ＳＬが

　　　　走
っているよ
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≪チケットぴあ≫　

日時／６月１０日（土） １３：００開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　コンサートホール
席種／S席　９，０００円
　　　（一般：１１，０００円）
※未就学児童入場不可
[プログラム（予定）] ベートーヴェン／ピアノ

協奏曲第5番「皇帝」（ピアノ：モナ＝飛鳥・オット）、ドビュッシー／交響詩「海」
★ベルギーの古都よりヨーロッパ最注目の名門オーケストラが初来日！ドイツ人と日
本人を両親に持ち、ヨーロッパでますます評価を高めるピアニスト、モナ＝飛鳥・オット
の「皇帝」の他、ヨーロッパ中を唸らせた演奏を日本でもお贈りします！

ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団
ピアノ：モナ＝飛鳥・オット ＦＡＸ申込

共済会ニュース 4月号

綾小路きみまろ笑撃ライブ２０１７ ＦＡＸ申込

日時／５月２５日（木）
　　　１４：００開演
会場／豊田市民文化会館
　　　大ホール
席種／S席　４，５００円
　　　（一般：５，５００円）
※１８歳未満入場不可
★あれから40年～中高年の 皆
様を笑いの渦に巻き込みます!

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。

CLUB SEVEN　-ZERO- ＦＡＸ申込

≪鵜飼興業(株)≫　≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

中日劇場６月スペシャル企画公演
日時／６月２１日（水） １１：００開演
　　　６月２５日（日） １１：００開演
会場／中日劇場
席種／A席　７，４００円
　　　（一般：９，０００円）
※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。
[出演] 中村美律子、池乃めだか、
間寛平、川畑泰史　ほか

★第１部　吉本新喜劇～新喜劇に美っちゃんがやって来
た～。第２部　中村美律子劇場２０１７～めだかさん、寛平
ちゃん、泰史君も参加～

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

ミュージカル　パレード
日時／６月１５日（木）
　　　１３：３０開演／１８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席 １１，０００円（一般：１３，０００円）
※未就学児童入場不可
[作] 作：アルフレッド・ウーリー、作詞・作曲：ジェイソン・ロバート・ブラウン、
共同構想およびブロードウェイ版演出：ハロルド・プリンス、演出：森新太郎
[出演] 石丸幹二、堀内敬子、武田真治、 新納慎也、安崎 

求、未来優希、小野田龍之介、坂元健児、藤木 孝、石川 禅、岡本健一、ほか
★1999年トニー賞最優秀作詞作曲賞、最優秀脚本賞を受賞し
た愛と感動の秀作、待望の日本初演決定！
20世紀初頭のアメリカで実際にあった冤罪を題材にした究極の
人間ドラマ。ミュージカル界屈指のキャストが集結！

日時／６月２３日（金）
　　　１８：３０開演
会場／刈谷市総合文化センター
　　　大ホール
席種／S席　８，６００円
　　　（一般：１０，０００円）
※未就学児童入場不可
[脚本・出演者] 脚本・構成・演

出：玉野和紀、出演：玉野和紀、吉野圭吾、東山義久、西村直
人、原田優一、蘭乃はな、香寿たつき
★原点に戻る“オトナのCLUB SEVEN”。玉野和紀が贈る総合エンタテイメ
ントショー！舞台の楽しさ・喜び・感動そのすべてがここにある！

チャットモンチー ＦＡＸ申込

日時／６月１５日（木）
　　　１９：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／スタンディング
　　　４，３００円
　　　（一般：４，８６０円）　
※入場時ドリンク代 500円別途必
要/整理番号有り　※３歳以上有料
★チャットモンチーと機械仕
掛 け の 秘 密 基 地 ツ ア ー
2017

ＴＵＢＥ ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　≪サンデーフォーク≫　

日時／７月９日（日）
　　　１６：００開演
会場／センチュリーホール
席種／全指定席
　　　６，８００円
　　　（一般：７，５００円）
※５歳以上有料
★TUBE LIVE AROUND 
2017 迷所求跡 ～My 
Home Town～

ＦＡＸ申込
≪チケットぴあ≫　

blast ブラスト！　ミュージック・オブ・ディズニー
日時／９月６日（水）　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／S席　９，8００円（一般：１１，５００円）
※3歳未満入場不可。チケットはお一人様一枚必要。(膝上不可)

★2017年、全国47都道府県ツアー決
定！魅せる音楽集団「ブラスト！」がディズ
ニー音楽で贈る究極のエンターテイメ
ント！日本で100万人以上を動員した世
界的大ヒット「ブラスト！」と永遠に愛され
るディズニーのメロディが奇跡の融合を
果たす！上演時間：2時間（予定）

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

TSUKEMEN  LIVE  2017
日時／７月１４日（金）
　　　１８：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
　　　ビレッジホール
席種／全席指定　４，２００円
　　　（一般：５，２００円）
※3歳未満入場不可

[出演者] TAIRIKU（ヴァイオリン）／SUGURU（ピアノ）／KENTA（ヴァイオリン）
★クラシックでもない、ポピュラーでもない、新しい音楽の可能性を追求
するアコースティック・インストゥルメンタル･ユニットTSUKEMEN。メン
バーそれぞれが作曲したオリジナル曲の他、クラシック、映画音楽、ジャズ
等、ジャンルを超越した情熱的な演奏をお届けします！

ＦＡＸ申込

申込締切：4月17日（月） 申込締切：4月17日（月）

日時／７月８日（土） １５：００開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／S席 ６，８００円（一般：８，０００円）
　　　A席 ５，９００円（一般：７，０００円）
※未就学児童入場不可

[出演] 指揮：川瀬賢太郎、ピアノ：小山実稚恵、チェロ：宮田　大、ヴァイオリン：植村太郎、管弦楽：名古屋フィルハーモニー交響楽団
[プログラム] ブラームス：大学祝典序曲　op.80、ブラームス：ヴァイオリンとチェロの
ための二重協奏曲　イ短調　op.102、ショパン：ピアノ協奏曲 第１番 ホ短調　op.11
★名古屋フィルと、いま日本で一番輝いているソリストたちが共演する、40回記念コンサート。かつてショパンのコン
チェルト全曲演奏、ラフマニノフ2番、3番連続演奏という離れ業で、音楽祭の聴衆を堪能させてくれた小山実稚恵。彼女
に加えて、今もっとも熱い活躍を見せる、宮田大。これに共演するのが、ドイツで着実に活躍の場を広げて来た盟友、植村
太郎。神奈川フィルの常任も務める川瀬がリードする名フィルをバックに、理想的な顔合わせで贈る祝祭コンサート。
※やむを得ない事情でプログラム内容、出演者など変更になる場合がございますのでご了承ください。

名古屋国際音楽祭　第40回記念ガラ・コンサート ＦＡＸ申込

Presentation made under license from Disney Concerts
© Disney All rights reserved
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共済会ニュース4月号

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

大塚　愛
日時／６月２４日（土）
　　　１７：００開演
会場／ボトムライン
席種／スタンディング ５，４００円
　　　（一般：６，０００円）　
※入場時ドリンク代 500円別途必要/整
理番号有り　※３歳以上有料/２歳以下
入場不可
★大塚 愛　LOVE HONEY 
LIVE TOUR 2017

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

CRAZY KEN BAND
日時／６月２１日（水）
　　　１９：００開演
会場／クラブクアトロ
席種／スタンディング
　　　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）　
※入場時ドリンク代 500円別途必要/
整理番号有り　※中学生未満入場不可
★CRAZY KEN BAND 2017 
LIVE  HOUSE  TOUR

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

Ｍａｙ．Ｊ　
日時／６月２９日（木） １８：３０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　５，８００円
　　　（一般：６，４８０円）
※３歳以上有料/２歳以下入場不可
★自分の音楽でできることは何
かを改めて見つめ直し、心に響
く歌を届けたい。デビュー11年
目を迎えたMay J.の新たなる
スタート。

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

Ｋｉｒｏｒｏ
日時／６月２５日（日）
　　　１６：００開演
会場／安城市民会館
　　　サルビアホール
席種／全指定席　４，９００円
　　　（一般：５，４００円）　
※小学生以上有料。未就学児は保護
者1名に付1名膝上での鑑賞は無料。
★Kiroro コンサート 2017

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

ＤＲＵＭ　ＴＡＯ
日時／７月１日（土）
　　　１３：００／１７：００開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　大ホール
席種／S席　４，５００円
　　　（一般：６，５００円）
※５歳以下入場不可
★ドラムロック 疾風

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

稲垣　潤一
日時／７月２３日（日）
　　　１６：３０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　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※未就学児入場不可
★JCB presents 35th Anniversary
稲垣潤一コンサート2017

大エルミタージュ美術館展　オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち大エルミタージュ美術館展　オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち
●会　　期／7月１日（土）～９月１８日（月・祝）　　１０：００～１８：００　金曜日は２０：００まで（入館は閉館の30分前まで）
●休 館 日／毎週月曜日、7/18（火）　［7/17（月・祝）、8/14（月）、9/18（月・祝）は開館］
●会　　場／愛知県美術館（愛知芸術文化センター10階）
●入 館 料／前売一般　　１，０００円（一般：１，４００円（当日１，６００円））
　　　　　　前売高大生　　９００円（一般：１，１００円（当日１，３００円））　※中学生以下無料
★“本物”は裏切らない…エルミタージュ美術館展の決定版、ロマノフ王朝、黄金期のコレクションが集結。
エルミタージュ美術館は、ロシアの女帝エカテリーナ2世が1764年に取得した317点の絵画から始まり、その後も歴
代皇帝たちが美術品を収集し続け世界屈指の規模を誇る美術館となりました。
エルミタージュ美術館の1万7千点にも及ぶ絵画コレクションのなかでも、特に充実しているのが「オールドマスター」
の作品群です。「オールドマスター」とはティツィアーノやレンブラント、ルーベンスといった、16世紀のルネサンスから
17・18世紀のバロック、そしてロココまでの、西洋美術の歴史に燦然と輝く巨匠たちを指しています。
これら「オールドマスター」たちの傑作は、今もエルミタージュの所蔵品の中核をなすものです。
本展は、出展される作品85点すべてがエルミタージュ美術館の常設展示作品、すなわち「美術館の顔」ともいうべき作
品群で、西洋絵画の王道ともいえる珠玉のコレクシ　ョンは、まさにエルミタージュ美術館展の決定版といえます。
400年前の“本物”をぜひ目の前でご覧ください。

第５８回 中日クラウンズ第５８回 中日クラウンズ

販売期限：6月22日（木）

申込期限：4月10日（月）ＦＡＸ申込

窓口販売

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

●日　　時／４月２７日（木）　　 予選第１日　７：００スタート予定
　　　　　　４月２８日（金）　　 予選第２日　７：００スタート予定
　　　　　　４月２９日（土・祝）　決勝第１日　８：００スタート予定
　　　　　　４月３０日（日）　　 決勝最終日　７：００スタート予定
●会　　場／名古屋ゴルフ倶楽部　和合コース
●券　　種／前売通し券　９，０００円（一般：１０，０００円）（大会公式プログラム引換券付、お楽しみ抽選券付）
　※予選および決勝は、１名様で両日観戦、または、２名様でいずれか１日のみ観戦を選択可能　　※中学生以下は入場無料
★魅せろ、栄冠への一打を。誰もが憧れ、夢に見る伝統のタイトル「中日クラウンズ」。

※スタート時間は予定のため、
　変更の可能性があります。

申込締切：4月7日（金）

申込締切：4月17日（月）

申込締切：4月17日（月）
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共済会ニュース 4月号

ディズニー・オン・アイス2017
「EVERYONE‘S STORY」名古屋公演

ディズニー・オン・アイス2017
「EVERYONE‘S STORY」名古屋公演

■斡旋価格／

■会　　場／日本ガイシホール　　　■席　　種／S席（１階～４階４列）
■公演スケジュール／

ＦＡＸ申込

※こども料金は、３歳から小学生まで。２歳以下のお子様は保護者１名につき１名に限り膝上鑑賞無料。ただし
お席が必要な方は有料。

※ペアチケットなどの企画チケットのお取り扱いはございません。

≪（株）中京テレビ事業≫≪チケットぴあ≫　

★ディズニー・オン・アイス "Everyone's Story" は世代を超えた「みんなの物語」。ストーリー
やキャラクター、心ときめいたシーンやメロディが氷の上のミュージカルとして再現されます。
★７月２２日（土）  １０：３０開演　コスチューム特典公演：ディズニーキャラクターのコスチュー
ム（全身）を着てご来場頂いたチケットをお持ちのお客様に、オリジナルグッズプレゼント！

7/22㈯
朝
昼 14：30

10：30
7/23㈰

18：00
14：00

7/24㈪

15：00

7/25㈫

15：00

7/26㈬

15：00

7/27㈭

15：00

7/28㈮ 7/29㈯ 7/30㈰

14：00

7/31㈪

15：00
10：00 11：00 11：00 11：00 11：00 11：00 10：30 10：00 11：00

夜

大人

4,700円

一般価格：
6,000円

7月22日（土）10：30公演 平日公演 土日公演
こども

3,800円

一般価格：
5,000円

大人

4,500円

一般価格：
5,000円

こども

3,600円

一般価格：
4,000円

大人

5,400円

一般価格：
6,000円

こども

4,500円

一般価格：
5,000円

[公演時間]約２時間（途中休憩あり）／開場：開演４５分前

東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展

●会　　期／４月２７日（木）～５月１６日（火）　　１０：００～２０：００　
　　　　　　（ご入場は各日閉場の30分前まで。最終日は18時閉場）
●会　　場／名鉄百貨店本店［本館］7階催場
●入 場 料／前売り一般（中学生以上） ６００円（一般：８００円(当日1,000円))
　　　　　　前売りこども（4歳～小学生） ２００円（一般：４００円(当日　600円))　※３歳以下無料
★25周年記念となる、世界中で愛される人気作品「クレヨンしんちゃん」が、初となる展覧会「クレヨンしんちゃん
展」を開催！現在のしんちゃんファンの子どもから、かつてしんちゃんを見て育った大人たちも一緒に家族みんなで
楽しめる内容です。貴重な原画、しんちゃんワールド体験コーナー、そして…ひろしの「臭い靴下」のにおいがかげ
る！個性あふれるキャラクターたちが大活躍する作品の魅力を25年分、たっぷり体感してください！

●会　　期／４月２２日（土）～６月１１日（日）
※1０：００～１７：３０（入場は１７時まで）　※休館日＝月曜日（5月1日は開館）
●会　　場／豊田市美術館
●入 場 料／前売一般　　　９００円（一般：１，２００円（当日１，４００円））
　　　　　　前売高大生　　８００円（一般：１，０００円（当日１，２００円））
※中学生以下無料。高校・大学生券は、当日要証明書提示。　※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]
★戦後を代表する日本画家、東山魁夷(1908-1999)。平明でありながら深い精神性と豊かな叙情を湛えた風景画で知られ、国民的な人
気を誇りました。昭和31年に日本芸術院賞受賞、40年に日本芸術院会員となり、44年には文化勲章を受章しています。
本展覧会は、唐招提寺御影堂の修理が行われるに際し、通常は非公開となっているこの障壁画全68面を一堂に会して展示し、その全貌を
紹介する東海地方では初めての貴重な機会となります。

25周年記念 クレヨンしんちゃん展25周年記念 クレヨンしんちゃん展

連載40周年＆コミックス200巻記念　こち亀展連載40周年＆コミックス200巻記念　こち亀展
●会　　期／４月１４日（金）～５月１４日（日）　１０：００～１７：３０（１８：００閉場）　※会期中無休
●会　　場／テレピアホール
●入 場 料／前売大人　　　８００円(一般：１，０００円（当日１，２００円））
　　　　　　前売中高生　　４００円(一般：　５００円（当日　６００円））
※小学生以下無料。※小学生低学年以下は保護者の同伴必須
★国民的ギャグ漫画、秋本治「こちら葛飾区亀有公園前派出所」（通称「こち亀」）。「週刊少年ジャンプ」で1976年の連載開始か
ら一度も休載されることなく、2016年秋、40周年の金字塔を打ち立て、そして惜しまれつつも連載を終えることとなった。
ハチャメチャな言動で事件を巻き起こすが、情に厚く憎めない警察官・両津勘吉、ハンサムな大富豪・中川、仕事に趣味に多才な美
女・麗子、頑固一徹な大原部長。個性的な登場人物たちと秋本先生が自ら取材した旬なネタを盛り込んだストーリーが融合され
て、常に新鮮な笑いを生み出してきた。
本展覧会では、先生監修のもと、３万枚を超える中から厳選された原画や展示物、映像などで、作品世界や先生の多彩なアイディ
アを体感できる。またオリジナルグッズにも注目だ。連載40年が凝縮された「こち亀展」、絶対に見逃すな！

申込期限：4月10日（月）

販売期限：5月27日（土）

販売期限：4月26日（水）

ＦＡＸ申込

窓口販売

窓口販売

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

©Disney, ©Disney/Pixar

©秋本治・アトリエびーだま／集英社

「唐招提寺御影堂障壁画 濤声」（部分） 1975年

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
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セ・パ交流戦　日本ハム

◎18：00 ◎18：00 ◎18：00
6/13 （火） 6/14 （水） 6/15 （木）

セ・パ交流戦　西武

■18：00 ◎14：00 ★14：00
6/16 （金） 6/17 （土） 6/18 （日）

共済会ニュース4月号

中日ドラゴンズ公式戦 ＦＡＸ申込

６
月

セ・パ交流戦　楽天

■18：00 ◎14：00 ◎14：00
6/2 （金） 6/3 （土） 6/4 （日）

席　種 斡旋席数 斡旋価格
ドラゴンズ外野応援席 （２０１７シーズンシート）

ライト側　31 列　R530・R531　２席１組
各試合
１組

巨人戦：2,800円 その他：2,300円
（一般参考価格：１席1,900円）

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。

【ドラゴンズ外野応援席（ライト側）】

4,000円 （一般：4,500円）4,400円 （一般：4,900円）4,500円
（一般：5,000円）

5,600円
（一般：7,000円）

1,500円 （一般：2,000円）2,000円 （一般：2,500円）

おとな・こども

おとな
こども

席 種

内野A
（1塁）

斡旋価格
◎スタンダード ■バリュー★プレミアム

【内野Ａ】 ベースと外野守備位置をほぼ正面に見る席です。
5,600円 （一般：7,000円）
2,800円 （一般：3,500円）

おとな
こども

内野SS
（1塁）

※2017年のチケット料金は試合により価格が変動する【バリアブルプライス】が導入されます。　※おとな＝高校生以上、こども＝小中学生が対象。
【共通事項】　会場／ナゴヤドーム　　申込資格／会員のみ　
※申込多数の場合は抽選となります。　　　※小学生未満ひざ上に限り無料。ただしお席の必要な場合は有料。
※内野Ａ席・ＳＳ席は５枚以上ご購入いただけますが、共済会斡旋価格は一人４枚までとさせていただきます。５枚目からは一般価格となりますが家族分ま

でご購入いただけます。ただし、５枚以上のお申込みは、お席が離れる可能性がございます。
※内野ＳＳ席は８枚ございますが、抽選となる場合もございます。残った券は号外にてご案内いたします。
※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。

★2017年度のスローガンが「原点回帰～ゼロからのスタート～」に決定！
　今一度、原点（ゼロ）に戻り、気持ちを新たに、選手もファンも熱狂する、魅力あるドラゴンズを創り上げると
　いう気持ちで2017年度の戦いに挑みます！

ＦＡＸ申込

豊田スタジアム

14：006月3日(土) ｖｓ ツエーゲン金沢
試合日 対戦カードキックオフ

パロマ瑞穂スタジアム

19：005月17日(水) ｖｓ FC町田ゼルビア
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）

【 ２０１7　J2リーグ 】 名古屋グランパス ホームゲーム【 ２０１7　J2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』、『北側／南側』、『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　　：4,200円（一般5,200円）　
　　　　　　カテゴリー3　　：2,700円（一般3,600円）
　　　　　　カテゴリー4大人：2,300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：1,700円（一般2,300円）
　　　　　　サポーターズシート小中高： 500円（一般　700円）

©2016 NAGOYA GRAMPUS EIGHT INC.
©2016 N.G.E.

外野応援席、内野Ａ席の日程

楽天

◎14：00
6/3 （土）

日本ハム

◎18：00
6/15 （木）

西武

★14：00
6/18 （日）

内野SS席の日程

【内野SS】 内野席の中では最もベンチに近い席です。 ※４月20日までの受付分まで『おとな・こども』の指定ができます。

阪神

◎18：00 ◎18：00
6/28 （水） 6/29 （木）

●有効期間／３ヶ月　4月20日（木）～7月19日（水）　★新しいお店がたくさん増えました！
●斡旋料金／５００円（一般：９９４円（税込））　　●斡旋冊数／４００冊限定
●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、冊子にてご確認ください。

LUNCH　PASSPORT西三河版　Vol.1１
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！？

窓口販売

販売期間：4月20日（木）～7月19日（水）

※税込・税別の場合があります。
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●と　き／４月２３日（日）　１０：００開催（開始30分は式典をおこないます）
●ところ／岡崎市乙川河川緑地公園（岡崎城　殿橋下流左岸）
　食べ物・飲み物盛りだくさんの模擬店や、お楽しみ抽選会など内容盛りだくさん！
　ご参加お待ちしております。　※会場周辺は駐車禁止です。名鉄東岡崎駐車場、岡崎公園駐車場をご利用下さい。  　※雨天中止
●連合愛知三河中地域協議会　☎０５６４－５１－６７１０

お知らせ

ＦＡＸ申込

利用施設名称 所在地 電話番号 斡旋価格
岡崎グリーンゴルフガーデン 東阿知和町 46－2525
ロイヤルパークゴルフ 大平町 24－1177

8,500円 （一般10,000円（11,500円分））
9,800円 （一般10,800円（11,500円分））

※ロイヤルパークゴルフは、ゴルフ練習場発行のご自身の会員カードに11,500円分チャージ出来る券を発行致します。なお、記名式の会員カードによりご本人様以外のご利用はできません。
●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人合計2枚まで〉

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム利用券　プレゼントキャンペーン東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム利用券　プレゼントキャンペーン
利用券の会員補助額が２，０００円になりました！利用券は共済会事務局窓口でお渡ししておりますので、必要な方は事務局
までお越しください。共済会ホームページで詳しい賞品内容をご確認いただけます。

岡崎市美術博物館　京都市美術館名品展　京の美人画１００年の系譜岡崎市美術博物館　京都市美術館名品展　京の美人画１００年の系譜
販売期間：5月21日（日）まで窓口販売■会　　期／４月８日（土）～５月２１日（日）　　

■開館時間／１０：００～１７：００（最終の入場は午後４時３０分まで）
■休 館 日／毎週月曜日　　　　■斡旋価格／一般（高校生以上）　７００円（一般：１，０００円）
※岡崎市内の小中学生は無料（わくわくカードまたは学生証を提示）　　※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
■特別割引／着物でご来館の方は、通常観覧料の半額
★理想の女性美の描出を目指した「美人画」は、江戸期の浮世絵の伝統を受け継ぎつつ、明治期以降一つの
ジャンルとして確立しました。描かれる対象は、優美で品格高い女性のだけでなく、市井の女性のあるがまま
の姿、内面や真の姿に迫った革新的な女性像など、時代の様相を反映し、多様化していきました。
　本展でご覧いただくのは京都市美術館所蔵の美人画の優品６０点です。京都市美術館は１９３３年の開館以
来、明治期以降の京都を中心とした美術・工芸品を収集し、特に京都画壇隆盛期の作品の充実は、他に類を見
ないものとなっています。京都画壇で制作された美人画の名品を通して、多彩な女性の美をご鑑賞ください。

～誰もが安心して働き続けられる社会をめざそう！～

1 2 6 8 公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会

食べ物・飲み物盛りだくさんの模擬店や、お楽しみ抽選会など内容盛りだくさん！食べ物・飲み物盛りだくさんの模擬店や、お楽しみ抽選会など内容盛りだくさん！
　ご参加お待ちしております。　※会場周辺は駐車禁止です。名鉄東岡崎駐車場、岡崎公園駐車場をご利用下さい。  　※雨天中止
●連合愛知三河中地域協議会　☎０５６４－５１－６７１０

東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾート®®®®®・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム・コーポレートプログラム利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン利用券　プレゼントキャンペーン

●テ ー マ／「働き盛りのメンタルヘルス～うつの理解を対応～」
●講　　師／愛知淑徳大学心理学部　教授　古井　景　先生
●座　　長／ならい心療内科　院長　竹内　敏行先生　
●日　　時／平成２９年　４月１６日（日）午前１０時より
●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

岡崎市医師会健康教育講座岡崎市医師会健康教育講座
参加費無料

お知らせ

～誰もが安心して働き続けられる社会をめざそう！～
連合愛知三河中地域協議会  ２０１７  地協  メーデー　一般勤労者への参加のご案内連合愛知三河中地域協議会  ２０１７  地協  メーデー　一般勤労者への参加のご案内

ゴルフ練習場プリペイドカードの斡旋ゴルフ練習場プリペイドカードの斡旋ゴルフ練習場プリペイドカードの斡旋
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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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〈〈〈〈 割引協定施設・特約店からのお知らせ 〉〉〉〉
株式会社フジケン

★会費の口座引落しについて
　４月は、４・５・６月分の会費の請求月です。４月１0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。

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

■利用方法／共済会会員証の提示　　■利用範囲／会員のみ
■施設情報／岡崎市戸崎町字藤狭１番地９　☎（０１２０）１９０－０３６　　http://www.fujikengroup.co.jp/

サービス内容
割引率等商品名（サービス名）

住宅にまつわるオプション
10万円分サービス

新規契約

天然温泉　湯の花　あじさい

■利用方法／共済会会員証の提示　　■利用範囲／会員と登録家族
■施設情報／蒲郡市鹿島町浅井新田１番３６（クラスポ蒲郡内）　国道２４７号線沿い　競艇場より南へ約５分
　　　　　　年中無休　９：００～２３：００　☎（０５３３）６６－４１２６　http://www.yunohana-ajisai.com

新規契約

りらくる （（株）りらく）　

■利用方法／共済会会員証の提示　　■利用範囲／会員とその同伴者
■施設情報／http://www.riracle.com/
　  北岡崎店　0564（25）8588　岡崎市井田西町5-16 岡崎光ヶ丘店　0564（54）0313　岡崎市戸崎町字牛転10-16
　  カメリアガーデン幸田店　0564（62）1888　幸田町高力沖原16
　  西尾店　0563（57）1126　西尾市丁田町中ノ切53 豊川店　0533（89）6110　豊川市牧野町1-20

サービス内容

利用可能店舗

商品名（サービス名） 会員利用料金（税込）

６０分以上の全コース ２５０円割引（２名以上で利用時は１名あたり３００円割引）
＊他割引・他サービス併用不可

新規契約

・北岡崎店　・岡崎光ヶ丘店　・カメリアガーデン幸田店　・豊川店　・西尾店

り
ら
く

おすすめの泥パック湯は近隣ではここだけ！天然ミネラルを含んだきめ細やかなボディークレ
イが毛穴の奥の汚れを吸着します。露天風呂では地下１３００ｍより湧き上がる天然温泉に
て、美肌の湯として知られるアルカリ性単純泉がお楽しみいただけます。

会　員
区　分

登録家族

入泉料（一般料金１，１００円） 温泉入浴＋岩盤浴（一般料金１，８００円）
650円
700円 一律　１，０００円

六ッ美商工会でJR乗車券等がお求めいただけるようになりました　六ッ美商工会でJR乗車券等がお求めいただけるようになりました　 お知らせ
六ッ美商工会のご協力により、次のきっぷ等を取り扱うこととなりました。　・映画鑑賞券  ・鉄道乗車券  ・動植物園チケット
●共済会事務局でチケットを用意し、六ッ美商工会へお預けします。
　①専用の予約購入申込書を共済会事務局までFAX（５４－８４７５）
　　　※申込用紙は共済会HP、六ッ美商工会、共済会事務局にございます。　　※映画館や鉄道の区間等は申込用紙でご確認ください。
②共済会事務局でチケットを必要数用意し、六ッ美商工会へお預けします。

　　　※六ッ美商工会への便は火曜日または水曜日の予定。　　　※申込上限数につきましては、共済会ガイドブックをご参照ください。
③ご希望の受取日に六ッ美商工会でお受け取りください。

　　　※火曜日～金曜日の開館時間内となります。（但し休業日を除く）　　※必ず会員証の提示をお願いいたします。

※他割引サービスとの
　併用不可

・居室照明器具  ・カーテン  ・エアコン
・カップボード  ・カーポート等

共済会ニュース4月号


