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勤労文化センター ― 岡崎ＩＣ ― 鞍ヶ池PA ― 飯田IC ― 信州

つけもの処・伊那路（お買物） ― さくらんぼ狩り ― 元善光寺（参拝） 

― ドライブイン酒蔵（昼食） ― 水引の郷 山都飯田（メロン試食・お買物） 

― お菓子の里飯田城（お買物） ― 飯田IC ― 鞍ヶ池PA ― 岡崎ＩＣ 

― 勤労文化センター

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

◎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。

※３才～５才は１，０００円引き、幼児（食事無し）のお子様は３，０００円となります。
※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。

6,506,506,506,506,506,506,506,500000円円円円6,500円6,500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 9,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,4809,480円円円円9,480円9,480円
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17：40

7：55 8：10/8：25 9：45

●日　　程／7月2日（日）
●募集人数／40名《最小催行人数35名》
●参加料金／

【旅のポイント】
★さくらんぼ狩り：
　　　　30分食べ放題！
★ざるそば食べ放題は40分！
★10大お楽しみ！

下記旅行会社へＦＡＸ申込

２０１７“全福ネットガイドブック”を事業所に１冊お送りしております。
ご担当者様にて１年間お手元に置いていただき、ご活用ください。

毎年大人気！さくらんぼ狩りを楽しみに南信州へ！毎年大人気！さくらんぼ狩りを楽しみに南信州へ！
南信州さくらんぼ狩り南信州さくらんぼ狩り

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.415 5
2017（平成29年）

平成29年４月１日現在
事業所数：722社 会員数：7,607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

①ざるそば食べ放題・
牛陶板焼きのご昼食

②さくらんぼ狩り
食べ放題

③メロン1/8個ご賞味
④バラ１本お持ち帰り
⑤８種のおやつ試食
⑥カマンベールミ

ニどら焼き
⑦お菓子３点セット
⑧フルーツ寒天３種
⑨漬物小袋
⑩元善光寺参拝

10大お楽しみ10大お楽しみ

イメージ
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第63回ボウリング大会（団体戦）第63回ボウリング大会（団体戦） ＦＡＸ申込
各賞賞品・

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！
もちろんご家族でも、お一人様でも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23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62回ボウリング大会参加のみなさん

　三河湾が一望できるオーシャンレストラン「ベイブルー」で毎週日曜日・祝日はランチ
ブッフェを開催中！日曜日・祝日にサンデーブッフェをお楽しみください♪

三河湾リゾートリンクス  日曜・祝日ランチブッフェ三河湾リゾートリンクス  日曜・祝日ランチブッフェ 窓口販売
期間中販売

●斡旋料金／大人　２，５００円（一般：３，０２４円）[中学生以上]　
　　　　　　小人　１，１００円（一般：１，６２０円）[６才～１２才]
　　　　　　幼児　　２００円（一般：　５４０円）[３才～５才]※２才以下無料
★入浴付でバスタオルもついているプランです。食事前の入浴も可能です。
●購入限定／会員のみ（１人４枚まで）　※組合せ自由　※ご購入後の券種の変更はできません。
　※５名様以上でのご利用については、現地で実費にてご精算ください。
●日　　程／５月１日～７月１７日の日曜及び祝日
●時　　間／ランチ：①１１：３０～　②１３：１５　　入浴：12：００～
●予 約 先／三河湾リゾートリンクス　☎０５６３－３２－３７２０
　　　　　　西尾市吉良町宮崎中道下１５　　月～土曜日９：００～１８：００（祝日は除く）
●ご利用方法／三河湾リゾートリンクスへご希望の日・時間帯に空きがあるかご確認の上、ご予約をお願いいたします。
　　　　　　上記へご予約後、共済会事務局窓口でチケットをご購入ください。

（価格は税込みです）

イメージ

イメージイメージイメージイメージイメージ

≪（株）三河湾リゾートリンクス≫　

◆券　　種／１DAYパスポート（日付指定なし） 
　　　　　　［有効期限］平成29年7月～9月30日
◆斡旋価格／おとな（１３歳以上） 5,8００円
 （一般価格：６，９００円）
　　　　　　こども（３～１２歳）  ４，5００円
 （一般価格：５，３００円）
◆申込資格／会員のみ　一人計４枚まで
　　　　　　　（４枚以上は一般価格で受付いたします）
◆そ の 他／日付指定ではありませんが、入場制限がかかっ

た場合、入場できませんのでご注意ください。

LEGOLAND®Japan  １DAYパスポートの斡旋LEGOLAND®Japan  １DAYパスポートの斡旋
　日本初！平成２９年４月に名古屋市港区にオープン
しました「LEGOLAND®Japan」チケットです！この
機会にぜひご利用ください。

ＦＡＸ申込

≪LEGOAND®Japan（株）≫　

※今回から参加賞は見送らせていただくこととなりました。
　楽しみにされている方には大変申し訳ございませんが、
　何卒ご理解いただけますようよろしくお願い申し上げます。
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≪チケットぴあ≫　

日時／６月２２日（木） １８：００開演
会場／Zepp Nagoya
席種／全席指定　６，３００円
　　　（一般：７，５００円）　
※入場時にドリンク代￥５００別途必要
※未就学児童入場不可

[出演者] ＨＡＰＡ、バリー・フラナガン、ロン・クアラアウ、ダンサー：ラダーシャ・ホオフリ
★人気ハワイアン・デュオＨＡＰＡが待望の来日公演！ハワイの音楽シーンをリード
し、日本のフラ・ファンから絶対的な支持を受けるＨＡＰＡ。優しいメロディ、美しい
ハーモニー、卓越したギター・テクニック、そのサウンドはますます完成度を高め
ている。ＨＡＰＡとダンサーによる、ハワイアン・テイスト溢れるコンサートをお届け
します。地元ダンサーとＨＡＰＡとの共演もお楽しみください！

ＨＡＰＡ　ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 2017
“HAPA MELE HULA HOU”～ミュージック＆フラ コンサート～

ＦＡＸ申込

共済会ニュース 5月号

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。

≪チケットぴあ≫　

松田聖子
日時／８月１９日（土） １７：００開演
　　　８月２０日（日） １５：００開演
会場／日本ガイシホール
席種／Ｓ席　７，８００円
　　　（一般：８，９００円）
※未就学児童入場不可
★今年も全国コンサート・ツアーの開催
が決定しました。３年連続で指定席完売
の超プレミアム公演！ヒット曲の数々とい
つまでも輝き続ける松田聖子の確かな
ステージをお見逃しなく！！営利目的の転
売、SNS等での告知禁止。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

ベンチャーズ
日時／７月２３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／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。

[出演者] 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
★グラミー賞の特別賞を受賞し（2006年）、ロックの殿堂入りを果たし（2008年）、更に1962年の初来日から今年で来
日55周年を迎える世界一のエレキ・インスト・ロック・バンド、“ベンチャーズ“が今年71 回目の日本ツアーを行います。日本の
夏の風物詩となっているテケ・テケ・サウンド。彼らのヒット曲「ダイアモンド・ヘッド」「パイプライン」「急がば廻れ」など、魅力的
な“ベンチャーズ・サウンド”が今年も全国を駆け巡ります。熱いステージに是非ご期待下さい。

丸美屋食品ミュージカル「アニー」 ＦＡＸ申込

日時／８月２５日（金） １１：００開演／１５：３０開演
　　　８月２６日（土） １１：００開演／１５：３０開演
　　　８月２７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。
[出演者] アニー：野村里桜・会百花（ダブルキャスト）、ウォー
バックス：藤本隆宏　ハニガン：マルシア、グレース：彩乃かなみ
　ルースター：青柳塁斗　リリー：山本紗也加　　他多数出演
★新しいアニーに会いに来て！アニーの演出が16年ぶ

りに変わります。舞台のセット、衣装、ダンスなど全てがパワーアップし、さらに
素敵な舞台になります！「トゥモロー」や「ハードノックライフ」など一度聴いた
ら忘れられない名曲を新たなアニーと共にご期待ください！

Erth's ダイナソー・ズー ～恐竜どうぶつ園～ ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　≪チケットぴあ≫　

豊橋会場 全席指定 ２，７００円（一般：３，２００円）
名古屋会場 全席指定 ２，９００円（一般：３，６００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。

★世界中で大人気！家族で楽しめるリアル恐竜ショー！「恐竜どうぶつ園」は、
世界各地で上演されている、家族みんなで楽しめる恐竜ショーです。大昔に
タイムスリップしたような空間で、恐竜たちを客席で見るだけでなく舞台に上
がったり、客席やロビーで触れたり、楽しく学べるパフォーマンスショーです。
※舞台に上がれるのは一部の方のみに限られます。予めご了承ください。今回は、子供たちに大人気、あの
ティラノサウルスが初登場！大迫力のステージをお楽しみ下さい！　※日本語上演　　
※終演後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ合えます。その際には写真撮影もＯＫです！

名古屋国際音楽祭　イングリッシュ・ナショナル・バレエ「コッペリア」 ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

ドラケンスバーグ少年合唱団

[予定曲目] ガンブーダンス、ショショロー
ザ、クウェラ、Sesivuma Sigiya　他
★過去３度の日本ツアーで大好評を博した南アフリカ「ドラケンスバーグ少年合唱
団｣、15年ぶり4度目の日本ツアーを行います。同合唱団は、南アフリカのドラケンス
バーグ地方の中心部に位置する全寮制の合唱学校に所属する10歳から15歳のメン

バーで構成されています。そのパフォーマンスは「ウィーン少年合唱団」「テルツ少年合唱団」など世界の名門合唱団にも引けを取
らない程の実力を持つとも言われ、特に1992年ポーランドで開催された「世界少年合唱団フェスティバル」では初参加ながら他
の名門合唱団を押え、見事「最優秀」の栄冠に輝いた実績を持っています。今年は同合唱団にとって創立50周年という大変意義深
い佳節を迎えます。日本と南アフリカの未来をつなぐ子供たちの歌声にどうぞ、ご期待下さい。

日時／７月２日（日） １７：００開演
会場／愛知県芸術劇場コンサートホール
席種／S席 ６，９００円（一般：８，５００円）
※未就学児童入場不可
[公演プログラム] ブラームス:ハンガリー舞曲第1番、第5番、グリーグ:

「ペール・ギュント」から アニトラの踊り
ドヴォルザーク:2つのワルツ op.54、ハチャトゥリアン:剣の舞、武満 徹:

「他人の顔」から ワルツ、バルトーク:ルーマニア民俗舞曲、ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」 op.8
※やむを得ぬ事情により、出演者・曲目が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
★『イ・ムジチ』とはイタリア語で『音楽家達（the musicians）』を意味します。
永遠のベストセラーとなったイ・ムジチの「四季」は累計で280万枚を売り上げ
るなど、日本のクラシック界においては異例のダブルミリオンを記録していま
す。スタイリッシュで美しい音楽を心ゆくまでご堪能下さい。

イ・ムジチ合奏団 ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

日時／７月８日（土）　１８：００開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／A席 6,3００円（一般：7，５００円）
※未就学児童入場不可
[出演者] 指揮：齊藤一郎、オーケストラ：THE ORCHESTRA 
JAPAN、ナビゲーター：ささきフランチェスコ
★あの壮大なメロディーが、豪華オーケストラで甦る！ファン
待望、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ最新作、いよい
よ7月公開！これを記念し、シリーズ第一弾『パイレーツ・オブ・

カリビアン／呪われた海賊たち』のフィルム・コンサートが、遂に日本初上陸！映画全編、“豪華
フルオーケストラの生演奏”と“大スクリーン映像”の共演を、存分にお楽しみください！！言語：
英語上映（日本語字幕あり）。上演時間：約2時間40分（休憩15分間含む）

Disney on CLASSIC Premium Concert
『パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち』　フィルム∞オーケストラ

ＦＡＸ申込

日時／８月６日（日）
　　　１０：３０／１３：３０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 １，９００円（一般：２，５００円）
※3歳以上有料。2歳以下は膝上無料。
★あたたかいメッセージにあふれたアメリカ
の最高傑作がミュージカルに！大きな竜巻に巻

き上げられて不思議な国へ迷い込んでしまったドロシーは、知恵がほし
い”かかし”、心がほしい”ブリキ”、勇気がほしい”ライオン”に出会い、願
いを叶えてくれるオズの魔法使いを探す旅にでます。

劇団飛行船　マスクプレイミュージカル
オズの魔法使い ＦＡＸ申込

日時／７月２０日（木） １８：４５開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／Ｓ席 １７，０００円（一般：１９，０００円）
　　　Ａ席 １４，０００円（一般：１６，０００円）
※未就学児童入場不可
[プログラム他] 音楽：レオ・ドリーブ、振付：ロナルド・ハインド(マリウス・プティ
パの原典に基づく）、管弦楽：セントラル愛知交響楽団、プログラム：コッペリア
※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。

★英国中のバレエ・ファンに愛され世界に飛び出した、タマラ・ロホ率いる話題のカンパニー
1950年の創立以来、英国各都市で上質のクラシック・バレエ公演を開催する事を目的に活動し、創立25周年にはヌレエフが
ロンドン・コロシアムで「眠りの森の美女」を、エリザベス女王即位25周年には「ロミオとジュリエット」を上演した。1999年に
は 、「白鳥の湖」で香港、オーストラリアにツアーを実施、国際的な活動にも着手した。2012年、英国ロイヤル・バレエ団で長
くプリンシパルを務めたタマラ・ロホが芸術監督に就任し、アリーナ・コジョカルを引き抜くなど、英国バレエ界の話題を集めて
いる。パリ、中国でも好評を集めた「コッペリア」で初来日、今回は東京と名古屋だけの開催となる。

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

ＦＡＸ申込

会場公演日 時間

13：00/15：30
12：00/15：308月 8 日（火）

8月10日（木） ウインクあいち
アイプラザ豊橋

ヒトミ17：00
12：00

3月2日（日）

開演時間公演日

刈谷市総合文化センター大ホール
豊田市民文化会館大ホール

14：00
18：307月14日（金）

日本特殊陶業市民会館フォレストホール14：00
7月15日（土）
7月16日（日）

会　場

≪チケットぴあ≫　

©Laurent Liotardo

席種／S席  ５，０００円
　　 （一般：５，８００円）
※未就学児童のご入場は
　ご遠慮願います。
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ＦＡＸ申込

日時／７月１３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／全指定席　７，８００円
　　　（一般：８，６４０円）
※未就学児入場不可
★谷村新司　45th CONCERT 
TOUR 2017 STANDARD

≪サンデーフォーク≫　

谷村　新司

ＦＡＸ申込

日時／８月１１日（金・祝）
　　　１８：３０開演
会場／Ｚｅｐｐ　Ｎａｇｏｙａ
席種／１Ｆスタンディング
　　　４，５００円
　　　（一般：５，０００円）　

※入場時ドリンク代 500円別途必要/整理番号有り
※小学生以上チケット必要。未就学児童のご入場は同行の保護者の方の範囲内で、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。
★RANGE AID+ presents "RWD← SCREAM 017"

≪サンデーフォーク≫　

ORANGE RANGE

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

ＦＡＸ申込

日時／７月１４日（金）　１９：００開演
会場／ダイアモンドホール
席種／全指定席　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※入場時ドリンク代 500円別途必要
※５歳以下入場不可
[バンドメンバー] バンドメンバー：Vo/世
良公則、Key/神本宗幸(TWIST)、Gt/松
本タカヒロ、B/小島剛広、Dr/國分建臣
★世良公則 x JET ROX TOUR 2017
※親子割引有り：当日開場時に身分証明書提示にて差額￥3000
キャッシュバック。終演後のキャッシュバック不可。保護者同伴のお
子様（小中学生、何名でも可）対象

日時／６月３０日（金）
　　　１９：００開演
会場／Ｚｅｐｐ　Ｎａｇｏｙａ
席種／全指定席　５，９００円
　　　（一般：７，８００円）
※入場時ドリンク代 500円別途必要
※６歳以上有料/未就学児入場不可
★佐藤竹善 Live! The Best 
Of Cornerstones

世良公則 × JET ROX

ＦＡＸ申込吉川　晃司

T-SQUARE

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

佐藤　竹善

ＦＡＸ申込
日時／７月１６日（日）
　　　１６：３０開演
会場／センチュリーホール
席種／全席指定　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※就学児童はチケットが必要。未就学児童は保
護者1名につき1名のみ膝上鑑賞可能。ただし、
未就学児童も座席が必要な場合はチケット必要。

★2017年4月より全国ツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2017 “Soul Renaissance”」の開
催が決定!! 本ツアーは全国31都市34公演を約3ヶ月かけて巡るツアーとなり、春から夏に開催
されるツアーはゴスペラーズとしては久しぶりとなる。彼らの美しいヴォーカルワークとエンター
テインメント溢れるステージを堪能できる機会となるのでお見逃しなく!!

≪チケットぴあ≫　

ゴスペラーズＦＡＸ申込
日時／８月１日（火）　８：００開場　１５：００打出し（終了）
会場／スカイホール豊田（豊田市総合体育館）

席種／ペアマスS席（2名）　２３，０００円
　　　（一般：２４，０００円）　
　　　イスA席 ５，４００円（一般：７，０００円）
※2歳以下膝上無料、お席が必要な方は有料　※こども券対象：3歳～小学
生までのお子様。お子様のみではご入場いただけません。　※ペアマスS席
は「豊田場所記念座布団」付き　※土足厳禁です。スリッパをご持参ください。
★家族で楽しい！豊田の夏は、相撲だ。横綱をは
じめ人気力士が集結！大迫力の取組を、存分に
ご堪能ください。巡業名物「初切」「相撲甚句」

「握手会」などのお楽しみも満載！

平成二十九年夏巡業  大相撲  豊田場所

≪チケットぴあ≫　

日時／７月２９日（土）
　　　１６：３０開演
会場／Ｚｅｐｐ　Ｎａｇｏｙａ
席種／全指定席
　　　５，９００円
　　　（一般：６，５００円）
※入場時ドリンク代 500円別途
必要　
※３歳以上有料

★T-SQUARE CONCERT TOUR 2017 REBIRTH
≪サンデーフォーク≫　

日時／８月１６日（水）
　　　１９：００開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　大ホール
席種／全指定席　７，３００円
　　　（一般：８，１００円）
※３歳以上有料
★KIKKAWA KOJI LIVE 2017 
"Live is Life"

≪サンデーフォーク≫　

東儀　秀樹／古澤　巌／coba ＦＡＸ申込
日時／９月１３日（水）
　　　１８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　大ホール
席種／全指定席
　　　６，３００円
　　　（一般：７，０００円）
※未就学児入場不可

★東儀秀樹×古澤巌×coba全国ツアー2017
「TFC55 LEVEL Ⅳ」

≪サンデーフォーク≫　

申込締切：5月8日（月）

ＦＡＸ申込

７月8日（土）　または　７月15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）

※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。 ≪名鉄観光サービス(株)≫　

志摩スペイン村　感謝デーパスポート

日時 区分 通常価格 斡旋価格

パスポート
大人 5,300円
中人 4,300円

小人・シニア 3,300円
900円

申込締切：5月12日（金） 申込締切：5月12日（金）
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ＦＡＸ申込
日時・会場／
　　９月２１日（木） １８：３０開演
　　愛知県芸術劇場 大ホール
　　９月２４日（日） １６：３０開演
　　新城文化会館　大ホール
席種／全指定席　６，２００円
　　　（一般：６，８００円）
※未就学児入場不可
★平原綾香 CONCERT TOUR 
2017　～ LOVE 2 ～

≪サンデーフォーク≫　

平原　綾香

ＦＡＸ申込
日時／６月２８日（水）
　　　１８：３０開演
　　　６月２９日（木）
　　　１８：３０開演
会場／日本ガイシホール
席種／全席指定　８，５００円
　　　（一般：９，４００円）
※３歳以上有料
★ayumi hamasaki 『Just 
the beginning -20- TOUR 
2017』

≪サンデーフォーク≫　

浜崎　あゆみ

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

ＦＡＸ申込

日時／９月１８日（月）
　　　１６：００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　７，７００円
　　　（一般：８，５００円）
※未就学児入場不可

予定プログラム：D（ショパニ
アーナ/瀕死の白鳥他　小作品/ライモンダ）
★トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団　2017年日本公
演

日時／９月９日（土）
　　　１７：３０開演
　　　９月１０日（日）
　　　１５：００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）
※３歳以上有料
★Hiromi Go Concert Tour 
2017 “My Dear…”

日時／９月１０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）
※未就学児入場不可
★Iwatani Presents Mariko 
Takahashi Concert vol.41 
2017 PRELIDE

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団

ＦＡＸ申込「おかあさんといっしょ」ガラピコぷ～がやってきた!!

鈴木　雅之

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

郷　ひろみ
≪チケットぴあ≫　

ＦＡＸ申込
日時／８月４日（金） １３：００開演 ・ ８月５日（土） １３：００開演　　　　会場／愛知県体育館
席種／A席（2階スタンド） 13，0００円（一般：１６，０００円）
　　　A席グループチケット<3枚1組> 36，０0０円（一般：３９，０００円）　
※3枚以上のお申し込みは、単券とグループチケットを組み合わせてお申込みください。　※UNDER22チケットのお取り扱いはございません。
[出演予定スケーター] 浅田真央、浅田舞　ほか　※その他出演スケーターは調整中です。決まり次第公式ホームページ　
http://fs-theice.com/　で随時発表されます。　※出演スケーターの変更に伴うご購入・申し込み後の変更、キャンセル、払い戻しはできません。
★世界最高峰のスケーターたちの滑りを楽しめる「THE ICE（ザ・アイス）」。浅田真央・浅田舞を中心に、オリンピッ
クや世界選手権のメダリストをはじめ、錚々たる顔ぶれが揃います。ショーの世界を知り尽くしたプロスケーター、現
役のスター選手が魅せるトップレベルの滑りは見ごたえ十分。さらに、ジュニアやノービスの次世代スケーターのキ
ラリと光る才能も紹介します。出演スケーターはとても仲が良く、そのフレンドリーな雰囲気もアイスショーの個性
になっています。世界最高のアーティストが魅せるTHE ICE（ザ・アイス）真夏の氷上祭典。華やかに、ハッピーに、感
動に満ちて・・・トップスケーターが彩るアイスショーが開催！　　　公演時間：約2時間30分（途中休憩15分）予定

LOTTE presents　THE ICE（ザ・アイス）2017　名古屋公演LOTTE presents　THE ICE（ザ・アイス）2017　名古屋公演

日時／１０月１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　７，０００円
　　　（一般：７，８００円）
※３歳以上有料/２歳以下入場不可
★masayuki suzuki taste 
of martini tour 2017

≪サンデーフォーク≫　

日時／７月１５日（土）
　　　１３：００／１５：３０
会場／豊田市民文化会館
　　　大ホール
席種／全席指定　１，９００円
　　　（一般：２，６００円） ※２０枚
※1歳以上有料・1歳未満膝上1名まで無料
★チョロミー、ムームー、ガラピ
コがやってきます。歌や楽しい
ステージで、親子みんなで楽し
みましょう！

≪公益財団法人豊田市文化振興財団≫　

第拾六回甲山落語 ＦＡＸ申込
日時／７月２２日（土）  １４：００開演
会場／岡崎市甲山会館
席種／全席指定　２，５００円
　　　（前売一般：３，０００円）
※未就学児の入場不可
★第16回甲山落語会に三遊亭兼好師匠が出演します。
軽快な語り口で世相を切り、観客を爆笑の渦に巻き込み
ます。持ちネタの多さも魅力のひとつで百数十席以上の
ネタでどんな場面でも観客の興味をそらさぬ力を持って

います。関東で定期的に開催している独演会も毎回ほぼ完売。今や「円楽一門会」所属の落
語家で抜群の人気と実力を誇ります。その他に兼好師匠のお弟子さんの三遊亭けん玉さ
ん、カンカラ三線弾きの岡大介さんもお招きして開催します。≪岡崎パブリックサービス≫　

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

高橋　真梨子

申込締切：5月12日（金）

※3歳以下は入場不可。
　4歳からは入場券が必要です。　
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DeNA

■18：00 ◎14：00 ★14：00
7/7 （金） 7/8 （土） 7/9 （日）

巨人

◎18：00 ◎18：00 ◎18：00
7/17 （月） 7/18 （火） 7/19 （水）

共済会ニュース5月号

中日ドラゴンズ公式戦 ＦＡＸ申込

７
月

ヤクルト

■18：00 ■18：00 ■18：00
7/4 （火） 7/5 （水） 7/6 （木）

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。　　※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及び内野SS席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

18：007月8日(土) ｖｓ 徳島ヴォルティス
試合日 対戦カードキックオフ

パロマ瑞穂スタジアム

18：306月25日(日) ｖｓ V・ファーレン長崎
試合日 対戦カードキックオフ

【 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）
■購入資格／会員のみ（１人４枚まで）

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

外野応援席、内野Ａ席の日程

DeNA

★14：00
7/9 （日）

巨人

◎18：00
7/17 （月）

阪神

★14：00
7/29 （土）

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 ★14：00
7/28 （金） 7/29 （土）

◎14：00
7/30 （日）

●会　　期／７月１５日（土）～９月３日（日）　９：３０～１７：００（入場は１６：００まで）
　　　　　　　　※休館日：毎週月曜日（但し、7/17、8/14は開館）、7/18
●会　　場／名古屋市科学館 理工館地下2階イベントホール
●入 場 料／前売り一般 　  ８００円（一般：１，２００（当日：１,４００円））
　　　　　　前売り高大生　３００円（一般６００（当日：８００円））
　　　　　　前売り小中生　１００円（一般３００（当日：５００円））
★身近な存在となりつつあるロボットの原型ともいえる「からくり人形」から、日本が世界に誇る

「ものづくり」には欠かせない産業用ロボットや災害現場で活躍するレスキューロボットなど、進化
を遂げるロボットの過去、現在、未来を紹介します。
　ロボットとともに作り出している私たちの周りの生活から、夢あふれる日本の未来像を探ります。 ≪チケットぴあ≫　

特別展 「ロボットってなんだろう？」特別展 「ロボットってなんだろう？」 窓口販売 販売期間：5月13日（土）～7月26日（水）

※プラネタリウムを除く全館観覧可。
※未就学児入場無料。高大生は要学生証。
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　平成２9年２月24日に開催されました理事会、平成２9年３月21日に開催されました評議員会において平
成２9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。

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２9年２月24日に開催されました理事会、平成２9年３月21日に開催されました評議員会において平
平成２9年度事業計画及び収支予算について

≪丸大食品株式会社≫　

【内容】

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

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）

　　　　  　　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 

ブラウンシュガーファーストの有機エキストラバージンココナッツオイルブラウンシュガーファーストの有機エキストラバージンココナッツオイル ＦＡＸ申込

　農場から収穫したばかりのオーガニックココナッツの実から、すばやく胚乳を削りだし、最も鮮度の高いオイルを作ることができ
る遠心分離法でオイルを抽出。収穫した実が工場に届いたその日のうちに加工するので、フレッシュで上質なオイルに仕上がりま
す。品質検査を原産地タイで行い、充填は国内の老舗油脂メーカー 太田油脂株式会社の有機認定
工場で行いました。 香りが強すぎず、えぐみもないので、どんな方でも食べやすいのが特徴です。 
　有機JAS認証取得。もちろん、美味しさに妥協はありません。多くの健康や美容のプロフェッショ
ナルから、熱い支持をいただいています。また、香りがマイルドで美味しいと、たくさんのお客さま
にリピートしていただいているココナッツオイルです。
　バターやマーガリンの代わりにパンにぬったり、お菓子を作る時のバターの代わりや、普段のお
料理の調理油としてお使い下さい。 
　注目の栄養成分「ラウリン酸」を47％含有。トランス脂肪酸フリー、コレステロールフリーのこの
ヘルシーな油を、毎日の健やかな食生活にお役立てください。
●斡 旋 品／ブラウンシュガーファースト有機エキストラバージンココナッツオイル（１８０ｇ）
●斡旋価格／９００円（一般価格：１，３８２円）　　●購入資格／会員のみ（１人４個まで）　
●斡 旋 数／２００個《申込多数の場合は抽選》

経常収益計
242,656

単位：千円

経常費用計
244,546

単位：千円

受取会費
48,000
19.78%

受取会費
48,000
19.78%

受取維持管理等
事業収益
23,706
9.77%

受取維持管理等
事業収益
23,706
9.77%

事業収益
127,950
52.73%

事業収益
127,950
52.73%

受取補助金等
42,025
17.32%

受取補助金等
42,025
17.32%

基本財産運用益
21　0.01%出資配当金等収益

25　0.01%

雑収益　929　0.38%

事業運営費
8,429
3.45%

健康維持
増進事業費
9,832　  4.02%

管理費
14,004
5.73%

給付事業費
38,413
15.71%

給付事業費
38,413
15.71%

在職中及び老後の
生活安定事業費

76,839
31.42%

在職中及び老後の
生活安定事業費

76,839
31.42%

余暇及び
自己啓発
事業費

44,011
18.00%

余暇及び
自己啓発
事業費

44,011
18.00%

維持管理　
事業費　
24,124
9.86%

維持管理　
事業費　
24,124
9.86%

事業人件費
28,894
11.82%

事業人件費
28,894
11.82%

基本財産運用益 21
受取会費 48,000
事業収益 127,950
受取補助金等 42,025
受取維持管理等事業収益 23,706
出資配当金等収益 25
雑収益 929
経常収益計 242,656

事業人件費 28,894
事業運営費 8,429
給付事業費 38,413
在職中及び老後の生活安定事業費 76,839
健康維持増進事業費 9,832
余暇及び自己啓発事業費 44,011
維持管理事業費 24,124
管理費 14,004
経常費用計 244,546

単
位
：
千
円

収

　入

単
位
：
千
円

支

　出
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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

1

1
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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

　あさり不漁により、４月の営業日が変更となり少なくなりました。今後も営業日が変更となり、休業
日となる場合がありますので、事前にお問い合わせの上、漁場へ行かれることをお勧めいたします。

■お問い合わせ先／東幡豆漁業協同組合　☎0563-62-2068

東幡豆海岸潮干狩りの営業日について東幡豆海岸潮干狩りの営業日について

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！

窓口渡し

お知らせ

おかざき世界子ども美術博物館

はしもとみお彫刻の世界展はしもとみお彫刻の世界展 木のどうぶつたち木のどうぶつたち
　本展では、「生きる」をテーマに、はしもとみおが一本の丸太
から生み出した、今にも動き出しそうな「木の動物たち」が大
集合します。この動物たちからのメッセージを通して、次代を
担う子どもたちに、命の尊さと生きることの素晴らしさを感じ
取っていただければと思います。

●会　　期／４月２２日(土)～６月２５日(日)
　　　　　　　※午前９時～午後５時（入館は１６：３０まで）

●休 館 日／月曜日
●観 覧 料／大人　６００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）


