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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

平成30年9月１日現在／事業所数744社 会員数：8,219名
※表示金額は、
すべて消費税込みの金額です。

共済会ニュース内容の申込について
① FAX申込・
・
・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。

始めによくお読みください

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。

② 窓口販売・
・
・共済会事務局窓口で販売いたします。
③ 申込受付期間について・
・
・毎月「１日～20日」が申込受付期間
となります
（別に記載されている場合はそちらが優先）。
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。

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。

白洲正子のかくれ里ゆかりの地と
琵琶湖マリオットホテルで豪華ランチコース
下記旅行会社へＦＡＸ申込

GHQと掛け合った『NOといえる日本人白洲次郎』の妻 白洲正子のエッセイ「かくれ
里」は有名ですが、その正子のエッセイに初頭に書かれている油日神社と櫟野寺の十一面
観音座像秘仏ですがことし御開帳で12月までお参りすることができます。
そして琵琶湖マリオットは昨年琵琶湖にオープンしたマリオットグループのホテルです。
こちらで豪華コース料理をお召し上がりいただきます。
●日
程／１１月１７日
（土）
●募集人数／３５名《最少催行人数３０名》
●参加料金／

会

員

登録家族

8,000 円

一般同伴者

旅の
ポイント

●油日神社民族資料館見学と櫟野寺の十一面観音座像の御開帳参拝
●琵琶湖マリオットホテルで豪華ランチ（5,400円のコース料理）
●ラコリーナ近江八幡を観光

8,500 円円
10,580 円円

※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。

行

勤労文化センター ― 岡崎IC ― 御在所SA ― 甲賀土山IC
7：30

8：30/8：45

― 油日神社 ― 櫟野寺（秘仏十一面観音御開帳）― 甲南IC―

程

9：45/10：05

10：10/10：50

琵琶湖マリオットホテル（昼食）― ラコリーナ近江八幡 ―
12：15/13：35

14：10/15：40

八日市IC ― 養老SA ― 岡崎IC ― 勤労文化センター
16：45/17：00

イメージ

18：15

イメージ

直接旅行会社へとなります！
【重要】 ツアーお申込みと参加費のお支払い先は、
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。
◎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

〒４４４－０２０２ 愛知県岡崎市宮地町柳畑１８番地

第２－９１７号

《お申込・お問い合わせ》 TEL：0564-54-0001 FAX：0564-53-2129
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！
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検索

10月号 共済会ニュース

岡崎城下家康公秋まつり 商工フェア
会場／岡崎公園多目的広場 （岡崎城東）

こうた産業まつり

会場／ハッピネス・ヒル・幸田

お楽しみ企画

出展します！
！
ぜひ遊びにきて
ください！

：００～１６：００
時間／１０

・4日（日）
（土）
日程／１１月3日

（日）
日程／１１月11日

：００～１５：３０
時間／１０

素敵な景品をたくさん準備！ 参加費無料の

Ｎｏ．
1 会員限定の『お楽しみ抽選会』
！

岡崎会場のみ！

会員証のご提示で、空クジなしの抽選会に参加ください！
★参加資格／会員（会員証を必ず提示してください）
★参 加 費／無料
★抽選会について／抽選は期間中会員証提示の１人１回のみです。お楽しみ抽選会は景
品がなくなり次第終了となります。数に限りがございますので、お早めにお越しください。
※参加は会員に代わり登録家族もＯＫです。それ以外のカードの貸し借り、代理人等による抽選はご遠慮
ください。

≪昨年の景品にはこんなのがありました！≫
名古屋港水族館ペア入場券、
イオン岡崎シネマ映画鑑賞券ペア、ユナイテッドシネマ映画鑑賞券ペア、
コロナシネマワ
ールド映画鑑賞券ペア、図書カード、葵湯入湯券ペア、楽の湯入湯券ペア など

お楽しみ企画

Ｎｏ．
2 共済会事務局特別 販売 出張所！

両会場！

厳選したチケットを『岡崎の商工フェア・こうた産業まつり』両会場出展ブースで販売！
通常よりお値打ちに、そして会員拡大キャンペーンとして一般の方にもご購入いただけます！
品

名

定

価

通常会員
価格

会

特別斡旋価格
員
一

般

ユナイテッドシネマ岡崎 大人映画鑑賞券 （2枚まで）

1,800円

1,100円

700円

1,000円

イオンシネマ岡崎

1,800円

1,200円

800円

1,100円

6,000円

5,500円

5,000円

5,500円

1,600円

1,800円

映画鑑賞券 （2枚まで）

葵湯 １０枚綴り 入湯券 （2冊まで）
コロナワールド周遊クーポン （2冊まで）
※１ 葵湯会員価格

※1

2,000円

※購入は会員本人に限ります。代理購入はご遠慮ください。

※一般の方はそれぞれ１枚または１冊まで。

★販売枚数／映画鑑賞券【 各 １００枚！ 】
葵湯利用券【 ３０冊！ 】 コロナワールド周遊クーポン【 20冊！ 】
★購入資格／どなたでもご購入いただけます。一般の方もＯＫ！
★そ の 他／購入は、
どなたも期間中お一人様１回限りとさせていただきます。

お楽しみ企画

！
Ｎｏ．
3 お子さん集合！簡単楽々作成『おえかきブーメラン』

両会場！

作成は超簡単！色をぬって自分だけのブーメランを作ろう！お持ち帰りでもOK！
なげたところにもどってくるよ！
★参加資格／会員、一般どなたでもご参加いただけます。
★参 加 費／１００円
★限 定 数／各日 ５０キット限定！
（１人１キットまで）
※作成スペースには限りがありますので、作成される方でのご利用をお願いします。 ※在庫がなくなり次第終了。

新規事業所入会特別キャンペーン
両出店日、両会場にて「新規事業所入会特別キャンペーン」を実施します。
ご入会いただきました新規事業所へ５００円分の図書カード × 入会会員数をプ
レゼント！ぜひこの入会促進機会にご入会をご検討ください！
※１１月末までに入会手続きが完了した場合に限ります。

キャンペーン及び入会についての詳しいご相談は、会場にてお尋ね下さい。

昨年の見本
イメージ

「新会員事業所紹介制度」とは

新規加入事業所１箇所につ
き３ポイント ＋ 当該事業所
加入会員１人につき ２ポ
イントを差し上げます。ポイ
ント数の合計により謝礼（５
００円の図書カード等）をプ
レゼント！

【お問合せ先】公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会
TEL：５４－８４９５ FAX：５４－８４７５

岡崎市美合町字五本松６８番地１２ 岡崎市勤労文化センター内
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共済会ニュース 10月号

第66回ボウリング大会（個人戦）
秋のボウリングは個人戦！職場のみんなで腕を競ってください！
ご家族でも、お一人様でももちろんOK！

【競技方法】 １．個人戦で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／1人 １，
０００円（２ゲーム、貸し靴、軽食、各賞賞品付）

FAX申込
・
・参加賞
各賞賞品 ライク賞も
ト
ス
の
おなじみ ます！
！
あり

※参加費には、傷害保険料が含まれています。

●日
●会

時／１１月16日
（金） １８：３０スタート
場／グランドボウル（日名北町 ☎２２-５５２２）

※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／10０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65回ボウリング大会参加のみなさん

“クリスマスの素敵なドア飾りスワッグ”を作ろう！

FAX申込

モミの木やヒノキなで自然の木を束ね、可愛いいオーナメントやリボンで飾ります。
長さ幅はお好きな長さに変える事が出来ます。
（長さ40幅2５センチ位）オレゴンのモ
５００円
登録家族：４，
０００円
ミなど、天然の木を使いますので、香りも ■参 加 費／会 員：３，
一
般
：
５，
5００円
良く、長く楽しんでいただけます。
■日
■会
■講
■内

時／１１月２５日
（日） ９：３０受付（１０：００開始）
場／岡崎市勤労文化センター 第２研修室
師／アトリエヨーコ 永井洋子 先生
容／プリザーブドフラワーシュターブ

※材料調達の都合(時期や在庫)などで 多少変更する事がありますので、
ご了承下さい。

イメージ

イメージ

イメージ

■募集人数／２０名《申込多数の場合は抽選》
■参加資格／会員と登録家族及びその一般同伴者
■持 ち 物／エプロン、はさみ等

蒲郡オレンジパーク お知らせ

窓口渡し

蒲郡オレンジパークは、いちご狩り、メロン狩り、ぶどう狩り、みかん狩りなどが楽しめる
施設です。季節を通じて、果物狩りをお楽しみいただけます。
みかん狩りがこの１０月から始まります。蒲郡の特産品の１つである「蒲郡みかん」が食べ
放題です！蒲郡は湾と山に囲まれた温暖な気候で、甘味と酸味のバランスが良く、コクのる
みかんができる産地として有名です。この機会にぜひご利用ください。
■券
種／３００円割引券 ※利用料金から３００円割引になるチケットです。
■有効期間／年度ごと
■利用範囲／登録家族まで
（１人１枚まで使用可）
★蒲郡オレンジパークでの施設体験でのみ利用可能です。売店でのお土産購入や飲食にはご利
用いただけません。その他、セットプラン、
イベント参加にもご利用いただけます。セットプラン、
イ
ベント、施設体験については時期により内容が変わりますので、
ホームページでご確認ください。
参考一般価格
時

期

１０月～１２月

大人（中学生以上）

１，
１８８円

小人（小学生）

幼児（3歳以上）

１，
0８0円

540円

※詳しい日程については施設へお問い合わせください。

・みかん狩りはご予約不要です。 ・食べ放題は時間無制限です。
・食べ放題の後に、受付の際お渡しするカゴにお土産のみかんを約１ｋｇ入れられま
す。※お土産はパークでご用意したみかん約１ｋｇをお渡しする場合もございます。
・幼児にはお土産が付きません。 ・３歳未満のお子様は、無料で参加できます。
※天候により予告なく時間が変更になる場合がございます。

■契約施設情報／蒲郡市清田町小栗見1-93

☎0533-68-2120
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🍊🍊 www.orepa.jp 🍊🍊

イメージ

10月号 共済会ニュース

ケンタッキーフライドチキン クリスマスパーティーバーレル

窓口配付

配付期間：10月2日（火）～11月30日（金）
クリスマスの定番ケンタッキーフライドチキンの、クリスマス
パーティバーレル！
！ご家族やお友達、みんな揃ってクリスマスを楽しもう！

●斡旋価格／３，
０００円（一般：４，
10０円）
●購入資格／会員のみ １人１セットまで
●斡 旋 数／3００セット
（先着順）
●予約期間／11月1日
（木）
～11月30日
（金）
●ケンタッキーでの受取期間／１２月21日
（金）
～２５日
（火） 5日間
●受取可能店舗／竜美ケ丘店・岡崎北店・アピタ岡崎北店の３店舗
購入までの手順

①共済会でチケ
ット配付。必要事
項を記入する。

②受取希望の店舗へ
チ ケット を 持って 予
約。代金（3,000円）
をお支払いください。

③店舗で正規予約
レシートが発行され
ます。大切に保管し
てください。

イメージ

④受取当日に正規
予約レシートを持っ
てご予約の店舗へ。

上記 ・予約期間 ・受取期間 ・受取可能店舗を必ずご確認ください。
※人気の日程は、大変混雑または売り切れることが予想されますので、お早目のご予約をお勧めいたします。
※店舗の予約状況により、受取日時がご希望に添えない場合がございます。
※ポンタカードは使用できません。

≪タニザワフーズ(株)≫

こども商品券の斡旋

ＦＡＸ申込

“ こども商品券 ”は、全国のおもちゃ屋さんや百貨店、スーパーの玩具売場はもちろん、
加盟の子供服・ベビー用品店や写真スタジオでもご利用いただけます。
■券
種／５００円券を１０枚で１セット
■斡旋価格／１セット ４，
３００円
■斡旋組数／３００セット
■申込資格／会員のみ １人３セットまで
※こども商品券には有効期限がございます。
（２０23年１２月３１日）
※おつりはでません。
※利用可能店舗はHPでご確認ください。http://www.toycard.co.jp
≪(株)トイカード≫

イルミネーション 「なばなの里」金券付入場券の斡旋

ＦＡＸ申込

国内最大級のスケールの光が奏でる煌きの夜会へ。
◆開催期間／１０月20日
（土）
～５月６日
（月・祝）
◆斡旋価格／１，
9００円（一般：２,3００円）
※入場＋１,000円分金券付

※小学生から有料

◆斡旋枚数／１００枚 会員のみ１人4枚まで
◆券種補足／１，
０００円分のクーポン
（金券）
が付いてお
り、なばなの里現地にて
利用できます。
※イルミネーション点灯時刻は日没からで、日
によって異なります。予めご了承ください。
※チケットのお渡しは１１月に入ってからとなり
ますのでご了承ください。 ≪長嶋観光開発（株）≫

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク 補助券
「名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク」はいつでもアン
パンマンたちに会える場所！１０月（10/1－31）はハロウィーンイベ
ント、
１１月・１２月（11/3-12/25）にはクリスマスショーを元気１０
０倍で開催しているよ！アンパンマンたちと、いっしょにあそぼう！
■券
種／指定厚生施設補助券
■有効期限／１０月1日
（月）
～１２月３１日
（月）
■利用資格／会員と登録家族まで
■利用料金／１，
０００円（通常：１，
５００円）
★共済会事務局窓口で補助券をお渡しいたします。
会員証をもって、共済会までお越しください。

※１歳未満は入場料がかかりません。

※申込者以外の使用は出来ません。
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窓口配付

配付期間：10月2日（火）～12月27日（木）

≪名古屋アンパンマンミュージアム事務局≫

Ⓒやなせ・
Ｆ
・
Ｔ
・Ｎ

共済会ニュース 10月号

農家のお店「平六」から新米を皆様に！
！

ＦＡＸ申込

幸田町で、家族全員で愛情たっぷりに育てた、今年の新米です。
●ミルキークイーン
５ｋｇ １，
50０円 （通常価格：2,380円）
もち米にちかいお米なのでもっちもち！冷えても美味しいお米です。
●ミネアサヒ
５ｋｇ １，
0００円 （通常価格：1,880円）
小粒で透明感があり、粘り、旨みもしっかりあるお米です。
●コシヒカリ
５ｋｇ １，
25０円 （通常価格：1,950円）
噛めば噛むほどに増す、極上の甘味を堪能して下さい。
●あいちのかおり
５ｋｇ
9５０円 （通常価格：1,830円）
大粒なのでしっかりした歯ごたえのあるお米が好みの方におすすめです。
●申込資格／会員のみ １人いずれか1袋まで ※申し込み多数の場合は抽選
●斡 旋 数／合計500袋 ※価格には共済会の補助が含まれています。

ホテル竹島 ランチ券

配付期間：10月2日（火）～12月27日（木）

窓口配付

抜群の眺望、三河湾を眺めながらゆったりとお得なランチはいかがでしょうか。
●内
容／昼食 ※季節により器や内容に変更の場合がございます
●食 事 処／「１F 日本料理・常盤 「彩（月替わり膳）」
（和食）」
「２F リヴァージュ「週替わりお魚のランチ」
（洋食）
」
どちらかからお選びください。
●利用期間／１０月2日
（火）
～１２月３１日
（月）
●昼食時間／１１：００～１５：００
（L.O.１４：0０）
●購入資格／会員のみ 一人４枚まで
★共済会窓口でランチに利用できるチケットを配布いたします。
★料金はホテルフロントへお支払いください。
★利用者の方は650円でお風呂がご利用いただけます。
★ご利用の際は、ホテル竹島へ予約が必要です。
★この他詳細は、お渡しするランチ券に記載してあります。

１，
４００円（一般：１，
９５０円（税込））
１，
４５０円（一般：２，
０００円（税込））

イメージ

岡崎市美術博物館

イメージ

販売期間：11月11日（日）まで

近代日本の挑戦者たち 博覧会にみる明治の三河

窓口販売

●会
期／９月２９日
（土）
～１１月１１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 ※ただし10月8日（月・祝）は開館、10月9日（火）は閉館
●斡旋価格／一般（高校生以上） ４００円（一般：８００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

★
“超絶”
だけでは見えない明治がここにある。本展では博覧会をとおし
て、三河地域の近代化の歴史をたどります。山野河海に恵まれた三河は
古くから多様な産業が発達し、明治期における近代化の大きな原動力と
なっています。

おかざき世界子ども美術博物館

天才 ダリの版画展

東海地方初！過去最大規模！ようこそ！だまし絵、不思議絵のダリワールドへ

不思議な絵を描くサルバトール・ダリ、彼はトレードマークの口ヒゲをはやし、自分は「天才」と
言って様々な作品を作りました。今回は、ダリが版画に力を入れていた１９６０年ころの作品
を中心に、スペイン、フランス、スイス、アメリカなどから２００点以上を集めて一堂に展示。
●プレゼント枚数／先着６０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／１０月６日(土)～１１月２５日(日) ※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
●休 館 日／月曜日
（10/8は開館。10/9は休館）
●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）
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窓口渡し

10月号 共済会ニュース

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

舟木一夫コンサート2018

昭和歌謡スペシャル・コンサート

ＦＡＸ申込

日時／１１月２１日
（水）
１４：００開演
１１月２２日
（木）
１３：００開演
会場／一宮市民会館
４００円
席種／全席指定 ４，
（一般：８，
０００円）

日時／１２月９日
（日）
１４
：
３０開演／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／全席指定 ４，
４００円
（一般：５，
０００円）

※未就学児童のご入場はご遠慮願います

［主な予定曲］みれん酒、津軽海峡冬景色、函館の女、その名はこゆき、黄昏のバラード、涙の流星、ブリキの玩具、他
★懐かしい昭和歌謡の名曲の数々をお楽しみいただきます。出演するのは、デビュー30周年を迎え
て、女性演歌の王道を歩む石原詢子。パワフルかつ艶やかな歌声に磨きのかかる“北島ファミリーの末
娘”こと山口ひろみ。甘いマスクとキュートな笑顔で女性ファンを中心に人気急上昇中の韓国出身歌手
パク･ジュニョン。三者三様の歌手が歌い上げる昭和歌謡の名曲をお届け致します。昭和を彩った煌び
やかな流行歌の数々とオリジナルナンバーまで、じっくりとお楽しみ下さい。
≪チケットぴあ≫

※未就学児童入場不可

★コンサート2018は、和・
洋二部構成でお楽しみいた
だきます！
≪チケットぴあ≫

朗読劇「九十歳。何がめでたい」ＦＡＸ申込

日時／１２月２２日（土）１６：００開演
会場／刈谷市総合文化センター
大ホール
席種／全席指定 ５，
４００円
（一般：６，
５００円）

ミュージカル オン・ユア・フィート！

ＦＡＸ申込

日 時
1月 9 日
（水）18：
１５開演
1月10日
（木）13：00開演

Wキャスト
渡辺大輔
相葉裕樹

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 １０，
０００円（一般：１２，
０００円）

※未就学児童入場不可

※未就学児童入場不可

［出演］三田佳子、井上順、石野真子、高田翔（ジャニーズJr.）
★世間のさまざまな物事に憤り、まっすぐ
にものを申す佐藤愛子のエッセイ集「九
十歳。何がめでたい」は２０１６年８月の出
版以降、大評判を呼び１２５万部を突破するベストセラーとなっている。
ついに待望の舞台化が、同じく九十代の石井ふく子の演出により実現。
笑って、泣いて、楽しく元気になる朗読劇。
≪チケットぴあ≫

［出演者］朝夏まなと、相葉裕樹 ／ 渡辺大輔 (Wキャスト)、
青野紗穂、栗原英雄、久野綾希子、一路真輝 他
★世界的歌姫の栄光と挫折の半生を描く、今一番“熱い”ミュージカルが日本初上陸！あなたも思わず立ち上がって
踊りだす！！歌の大好きなグロリアはキューバ移民の両親のもと、マイアミという開放的な場所で暮らしていたが、戦争
によって身体が不自由な父親や妹の世話に追われ、歌の才能を発揮できずにいた。ところがある日、祖母の計らいで、
地元で名の知れたバンドのプロデューサー、エミリオ・エステファンの前で歌を披露することに。それは輝かしいス
ターへの階段を駆け上がるとともに、栄光と挫折の日々の始まりでもあった――。 ≪サンデーフォーク≫

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ
ＦＡＸ申込
ニューイヤーコンサート！

劇団四季ミュージカル『ノートルダムの鐘』 ＦＡＸ申込

日時／２月２４日（日）１３：００開演
会場／名古屋四季劇場
８８０円
席種／S1席（1階席） １０，
（一般：１１，
８８０円）

日時／１月１９日
（土） １３：３０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 ７，
５００円（一般：８，
８００円）

※2歳以下の入場不可。公演当日3歳以上有
料（膝上観劇不可）

©Disney

ＦＡＸ申込

※未就学児童入場不可

★"アカデミー賞の名作がズラリ！本場アメリカからお届けする極上
のエンタテイメント！"本場アメリカから凄いオーケストラが再びやって
くる！血沸き肉躍る「インディ・ジョーンズ」、本場のスイング感あふれる
提供：ブレーントラスト
「グレン・ミラー物語」、壮大なストーリーに麗しき愛のテーマが織りな
す「風と共に去りぬ」…。ハリウッド映画の収録にも参加し、全米をはじめ世界中をツアーして各地完売を果たす人気オー
ケストラが観客の圧倒的リクエストに応えて2017年以来5回目の来日公演を行います。晴れがましいニューイヤーの
時期に、歌唱力抜群のヴォーカリスト、ビリー・キングを迎えて贈る今回も、銀幕の名曲を次々とお届けすると共に、スク
リーン上映も一部入って贅沢三昧。2019年最初にして最高の感動を体験できます！
≪チケットぴあ≫

★名古屋に劇団四季の『ノートルダムの鐘』が鳴り響く。世
界的文豪ヴィクトル・ユゴーとディズニー音楽の巨匠アラン・
メンケンが紡ぐカジモドの切なく悲しい愛の物語。そのなか
に見出す、ひとすじの光とは――。今回の演出版では、ユゴー
の原作がもつシリアスな印象を重要視し、人間誰もが抱える
“明”と“暗”を繊細に描く美しい人間ドラマ。新作『ノートルダ
ムの鐘』にどうぞご期待ください！
≪チケットぴあ≫

きかんしゃトーマス クリスマスコンサート
ＦＡＸ申込
ソドー島のメリークリスマス

舞台「ペコロスの母に会いに行く」
ＦＡＸ申込
母ちゃん━ボケるとも悪か事ばかりじゃなかねぇ

日時／１２月１日
（土）
１２：００開演／１４：３０開演
会場／安城市民会館 サルビアホール
席種／全席指定 ２，
５００円
（一般：３，
０００円）

日時／１１月１８日
（日）
１１：００開演／１５：３０開演
１１月１９日
（月） １３：００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／全席指定 ６，
６００円
（一般：７，
８００円）※未就学児童入場不可
［出演］藤田弓子、田村亮、小林綾子、室龍規 ほか
★認知症の母と還暦過ぎの息子－笑いと感動の介護体験記。ユウイチ、愛称
ペコロスは62歳の漫画家。89歳の母ミツエは認知症でグループホームに入居している。面会に来た息子がわ
からず、薄い髪を見てようやく息子を思い出す認知症のミツエ。夫が亡くなったことを忘れ、見えない夫と話すミ
ツエ。少しずつ症状が進み幼いころの少女に戻り無邪気な様子を見せるミツエ。そんな母をやさしく見守りなが
ら過ぎ去った日々に思いをはせるユウイチ。死んだ父ちゃんに会えるのなら、ボケるのも悪いことばかりじゃない
≪チケットぴあ≫
ね…ユウイチとミツエの日々は、思い出と現実が交錯しながら、淡々と過ぎていく。

※2歳以上はチケット必要。2歳未満は保護者膝上に
限り1名まで無料。席が必要な場合はチケット必要。

★いよいよ楽しいクリスマス！ソドー島でもクリスマス
コンサートが開かれることになり、トーマスやパーシーも鉄道員たちといっしょにその準備に大
忙し。 みんなが知ってるクリスマスソングやトーマス・オリジナルソングがいっぱい。 さあ、いっ
しょに歌って踊って盛り上がろう！ 合言葉はメリークリスマス！トーマスとパーシーもクリスマス
モードで登場するよ！大スクリーンいっぱいの映像も一緒にお届けするよ！

≪チケットぴあ≫

フロンティアの介護 presents タクフェス第6弾
ＦＡＸ申込
舞台『あいあい傘』

星屑スキャット LIV E 2018 「化粧室で逢いましょうⅡ」 ＦＡＸ申込

日時／１２月２日（日）１６：３０開演
会場／ウインクあいち大ホール
席種／全席指定 ６，
８００円
（一般：９，
５００円）

日時／１２月６日（木）１８：３０開演
１２月７日（金）１８：３０開演
会場／ウインクあいち 大ホール
席種／全席指定 ５，
４００円
（一般：８，
０００円）

※未就学児のご入場はご同伴の場合でもお断りいたします。

★ミッツ・マングローブ、ギャランティ
－ク和恵、メイリー・ムーの女装歌手３
人によるポップス・歌謡曲グループ。
時代やジャンルを超えた幅広い歌謡
曲を、個性豊かな歌声と洗練された
ハーモニーで魅せる彼女たちの、煌
びやかな世界！
≪中京テレビ事業≫

※未就学児のご入場はご同伴の場合でもお断りいたします。

★東京セレソンデラックス≪幻の
名作≫、11年の時を超え待望の
再演＆名古屋初上演！秋には映画
同時公開も！

≪中京テレビ事業≫
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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。
J-Squad - 2nd Album
ＦＡＸ申込
"J-SquadII" Release Tour 2018 -

Christmas★Gospel Night 2018
ＦＡＸ申込
グローリー・ゴスペル・シンガーズ

日時／１２月１４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，
4００円
（一般：７，
８００円）

日時／１２月１日
（土） １７
：００開演
会場／ウインクあいち 大ホール
席種／全席指定 3,6００円
（一般：６，
０００円）。

※未就学児のご入場はご同伴の場合でもお断りいたします。

※未就学児のご入場はご同伴の場合でもお断りいたします。

［出演者］黒田卓也(トランペット)、中村恭士(ベー
ス)、小川慶太(ドラム、パーカッション)、大林武司
(ピアノ、キーボード)、馬場智章(サックス)
★ニューヨーク・ジャズ界の最前線で活躍する
若手日本人ミュージシャンで結成されたスペシャル・ユニットJ-Squadが、2018
年10月に待望の2ndアルバム「J-SquadⅡ」をリリースし、1年半ぶりとなる全
国ツアーが決定。テレビ朝日系「報道ステーション」のオープニング・テーマも担
当している彼らの、白熱のライヴ・パフォーマンスは必見必聴！ ≪中京テレビ事業≫

アヴェ･マリア クリスマス・オルガンコンサート

［プログラム］アメイジング・グレイス、ホワイト・クリス
マス、きよしこの夜、アイ・ウィル・フォロー・ヒム、オー・
ハッピー・デイ、ジョイフル・ジョイフル 他多数
★全米トップ・ゴスペルグループが贈る大人気のク
リスマス・コンサート！
「天使にラブ・ソングを・
・
・」の大ヒット曲から、誰もが楽しめるクリスマ
ス・ソングまで。圧倒的な歌唱力、研ぎ澄まされたハーモニー、そして大迫力のダンスパ
フォーマンス！観客参加型、大盛り上がりのライブエンターテインメント！
！

日時／１２月１５日（土）１３：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
コンサートホール
席種／全席指定 ３，
２００円
（一般：３，
８００円）
★時を越えて聖なる調べ 敬虔な祈りは音
楽となって羽ばたく聖母マリアを讃える祈り
の音楽からクリスマスの楽しい音楽まで―
――日本を代表するオルガニスト井上圭子が、日本最大規模のオルガンで奏
でる、欧米のクリスマスミサのような敬虔な雰囲気も、楽しいクリスマスの気
分も、どちらも味わえるきらきらとした魅力のコンサート！ ≪中京テレビ事業≫
申込締切：10月5日（金）

千春

※４歳以上有料/３歳以下入場不可

★希望のWooh oh TOUR

浜崎

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫

あゆみ

日時／１２月１２日（水）１８：３０開演
１２月１３日（木）１８：３０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，
３００円
（一般：８，
１００円）

ＦＡＸ申込

日時／１月３０日
（水）
１９：００開演
１月３１日
（木）
１９：００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 ８，
４００円
（一般：９，
３００円）

※３歳以上有料

★FM NACK5 開局30周年記
念 松山千春 コンサートツアー
2018「ことば」

志摩スペイン村

ＦＡＸ申込

日時／１１月２８日
（水）
１９：００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
５，
７００円
（一般：６，
３００円）

※未就学児童入場不可

松山

≪中京テレビ事業≫

ファンキー加藤

ＦＡＸ申込

※３歳以上有料

★ayumi hamasaki LIVE
TOUR ｰTROUBLEｰ 2018ｰ2019 A

≪サンデーフォーク≫

感謝デーパスポート

≪サンデーフォーク≫

申込締切：10月15日（月）

ＦＡＸ申込

１０月２７日
（土）または １０月２８日
（日）の
どちらかを選んでお申し込みください。
★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）
通常価格 斡旋価格
区分
大人
5,300円
4,300円 900円
パスポート 中人
小人・シニア 3,500円
日時

※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。 ※１人４枚まで

★スペインの街並みを忠実に再現した建築物等盛りだくさんの内容で子供から大人まで、家族みんなで楽しめます！
※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。

≪キリンチャレンジカップ２０１８≫ 日本代表戦！
■開催日／１１月２０日
（火）
■キックオフ／ナイトゲーム
（予定）
■チケット／カテゴリー３ ５，
６００円
（前売価格：６，
２００円）
カテゴリー４ ４，
６００円
（前売価格：５，
１００円）
カテゴリー５ ３，
７００円
（前売価格：４，
１００円）
※各２０枚まで
（申し込み多数の場合は抽選）
※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。

【ご参考】http://www.jfa.jp/samuraiblue/20181120/
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■会場／豊田スタジアム

≪
（株）
近畿日本ツーリスト中部≫

ＦＡＸ申込

■対戦国／未定

10月号 共済会ニュース

岡崎市医師会 健康教育講座のご案内
●テ ー マ／『注意が必要な首のしこり』
●講
師／岡崎市民病院 外科 統括部長 横井 一樹 先生
●座
長／たなむらクリニック 院長 田那村 收 先生
●日
時／平成30年１０月14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
参加費無料
●後
援／岡崎歯科医師会 岡崎薬剤師会

岡崎中央総合公園

施設改修工事に伴う休園・休館のお知らせ

共済会が契約している「トレーニングルーム」が施設改修工事に伴い、改修工事期間
はご利用いただけませんので、お知らせいたします。
●施設改修工事期間／２０１８年１１月１３日
（火）
～２０１９年１１月１１日
（月）

共済会事務局

★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！

からの

お知らせ

岡崎幸田勤労者共済会

検索

★会費の口座引落しについて

１０月は、
１０・１１・１２月分の会費の請求月です。
１０月１０日（水）
にお申し出の口座から引
落されますので、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。

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。

1

お電話をください。

248

共済会事務局

（勤労文化センター内）

1

総合検査
センター

御返送

8

