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勤労文化センター ― 岡崎IC ― 土山SA ― 京都東IC 
― JR京都駅（フリータイム） ― 京都東IC ― 土山SA 
― 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。

2,500円2,500円2,500円2,500円
登録家族 3,300円3,300円3,300円3,300円
一般同伴者 5,000円5,000円5,000円5,000円

会　員

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。

始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

●日　　程／１2月1日（土）、2日（日）
●募集人数／各日１２０名《最少催行人数２５名》
　　　　　　　　※申込多数の場合は抽選。　　　
●参加料金／

※申込多数の場合は抽選。　　※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。
※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。

※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。

京都フリープラン バスツアー京都フリープラン バスツアー

行

　程

7：00

19：45

8：15/8：30

10：00/17：00 18：10/18：25

下記旅行会社へＦＡＸ申込

旅のポイント
★１０：００頃京都駅着／１７：００京都駅発の約７時間滞在

京都は紅葉が終盤！行き先自由、食事も自由。
自分で旅をコーディネート。

検索岡崎幸田勤労者共済会

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。

112018

平成30年10月１日現在／事業所数744社 会員数：8,211名

No.433

※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

★ニュースはホームページからもご覧いただけます！

イメージ

イメージ

イメージ イメージ
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共済会ニュース11月号

フラワーアレンジメント教室フラワーアレンジメント教室
お正月飾り用のフラワーアレンジメント教室です。わかりやすい内容
で、ステキな作品が出来上がります。お正月に綺麗なお花を飾り、新年
を迎えてはいかがでしょうか。

お正月飾り用のフラワーアレンジメント教室です。わかりやすい内容
で、ステキな作品が出来上がります。お正月に綺麗なお花を飾り、新年
を迎えてはいかがでしょうか。

●参 加 費／会　　員：3,500円
　　　　　　登録家族：3,800円
　　　　　　一般同伴者：5,000円　※１作品材料費代等込
●日　　時／12月27日（木） 　昼の部 13：30～16：00
 　夜の部 18：00～20：30
●会　　場／岡崎市勤労文化センター　第１・第２集会室
●講　　師／フラワーショップ花生園主宰　畠山千秋 先生　
●募集人数／50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／花ばさみ・エプロンなど

ＦＡＸ申込

昨年の作品昨年の作品

鉄道乗車ＩＣカードチャージ料補助事業！

●対象カード／会員本人の鉄道乗車ICカード（記名式、無記名式、は問わず）
●助成金額／５，０００円チャージごとに５００円補助。（最大２０，０００円チャージ、２，０００円補助）
　　　　　※デポジットは除く。
●支給方法〔重要〕／後日、共済会事務局窓口にて補助金額分をお渡し、もしくはお振込みいたします。
　　　【重要】後日、補助金額分を現金にて共済会窓口でお渡しする方法と、口座振り込み（現在ご

指定の会費引落口座）があり、いずれかを選択ください。
●申請方法／専用の申込書へ平成３０年１１月１日（木）～１１月２０日（火）の間にチャージした際の

領収書（原本）と、ＩＣカード（番号記載の面）のコピーを添付し共済会へ提出（郵送可、
但し１１月２０日必着）　

●対　　象／会員本人のみ（申請は１回まで）
●お 願 い／申込み及び補助金の受取りは事業所単位とさせて頂きます。

　共済会窓口では鉄道乗車券の販売をしておりますが、
今回はＩＣカードへチャージした方へチャージ料の一部を補助いたします。

　　　　　　　　　　 観光庁長官登録旅行業第５５号　　 〒４４４－０８６０　愛知県岡崎市明大寺本町３丁目１７番地（角金ビル４階）
【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！

　
《お申込・お問い合わせ》　TEL：0564-21-0720  FAX：0564-21-8448

◎旅行企画・実施　 名鉄観光サービス株式会社　

※共済会会員である旨を伝え、共済会会員カードを
　ご提示ください。

窓口受付会員感謝企画！

共済会 おすすめツアー！共済会 おすすめツアー！
このおすすめツアーは共済会が1,000円の補助をいたします。　※会員証提示による割引はございません。

直接申込

◆おすすめツアー特典／共済会よりおすすめツアー限定で１，０００円の補助をいたします。申込み時に正規料金より１，０００円を差し引い
た金額を旅行会社へお支払いください。　　◆補助範囲／会員及び登録家族

◆そ の 他／おすすめツアー以外の各旅行には共済会会員証提示で割引は適用されますので、是非ご利用ください。
注意事項／・お支払いは現金のみの取り扱いとなります。　　　・一般の方も一緒にお申込みいただけます。
　　　　　・共済会補助はおすすめツアー１つにつき、１回までです。
　　　　　・キャンセル等については各旅行会社の約款が適応されますので、ご了解ください。
　　　　　・一般の方と同じバスでの参加となり、各ツアーとも先着順で受付けとなっております。出発日によってはすでに満席の場合が
　　　　　　あります。また、申込人数によっては実施できない場合がありますのでご了承ください。
　　　　　・申し込み時に、各旅行会社から共済会へ旅行参加者の確認があります。

平成最後の特別企画！皇居一般参賀の旅　平成最後の特別企画！皇居一般参賀の旅　
出発日 １２月２２日（土）発 １月１日（火）発

旅行
代金

２～３名１室
１名１室

３３，０００円 ３２，０００円
３４，８００円 ３３，８００円

※平成最後の皇居一般参賀のため大変混雑が予想されます。
皇居では各自で一般参賀をご覧いただきますが、必ずしも
ご覧頂けるわけではありませんのでご了承ください。ま
た、皇居への団体優先入場はございません。一般のお客様
と同じく混雑時はお待ち頂く場合がございます。　

昨年参加の様子昨年参加の様子

12
月
22
日
㈯
１
月
１
日
㈫

１
日
目

２
日
目

JR岡崎駅…名鉄東岡崎駅…
江戸東京博物館…浅草寺…
浅草『葵丸進』…東京ガーデンパレス

JR岡崎駅…名鉄東岡崎駅…
浅草『葵丸進』…
東京ガーデンパレス

8：30
東京ガーデンパレス…
皇居正門二重橋

9：00

11：30 12：00

15：15/17：00 17：15

18：20（夕食）

18：20（夕食） 19：40（泊）

19：40（泊）

7：15（朝食6：45）

焼津さかなセンター…

名鉄東岡崎駅…JR岡崎駅

11：15～11：00～10：10～
３回目２回目１回目参

賀
時
間

…皇居一般参賀…

16：00/16：50

19：3019：00

※１日目、２日目の昼食は車中弁当
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共済会ニュース 11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。

ディズニー・ハワイアン コンサート　2019 ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　 ≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

ロミオとジュリエット ＦＡＸ申込

会場／日本特殊陶業市民会館フォレストホール
※3歳以下のお子様のご入場はできません。お１人様１枚チケットが必要です。4歳以上はチケットが必要です。

［出演者］マーク・ケアリイ・ホオマル、ナプア・グレイグ、キナ＆カラニ、アーロン・サラ、アウラニダンサーズ　他ミュージシャン
★ディズニー好き、ハワイ好きにはたまらない、観客参加型で楽しめる
トロピカルコンサートが帰ってくる！ディズニーの名曲の数々やハワイの
文化や映像を、ハワイアンミュージシャンたちの素晴らしい演奏と歌、フ
ラでお届けします。 ディズニー映画「リロ＆スティッチ」のメイン・タイト
ルを歌うマーク・ケアリイ・ホオマルや「アウラニ・ディズニー・リゾート＆
スパ」のショーで活躍のダンサーが来日。 ハワイが大好き、ディズニー
が大好きな人みんなで楽しめるコンサートです！

席  種開演時間日にち

S席
S席1月20日（日） 14：30

18：30

斡旋価格

7,100円
8,000円 （一般：9,500円）

さだまさし ＦＡＸ申込

日時／１２月１日（土）　１７：００開演
　　　１２月２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／全席指定　７，８００円
　　　（一般：８，６４０円）
※未就学児童入場不可
★グループ「雪の朝」でレコードデビューしてから今年の
10月25日で45周年を迎えるさだまさし。日本で最も多く
のソロ・コンサートを行った歌手であり回数は実に4,000回
を越え、現在も記録を伸ばし続けている。数々の名曲ととも
にトークの軽妙さをお楽しみください。

東京フィルハーモニー交響楽団  ニューイヤーコンサート
日時／１月１９日（土）
　　　１６：００開演
会場／ライフポートとよはし
　　　コンサートホール
席種／S席一般　３，６００円
　　　（一般：４，５００円）
　　　S席ユース（24歳以下）　
　　　１，９００円（一般：２，２００円）

※ユースは24歳以下対象、入場時本人確認書類要提示　※未就学児童入場不可
［公演プログラム（予定）］歌劇「エフゲニー･オネーギン」よりポロネーズ、ヴァイオリン協奏曲、交響曲第4番
※都合により曲目・曲順を変更する場合があります。
★新年を華やかに彩る、オール・チャイコフスキー・プログラム！

申込締切：11月9日（金）

申込締切：11月15日（木）

≪チケットぴあ≫　

花園直道 ～百花繚乱☆華ＦＵＢＵＫＩ～ ＦＡＸ申込

大名古屋らくご祭2018

※都合により出演者が変更になる場合がございます。その場合チケットの払い戻しは致しかねますので予め
ご了承ください。　　※お日にちによって出演者が異なりますので、ご確認のうえお申し込みください。
※上記以外の日程、席種は受付対象外です。　　※未就学児童入場不可

ＦＡＸ申込

布施　明　AKIRA FUSE　LIVE 2018-2019
WALK ～平成からの手紙～ ＦＡＸ申込

日時／１月２６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／全席指定　４，９００円
　　　（一般：６，８００円）
※未就学児童入場不可
★1年半の歳月をかけて作り上げた22年
ぶりのオリジナルアルバム「WALK」をリ
リースした布施明。デビュー50周年を越え

ても表現力豊かな歌声と圧倒的な歌唱力は健在です。伸びやかで艶のある
極上の歌声にのせて、情熱的なステージをお届けします。

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

ドラマチック・タンゴ「偉大なる歴史(グラン・ヒストリア)」
日時／２月１７日（日）　１４：００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  ５，６００円（一般：６，５００円）
※未就学児童入場不可
★1970年より始まりました「民音タンゴ・シリーズ」は、オスバルド・プグリ
エーセやマリアーノ・モーレスなど、アルゼンチンタンゴ界の名だたる巨匠
をこれまで日本へ招聘し、累計公演回数は2500回を超え、総来場者数は
380万を数えるに至りました。2019年は、同シリーズの50回目の開催を
祝う記念事業として、当代随一の実力を誇るピアニストで、国際的なヒット
を更新したタンゴショーの音楽監督としても世界にその名を轟かせている

フェルナンド・マルサンが率いる「フェルナンド・マルサン・セステート」を招聘し、2010年より始まった「ド
ラマチック・タンゴ」史上最多出演者数の１６名で豪華なステージをお届けします。

日時／１２月２６日（水）  １９：００開演
　　　１２月２７日（木）  １９：００開演
会場／刈谷市総合文化センター 大ホール
席種／Ｓ席 ７，２００円（一般：８，５００円）
※未就学児童入場不可

［出演］三宅弘城、森川葵、勝地涼、皆川猿時、小柳友、阿部力、今野浩喜、
よーかいくん、篠原悠伸、安藤玉恵、池津祥子、大堀こういち、田口トモロヲ

★ロミジュリ史上、最珍傑作が誕生！？宮藤官九郎がW・シェイクスピア作品初演出！！W・シェイクスピア作「ロミオとジュリエット」、
あまりにも有名な古典劇を、宮藤官九郎の脚色・演出で上演。ロミオに三宅弘城、ジュリエットには若手の新進女優で、本作が初舞
台となる森川葵という意表をつくキャスティングで、今まで誰も見たことのない、斬新で、しかし普遍的な喜悲劇を目指します。そ
のほかに宮藤作品常連の勝地涼、大人計画の怪優・皆川猿時をはじめ、小柳友、阿部力、今野浩喜、よーかいくん、篠原悠伸、安藤玉
恵、池津祥子、大堀こういち、田口トモロヲと、ユニークで多彩な面々が集結！街を2分して争う2つの家にそれぞれ生を受け、許さ
れぬ恋に身を焦がした末に悲劇的結末を迎える2人の恋愛劇を、個性的なキャストによって再構築します。

ＦＡＸ申込

奉祝の雅楽
日時／１月２７日（日）
　　　１３：３０開演
会場／愛知県芸術劇場
　　　コンサートホール
席種／Ｓ席　４,９００円
　　　（一般：６，０００円）
※未就学児童入場不可

［プログラム］＜管絃＞平調音取、催馬楽「伊勢海」、越天楽
残楽三返、＜舞楽・番舞＞左舞 萬歳楽、右舞 延喜楽
★世界最古のオーケストラ、雅楽。奉祝の年の幕開けに東京楽所がお贈りする貴重な公演！平
成31年は元号が変わる奉祝の年です。日本文化の黎明期である平安期、「元号と雅楽」には特
別な関係があります。奉祝の年、華麗なる「新春の雅楽」をお楽しみください。

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

研ナオコ・野口五郎 アニバーサリー・スペシャル
日時／１月１８日（金）　１４：００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／S席　５，６００円（一般：６，５００円） ※未就学児童入場不可

［主な予定曲目］かもめはかもめ、愚図、あばよ、
私鉄沿線、甘い生活、オレンジの雨、他
★１９７０～８０年代にかけテレビの金曜ゴールデンを飾り、アイドル番組
の金字塔を打ち立てた、あの伝説の超人気番組を彷彿とするようなステー
ジをお届けします。数々のヒットコーナーを生み出し、お茶の間を釘付けに
した研ナオコと野口五郎の二人による、懐かしくも新しい、まさにスペシャ
ルなステージ。息の合った爆笑トークも健在。もちろんトークのみならず、
二人のヒット曲満載で、さらにパワーアップした内容でお楽しみいただきま
す。１９７１年にデビューし、まもなくデビュー５０周年を迎える研ナオコと野
口五郎による、待望のスペシャルステージにご期待ください。

ＦＡＸ申込

ＦＡＸ申込

申込締切：11月14日（水）

演　目日　程 開演時間

招福たっぷり落語

日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

あの頃の噺12月20日（木）

12月21日（金）

19：00

13：30
18：30

斡旋価格
全席指定　4，300円

（一般：4，800円）
全席指定　5，400円

（一般：6，000円）

出 演
【あの頃の噺】 春風亭昇太、柳家喬太郎、三遊亭白鳥、林家彦いち
【招福たっぷり落語】  桂文珍、林家正蔵、桃月庵白酒、春風亭一之輔、
　　　 三遊亭萬橘、春風亭昇 （々13：30）、春風亭昇也（18：30）

席種／S席  ４，４００円（一般：５，０００円）
※未就学児童入場不可
★日本の＜和＞をテーマに、各界の次世代を担う若きパフォーマーたちが
集結し、斬新な演出でお届けする＜和＞の新感覚エンターテインメント
ショーが、ここに開幕！伝統的な日本舞踊に洋楽を融合させた「スーパー日
舞」で注目のカリスマ舞踊家、花園直道のもとに各界で活躍する次世代の

スターたちが集結！日本舞踊をはじめ民謡、三味線、和太鼓、箏、大衆演劇、さらには和洋のコラボレーションま
で、日本が誇る伝統文化の粋を、斬新かつダイナミックな演出でお届け致します！ さぁ、魅せます！歌います！踊
ります！そして心に響かせます！まさに和の創作フルコース！皆様、是非ご堪能あれ！

公演時間公演日

18：30
18：301月22日（火）

1月23日（水）

会　場

アイプラザ豊橋
18：301月31日（木） 一宮市民会館

豊田市民文化会館

≪チケットぴあ≫　

≪チケットぴあ≫　

撮影・三浦憲治

申込締切：11月15日（木）
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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。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≫　

ザ・クロマニヨンズ
日時／４月１２日（金）
　　　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／全指定席　４，５００円
　　　（一般：５，０００円）　
※未就学児は大人1名につき1名膝上
鑑賞可、お席が必要な場合は有料。
★ザ・クロマニヨンズ ツアー レイ
ンボーサンダー 2018-2019

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

平原　綾香
日時／３月２１日（木・祝）
　　　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　９，８００円
　　　（一般：１０，８００円）
※未就学児童入場不可
★Dear Classic.A-ya meets 
Orchestra.　平原綾香と開く 
クラシックの扉 コンサート

演奏：セントラル愛知交響楽団／指揮：森香織／司会：小堀
勝啓アナウンサー

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫　

≪サンデーフォーク≫　

ｍｉｗａ
日時／２月２３日（土）
　　　１８：００開演
　　　２月２４日（日）
　　　１６：００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　４，０００円
　　　（一般：６，８００円）
※４歳以上有料/３歳以下でもお席が必
要な場合は有料

★miwa concert tour 2018-2019 "miwa THE BEST"

ＦＡＸ申込

≪チケットぴあ≫　

ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー
「くるみ割り人形」 ＦＡＸ申込

日時／１月２９日（火） １８：３０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／S席　８，５００円
　　　（一般：１０，５００円）
※未就学児童入場不可
★世界最高峰のバレエ・アカデミー、ロシアが誇
るクラシック・バレエの歴史と伝統を受け継ぐ、世
界最高の『くるみ割り人形』。世界で一番美しく、

可愛く、華やか！その輝きは他の粋髄を許さない！それが「ワガノワのくるみ」
ロシアが誇る伝統の舞台、2019年1月刈谷公演決定！

クリスマスはオルガンだ！2018
～コンサートホールリニューアル＆劇場オルガニストデビュー公演～

ＦＡＸ申込

日時／１２月２１日（金） １９：００開演
　　　１２月２２日（土） １４：００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
　　　一般  １，６００円
　　　（一般：２，０００円）
　　　Ｕ２５ 　７００円
　　　（一般：１，０００円）
※未就学児童入場不可

★異なる楽器との共演や演奏風景の投影で好評！人気のコンサートが2年ぶりにコン
サートホールへ帰ってくる！今年はトランペットとの共演でお贈りします。

第１９回　甲山落語会
日時／１月２６日（土）
　　　１４：００開演
会場／岡崎市甲山会館
席種／全席指定　２，５００円
　　　（一般：３，０００円）
※未就学児の入場不可　
★現在「最もチケットが取りにく
い講談師」として各種メディアに
取り上げられる神田松之丞さん
に加え、同じ落語芸術協会に所属
する若手落語家３名による落語
会。

ＦＡＸ申込

≪岡崎パブリックサービス≫　

NTPグループ presents CBC新春感謝祭
青春のグラフィティコンサート2019 ＦＡＸ申込

日時／１月１４日（月・祝）
　　　１５：００開演
会場／日本ガイシホール
席種／全指定席 ４，５００円
　　　（一般：４，９８０円）
※３歳以上有料

［出演］南こうせつ・海援隊・
杉田二郎・夏川りみ・細坪基
佳・森山良子 / 司会：小堀
勝啓

しまじろうコンサート
「たんけん！うみのワンダーランド」 ＦＡＸ申込

日時／１月２７日（日）　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　２，６００円（一般：３，１２０円）　

※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子
様1名までひざ上無料。席が必要な場合は有料。
※ベビーカー置き場・授乳室・オムツ替え
コーナーございます。
★楽しい海の仲間たちが住む「うみのワ
ンダーランド」を探検しに来たしまじろう
たちは、迷子の子ガメに出会います。母ガ
メを探すために出発したしまじろうたちを
待ちうけるものは・・・？

≪チケットぴあ≫　

申込締切：11月7日（水）

≪幸田町文化振興協会≫　

絵本作家　サトシン講演会
絵本＆おてて絵本よみまショー　～お話で心に寄り添う～

ＦＡＸ申込

日時／２月９日（土）  １３：３０開演
会場／幸田町民会館あじさいホール
席種／全席自由  大人   ７００円
　　　（一般：１，０００円）
　　　　　　　子ども  ５００円
　　　（一般：７００円）
※3歳以上有料。3歳未満でも席が必要な場合は
有料。　※子ども…中学生まで　※計２０枚まで
★絵本「うんこ」「わたしはあかね
こ」や、おてて絵本でおなじみの
サトシン氏による絵本ライブ。

≪幸田町文化振興協会≫　

第39回岡崎市民芸術文化祭
リガ大聖堂少年合唱団クリスマスコンサート in 岡崎

ＦＡＸ申込

日時／１２月２日（日）　１５：００開演
会場／あおいホール
席種／S席 ２，５００円（一般：３，０００円）
　　　A席 ２，１００円（一般：２，５００円）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

【出演】リガ大聖堂少年合唱団　【共演】岡崎ジュニアコーラス「ジョリフィーユ」
★合唱王国として知られるラトビアの首都リガから、少年合唱団を迎
えて合唱コンサートを開催します。リガ大聖堂を本拠地とし、教会音楽
はもとより、多くの合唱作品をレパートリーとする合唱団が、美しい
ハーモニーを披露します。共演として岡崎市内の小中学生で結成さ
れる、岡崎ジュニアコーラス「ジョリフィーユ」を迎え、日本の歌、ラトビ
アの歌を、共に歌いあげます。 ≪岡崎パブリックサービス≫　

申込締切：11月15日（木）

©中川幸作
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コロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポンコロナワールド周遊クーポン ＦＡＸ申込

　冬休み期間中に使える『コロナワールド周遊クーポン』！映画鑑賞券と共通券２枚が
セットになったお得なクーポンです！この機会にぜひお申し込みください！

≪安城コロナ≫　

■斡旋価格／１，６００円（通常価格：２，０００円）　一人２冊まで
■利用期間／１２月14日（金）～３月３１日（日）　
■内　　容／映画１回＋いずれか２つのサービスがご利用できます！
　　　　　　●コロナの湯入泉１回 ●健美効炉利用１回 ●シネマ　フード・グッズ６００円引
　　　　　　●ボウリング６００円引 ●カラオケ６００円引
　　　　　　●フード・物販６００円引 ●IT-CAT６００円引
■ご 注 意／健美効炉利用を選択された場合は、別途入泉料が必要となります。
　　　　　　　  ※お１人様２枚以上の併用が可能です。　※おつりは出ませんのでご了承ください。

愛・地球博記念公園（モリコロパーク）アイススケート場利用券愛・地球博記念公園（モリコロパーク）アイススケート場利用券
●利用期間／通年　※券に有効期限なし ●休 業 日／月曜日（月曜日が休日の場合は最初の平日）、年末年始（12/29～1/1）
●利用時間／１０：００～１８：００ 
●購入資格／会員のみ（１人計４枚まで）　●斡旋料金／（靴代３００円込）　
●斡旋枚数／各１００枚《申込多数の場合は抽選》 
●問合せ先／愛・地球博記念公園管理事務所　プール・スケート場
　　　　　　☎（0561）64-1130（代表）
※手袋（指先が出ないもの）を必ず着用してください
※未就学のお子様は保護者同伴（高校生以上の方）で
　滑走ください。
※その他の利用案内（注意事項など）については、
　ホームページを参照ください。

≪モリコロパーク・アイススケート場≫　

ＦＡＸ申込

券　種 斡旋価格
大　人
小　人

１，１００円（一般：1,740円）
7００円（一般：1,120円）

トミカ博 in NAGOYA ～さあ、はじまる！ゆめのトミカワールド！！～トミカ博 in NAGOYA ～さあ、はじまる！ゆめのトミカワールド！！～
●開催期間／１２月１４日（金）～２４日（月・休）
●開催時間／平日10:00～16:00、土日祝9:30～16:00（最終入場は閉場30分前）
●会　　場／吹上ホール（中小企業振興会館）
●斡旋価格／前売大人（中学生以上）　　　８００円（一般：１，１００円）
　　　　　　前売子ども（3歳～小学生）　 ６００円（一般：　９００円）
※お１人様チケット１枚で開催期間中１日のみ入場可能　　※2歳以下は入場無料
★トミカワールドってしってる？新しいトミカの世界をみんなで見に行こう！大きなジオラマもあるよ！
他にもトミカタウンでおもしろ体験ができたり、トミカがいっぱいの巨大パーキングタワーも必見！人気
のアトラクション、トミカつりやトミカ組立工場、さらに新しいコーナーも登場するぞ！イベント記念商品の
販売も見逃せない。　今回の入場記念トミカは「ＴＤＭ ウォータードライブ」だよ！
※上記料金には入場記念品「TDM ウォータードライブ」を含みます。(有料入場者のみ/無料入場の方を除く)
※入場記念トミカは生産上の都合等により、直前に変更になる場合がございます。 ≪チケットぴあ≫　

窓口販売

販売期日：１2月9日（日）

© ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

スイーツ展スイーツ展
●開催期間／１１月２３日（金・祝）～２月１１日（月・祝）９：３０～１７：００（入場は１６：３０まで）
●休 館 日／毎週月曜日（12月24日、1月14日、2月11日は開館）、12月21日（金）、12月25日（火）、
　　　　　　年末年始（12月29日～1月3日）、1月15日（火）、1月18日（金）
●会　　場／名古屋市科学館
●斡旋価格／前売一般　　　　９００円（一般：１，２００円（当日：１，４００円）
　　　　　　前売高大生　　　４００円（一般：６００円（当日：８００円）　※高大生は要学生証。　　
　　　　　　前売小中生　　　２００円（一般：３００円（当日：５００円）　※未就学児童は入場無料
※上記料金でプラネタリウムを除く名古屋市科学館展示室をご覧頂けます。　 ※身体障害者手帳など当日ご持参の方は当日料金の半額（要証明書/付添人2人まで適用）
★なぜ、スイーツは人々を幸せな気持ちにさせるのか？有名パティシエ直筆のケーキのデザイン画、マカロンタワー、お菓子の家、スイーツデコアーティスト渡辺おさむ
＆人気ミニチュア作家 田中智の作品などスイーツの世界を満喫！会場全体を「お菓子の王国」に見立てたカワイイ＆ファンタジーの世界観の中でスイーツにつまったい
ろいろな“？（はてな）”を解明します。会場の案内役は、お菓子の王国に住む謎のネコ。さあ、ネコと一緒にお菓子の王国の探検にでかけましょう。

窓口販売販売期日：11月18日（日）

≪チケットぴあ≫　

爆笑！お笑いエンタメライブ ｉｎ 豊田
日時／１２月１日（土）
　　　１１：００／１４：３０開演
会場／豊田市民文化会館
席種／全席指定　３，１００円
　　　（一般：４，０００円）
※３歳以上有料、３歳未満入場不可
★≪出演予定≫ブルゾンちえみ 
withＢ／平野ノラ／ロッチ／あばれ
る君／どぶろっく／インスタントジョ
ンソン／ラバーガール／ハナコ（キ
ングオブコント 2018 １１代目キン
グ）も緊急参戦！！ ほか

ＦＡＸ申込

≪鵜飼興業（株）≫　

ウルトラマンライブ ２０１８－２０１９
～Ｐｅａｃｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ～ ＦＡＸ申込

≪鵜飼興業（株）≫　

申込締切：11月15日（木）
日時／１月６日（日）
　　　１０：３０／１４：３０
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　２，１００円
　　　（一般：２，８００円）　
※３歳以上は有料、２歳以下はひざ上のみ
無料。但し、お席が必要な場合は有料。
★第一部：ウルトラヒーローズ ソ
ングライブ。第二部：ほんとうの勇
気

※アイススケート場が平成３１年４月１日から約半年間、施設改修工事のため、一時休業となります。営業再開日の詳細は未定です。
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●配達時期／１２月中旬から１２月２５日頃　※国内発送です。
●料　　金／一冊　３，2００円（一般：４，１０４円）　※共済会が差額を負担した価格となっております。
　※専用の申し込み用紙を使用してお申込ください。　　※オーダーメイド絵本は、宅配便の国内発送です。
★サンタワールドに住むサンタさんからステキな絵本をもらっちゃおう！
　お子様に愛と夢を送る世界で一冊の絵本です。絵本の中に、お子様やお友達の名前、住
んでいる町の名前が組み込まれ、サンタさんが優しく語りかける内容になっております。
　また、最初のページには、３０文字のメッセージを入れることもできます。クリスマスプ
レゼントにいかがでしょうか？

オーダーメイド絵本オーダーメイド絵本 ＦＡＸ申込申込締切：１１月11日（日）

≪チケットぴあ≫　

名古屋マリオットアソシアホテル  ランチ券の斡旋名古屋マリオットアソシアホテル  ランチ券の斡旋
●利用期限／2019年５月３１日（金）まで　　●斡旋枚数／５００枚　※申込多数の場合は抽選
●申込資格／会員のみ　一人４枚まで
●斡旋金額／２，8００円（一般：３，５００円）
●利用時間／午前１１時３０分からで、レストランによって終業時間、ラストオーダー時間が

違います。
●要 予 約／利用時は必ずご予約をお願いいたします。クリスマス期間、年末年始期間及び

特別催事開催等の期間中はご利用できない場合もございますので、ご了承く
ださいませ。

●利用できるレストラン【予約・問合せ】
　名古屋マリオットアソシアホテル内レストラン
・中国料理「梨杏」－１８階
　　　☎052-584-1103
・日本料理「京都　つる家」－１８階
　　　☎052-584-1104
・オールデイダイニング「パーゴラ」ランチブッフェ－１５階
　　　☎052-584-110１

申込締切：１１月15日（木）

名古屋マリオットアソシアホテルで「ちょっと豪華なランチ」はいかがですか？

ＦＡＸ申込

サーティワン Ｘ’ｍａｓアイスクリームケーキサーティワン Ｘ’ｍａｓアイスクリームケーキ ＦＡＸ申込

●斡 旋 数／各１００個 　１人１個まで（申込多数の場合は抽選）
●お 渡 し／１２月２３日（日）、２４日（月・祝）、２５日（火）　※受取日をご指定ください。
●引換場所／岡崎竜美ヶ丘店、北岡崎店（井田西町）、イオンモール岡崎店、アピタ岡崎北店の４店舗　※引換店舗をご指定ください。
●特　　典／①・③・④・⑦の予約特典は‘スヌーピー’カレンダー、⑤・⑥の予約特典は‘ディズニー’カレンダー、
　　　　　　②の予約特典は“ミニオン”カレンダー

共済会へＦＡＸで申込後、引換券を発行いたします。ご希望の店舗へ、引換券をお持ちの上、
商品とお引換ください。１２月３０日まで使える〝３１０円チケット〟をもれなくプレゼント！
共済会へＦＡＸで申込後、引換券を発行いたします。ご希望の店舗へ、引換券をお持ちの上、
商品とお引換ください。１２月３０日まで使える〝３１０円チケット〟をもれなくプレゼント！

≪タニザワフーズ（株）≫　

※６号（直径約18.5cm×高さ約5cm）、５号（直径約16.cm×高さ約5cm）、４号（直径約14cm×高さ約5cm）　※⑤は６号の中心空き
※各アイスの詳しい内容はサーティワンのHPでご確認ください。　　※代金のお支払いは、共済会事務局窓口にて引換券発行時となります。

パーゴラ 店内 イメージパーゴラ 店内 イメージ つる家 イメージつる家 イメージ

梨杏 店内 イメージ梨杏 店内 イメージ
りん か

イメージイメージ

２，7００円（一般：３，5００円）

①クリスマスパレット８（６号）①クリスマスパレット８（６号）

②メリークリスマス“ミニオン”②メリークリスマス“ミニオン”

③‘スヌーピー’ 
　 トゥインクルスノーマン（５号）
③‘スヌーピー’ 
　 トゥインクルスノーマン（５号）

④クリスマスパレット４（４号）④クリスマスパレット４（４号）

⑤‘ミッキーマウス’
　 ホリデープレゼント
⑤‘ミッキーマウス’
　 ホリデープレゼント

３，５００円（一般：４，５００円）

２，7００円（一般：３，5００円）

２，7００円（一般：３，5００円）

２，5００円（一般：3,300円）

⑦クリスマスショコラ（４号）⑦クリスマスショコラ（４号）
２，3００円

（一般：3，200円）
２，3００円

（一般：3，200円）

⑥‘くまのプーさん’
　 デコレーションノエル
⑥‘くまのプーさん’
　 デコレーションノエル
２，7００円（一般：３，5００円）２，7００円（一般：３，5００円）
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迎春の卓を
華やかに彩る
迎春の卓を
華やかに彩る

■購入資格／会員のみ　各ホテル１人１セットまで　　　■斡旋数／各30セット（申込多数の場合は抽選） ＦＡＸ申込

新年、初めての食卓に美味しいおせち料理はいかがでしょうか。
岡崎ニューグランドホテル、ホテルトヨタキャッスル、蒲郡クラ
シックホテルより、ご自宅まで配達いたします。
職人の心と技で作り上げたおせち料理の数々をご堪能ください。

◆内容の問合せ先／岡崎ニューグランドホテル　TEL：（０５６４）２１-０１１６

◆内容の問合せ先／ホテルトヨタキャッスル　TEL：（０５６５）３１-２２１１

◆お渡し日時／１２月３１日（月）　　・ホテルでお渡し／9：00～15：00　ニューグランドホテルにて
　　　　　　　　　　　　　　　  ・ご自宅への配達／９：００～１２：００　岡崎市内及び一部隣接する市外

岡崎ニューグランドホテル

ホテルトヨタキャッスル
◆お渡し日時／１２月３１日（月）　　・ホテルでお渡し／１０：００～１５：００の間　ホテルトヨタキャッスル２Ｆにて
　　・ご自宅への配達／料金は一律1,080円となります。（共済会でおせち代金と一緒に頂きます）

蒲郡クラシックホテル
◆二段重は三つの組み合わせの内よりお選びください。

斡旋価格通常価格内　　容品　　名
〇生ずわいがに(ロシア産) 兵庫県加工 ※冷凍 〇5Lサイ
ズ(6～8肩前後入) 〇総重量2.8kg 化粧箱詰
〇ボイルずわいがに(ロシア産) 兵庫県加工 ※冷凍 〇5L
サイズ(6～8肩前後入) 〇総重量2.8kg 化粧箱詰
生ずわいがに(ロシア産) 兵庫県加工 ※冷凍 〇7Lサイズ 
総重量1kg 〇脚・爪 各500g(11～15本前後入)

〇ボイル本たらばがに(ロシア産) 兵庫県加工 〇約2肩半
から3肩前後入 〇総重量2.5kg 無地箱

〇生ずわいがに(ロシア産) 兵庫県加工 ※冷凍 〇ハーフポ
ーション(半むき) 〇総重量1.2kg(脚・爪・爪下・肩肉入)
〇ボイルずわいがに(ロシア・カナダ産) 冷凍 〇1尾あたり
重量 約1kg×2尾セット 〇総重量2kg

〇とらふぐミガキ(養殖・主に長崎県産) 〇全部(上身・アラ・
口・皮・ヒレ)入 〇内容量 約1kg (約500g×2尾入)

共済会が加盟している全福センターの全福市場！年末年始にかになどはいかがでしょうか。

※送料無料商品ですが、北海道・沖縄県および離島地域へのお届けの場合は、送料の一部(1,080円)をご負担いただきますので、ご了承ください。

■会員のみ／各１セットまで
①① ②②

④④
③③

⑤⑤

⑦⑦
⑧⑧

⑥⑥

⑨⑨

※画像はイメージです

※画像は
　イメージです

窓口申込大阪市中央卸売市場から新鮮直送  年末年始のかに！大阪市中央卸売市場から新鮮直送  年末年始のかに！全福市場取扱品の斡旋　

◆内容の問合せ先／蒲郡クラシックホテル　TEL：（０５３３）６８-１１１１◆内容の問合せ先／蒲郡クラシックホテル　TEL：（０５３３）６８-１１１１

特撰創作二段（3～5名様用）24,500円（一般：30,000円）特撰創作二段（3～5名様用）24,500円（一般：30,000円）

●申込方法／１１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）。　
　　　　　　　 ※集計の必要はありませんが、コピーの控えを取っておいて下さい。
●購入資格／会員のみ　●受渡しについて／１２月中旬頃より、大日商事（株）より順次発送
●お支払いについて／納品時の振込み用紙にて、事業所で取りまとめ、業者へ直接お支払い下さい。
※詳しくは折込みの用紙をご覧下さい。用紙はコピーしてお使い下さい。　　※お届けまで日数がかかります。緊急を要するお薬は、薬局等でお求めください。

家庭用常備薬の斡旋　✜全福センター契約店より✜ 家庭用常備薬の斡旋　✜全福センター契約店より✜ 
季節は冬になります。風邪等の事前対策に家庭用常備薬はいかがでしょうか？

窓口申込

〇生ずわいがに(カナダもしくはロシア産) ※冷凍 〇5Lサ
イズ 総重量500g 〇棒肉 21～25本前後入

〇塩かずのこ(アメリカ産) 北海道加工 〇内容量
450g(13～15本前後入)

■申込方法／専用の申込書へご記入いただき、共済会までお持ちください。共済会から先方へ申込いたします。
■支払方法／専用の申込書のご提出の際に、代金を共済会窓口にてお支払いください。
■その他ご案内／２セット目以降が必要な方はQRコードから全福市場をどうぞご利用ください！

※画像はイメージです

※画像はイメージです

◆お渡し日時／１２月３１日（月）　　・ホテルでお渡し／１１：00～15：00の間　蒲郡クラシックホテルにて
　　・ご自宅への配達／愛知県内及び静岡県西部に限り 配送無料

和洋中一段重（3～4名様用）

   16,500円
　 （一般：18,500円）

和洋中一段重（3～4名様用）

   16,500円
　 （一般：18,500円）

新春スイーツ二段重（3～4名様）
10,000円（一般：12,000円）

新春スイーツ二段重（3～4名様）
10,000円（一般：12,000円）

和洋中三段重（5～6名様用）

　　36,000円（一般：40,000円）
和洋中三段重（5～6名様用）

　　36,000円（一般：40,000円）

和洋・和中・洋中二段重（4～5名様用）

　各 25,000円（一般：28,000円）
和洋・和中・洋中二段重（4～5名様用）

　各 25,000円（一般：28,000円）

　　　　　 和二段重
　　　　　　　（4～5名様用）
22,500円（一般：25,000円）

　　　　　 和二段重
　　　　　　　（4～5名様用）
22,500円（一般：25,000円）

和洋・二段（4～5名様用）

20,000円（一般：24,000円）
和洋・二段（4～5名様用）

20,000円（一般：24,000円）

和風・二段（4～5名様用）

20,000円（一般：24,000円）
和風・二段（4～5名様用）

20,000円（一般：24,000円）

和風ミニおせち・二段
（2～3名様用）
13,000円（一般：15,000円）

和風ミニおせち・二段
（2～3名様用）
13,000円（一般：15,000円）

和洋・三段
（4～5名様用）
28,000円（一般：34,000円）

和洋・三段
（4～5名様用）
28,000円（一般：34,000円）

①ずわいがに（生）カニ脚 １４，8００円 １2，2００円

②ずわいがに(茹) カニ脚 １４，8００円 １２，２００円

③ずわいがに(生)特大かにしゃぶ 棒爪 ８，9８０円 ７，２００円

⑦本たらばがに(茹) カニ脚 １8，８００円 １５，２００円

⑤ずわいがに(生)カニすき用カット ６，9８０円 ５，５００円

⑥姿ずわいがに(茹) 9，1２０円 ７，４００円

⑨まるごと 国産とらふぐ 9，4８０円 ７，３００円

④ずわいがに(生) かにしゃぶ 棒肉 6,00０円 ４，９００円

⑧塩かずのこ 特大 ３，7８０円 ２，８００円
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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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★会費第３期(１０月･１１月･１２月)分の領収書を別途郵送いたしますので
ご確認ください。

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

お肉のギフト券の斡旋お肉のギフト券の斡旋

●券　　種／５００円券　１０枚１組（５，０００円分）　　
●斡旋価格／４，０００円　※ご利用時はお釣りは出ません。　
●斡旋組数／５００組　　　●申込資格／会員のみ　１人２組まで
●そ の 他／年末のお肉の斡旋につきましては、１２月号に掲載いたします。今回のお肉のギ
フト券は年末のお肉の斡旋のお支払いには使用できませんのでご了承ください。また、年末の
お肉の受け渡しは12/27を予定しております。年末年始にお肉が必要な方は、今回のお肉の
ギフト券をご利用ください。お肉のギフト券と年末のお肉の斡旋は、それぞれ別の取扱となり
ますのでよろしくお願いします。

約６，２００店で利用できる、全国共通のギフト券です。
ＦＡＸ申込

ＪＣＢギフトカードの斡旋！ＪＣＢギフトカードの斡旋！
　お買い物・お食事・ご宿泊など、日本全国のJCBギフトカード取扱店で幅広く使える、
便利な商品券です。
■券　　種／１，０００円券　　■斡旋内容／１，０００円券５枚１組　５，０００円分　　■斡旋価格／４，５００円
■斡旋組数／５００組（申込多数の場合は抽選）　　　■購入資格／会員のみ（３セットまで）
■そ の 他／JCBカード加盟店のうち、百貨店・スーパー・レストラン・ホテル・ゴルフ場など、全国100万店以上のJCBギフトカード取扱店で利用できます。
　　　　　　そのなかでも、JCBギフトカードが利用できる店舗は限られます。また、JCBギフトカード取扱加盟店の都合により、利用できない場合があります。
ＪＣＢギフトカードご利用の注意／•JCBギフトカードご利用の注意　•つり銭のお返しはできません。額面以上にてご利用ください。　•左側のミシン線を切り取ら
れますと無効になります。　•有効期限はありません。旧デザインのJCBギフトカードも引き続き利用できます。　•現金・新券・他の券種・金種との引き換えはできま
せん。　•盗難・紛失または滅失などに関して、JCBは一切その責任を負いません。　•金、銀、地金、商品券類、その他各店舗で指定した商品の購入売り場などで利
用できない場合があります。※1　•ご利用店舗の都合により利用できない場合があります。※1　•チェーン店・ショッピングセンターなどの一部店舗では、利用でき
ない場合があります。※1　•ご利用可能店舗は、都合により予告なく利用できなくなる場合があります。※1　•JTBグループの各店舗では利用できません。　•海
外では利用できません。　　　　※1 詳しくはご利用店舗にご確認ください。

ＦＡＸ申込

≪株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション≫　

　募集内容の プリザーブドフラワーシュターブ という内容に誤りがありましたので、お詫びして
訂正いたします。正確には表題のとおり、 クリスマススワッグ となりますので、よろしくお願いし
ます。また、参加者枠にまだ余裕がございますので、追加募集いたします。ご参加希望の方は、共
済会事務局までご連絡ください。

１１月２５日（日）の“クリスマスの
素敵なドア飾りスワッグ”を作ろう！
について　訂正


