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公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会
岡崎市羽根町小豆坂１１７番地３ TEL.54‒8495

FAX.54‒8475

令和4年10月１日現在／
事業所数669社 会員数：7,916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 Ｗｅｂ申込・
・
・ＥＣサイト・ポータルサイトからお申し込みください。
② FAX申込・
・
・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。
③ 窓口販売・
・
・共済会事務局窓口で販売いたします。
④ 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）
。
⑤ 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）
。

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、
会員と会員同居家族としておりますので、ご理解・ご協力を
お願いします。
これに反した行為があった場合には、会員事業所及び会員
資格の取り消し等をさせていただく場合がありますので、ご
承知おきください。

※販売元の在庫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。

⑥ チケット発注に関して・
・
・申込分数、
もしくは当選数のみの発注
となり、
余分に確保はしておりません。発注前のキャンセル、
席
種や日時等の変更は可能ですが、発注後はキャンセルや変更
はできません。通常チケット発注日は21日～22日位です。

会場／ハッピネス・ヒル・幸田

お楽しみ企画

始めによくお読みください

⑦ 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。
⑧ 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。
⑨ チケットのお渡し日について・
・
・チケットをお渡しできる日が、
開
催日が近い、あるいは開催中になる場合がありますのでご注意
いただくとともに、
ご了承の上お申し込み下さい。確実に必要な
場合は、
予めご自身でチケットを確保されることをお勧めします。

日程／１１月１3

日（日）

時間／１０：００～１５：３０

Ｎｏ．
1 共済会事務局特別 販売 出張所！

厳選したチケットを出展ブースで販売！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

ユナイテッドシネマ 大人映画鑑賞券（2枚まで）
イオンシネマ 映画鑑賞券 （2枚まで）
葵湯 １０枚綴り 入湯券 （2冊まで）
※1
コロナワールド周遊クーポン （2冊まで）
モスチキンチケット（モスチキンパック５本入りの引換券）
※１ 葵湯会員価格

定

価

通常会員
価格

1,800円 1,200円
1,800円 1,200円
7,200円 6,700円
2,300円
1,400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。

特別斡旋価格
会 員
一 般
800円
1,100円
800円
1,100円
6,200円
6,700円
1,900円
2,100円
1,000円
1,200円

※一般の方はそれぞれ１枚または１冊まで。

★販売枚数／【 各 １００枚！ 】
葵湯利用券【 ３０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．
2 お子さん集合！簡単楽々作成『おえかきブーメラン』

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。

※お楽しみ抽選会の実施は致しません。
※今年度も岡崎の商工祭りへの参加はいたしません。 来年度は岡崎の別の催しに参加予定ですのでまた告知いたします。

★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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岡崎幸田勤労者共済会

検索

11月号 共済会ニュース

フラワーアレンジメント教室

Web・
ＦＡＸ申込

年末年始に飾れる作品が作れる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（火） 昼の部 １３:３０～１６：００
夜の部 １８：００～２０
：３０
●会
場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター 第４・５教室
●講
師／花のかわさきや 鈴木 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

昨年参加の様子

昨年の作品

“クリスマスの素敵なドア飾りスワッグ”を作ろう！

Web・
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）オレゴンのモミなど、
天然の木を使いますので、香りも良く、長く楽しんでいただけます。
●参 加 費／会
員：3,500円
一
般：5,500円
登録家族：4,000円
時／12月10日
（土） ９：３０受付（１０：００開始）
●日
●会
場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター 第４・５教室
●講
師／アトリエヨーコ 永井洋子 先生
●内
容／クリスマスに向けて素敵なスワッグを作ろう！

※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、
ご了承ください。

●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

会員感謝企画！

イメージ

鉄道乗車ＩＣカードチャージ料補助事業！ 窓口受付

共済会窓口では鉄道乗車券の販売をしておりますが、今回は普段ＩＣカードを
利用している人に向けて、チャージ料金の一部を助成いたします。
●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）
【重要】支給は１２月に入ってからになります。支給方法は口座振り込み（現在ご指定の会費引落口座）のみとなりますので、事
業所のご担当者様にはお手数をおかけしますが、取りまとめてお申込みください。
●申請方法／専用の申込書へ令和4年１１月１日～１１月２０日の間にチャージした際のＩＣカード番号記載の領収書と、
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）

注意事項

１ 領収書は原本貼付。
２ コンビニ支払いの場合はICカード番号記載のレシート原本を貼付。
３ 領収書が無い場合は、チャージ端末から利用明細を発行し原本貼付。
４ 領収書等のICカード番号は一部のみ表記でも可。
５ モバイルＳｕ
ｉ
ｃａの方は、パソコンのモバイルＳｕ
ｉ
ｃａサイト「会員メニュー」の
「ご利用明細書（領収書）」を印刷し添付。
６ デポジット代は除く。 （例：デポジット500円を含む20,000円の支払いは
19,500円のチャージとなり、1,500円の補助となります）
７ １人１枚のカードのみ。
１人２枚にわたっての申請は不可。
８ 遠方でお持ちの鉄道ICカードと異なる鉄道会社でチャージされた場合でも、
領収書等を発行し貼付。

●対象カード／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振込は事業所単位とさせて頂きます。
●そ の 他／今回は事業所へお振込みのみとなりますので、
ご了承の上お申し込みください。
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共済会ニュース 11月号
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。

迎春の卓を
華やかに彩る

封入チラシをご覧ください！
■購入資格／会員のみ

各ホテル１人１セットまで

岡崎ニューグランドホテル

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

◆お渡し日時／１２月３１日
（土）
・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／9：00～13：00 岡崎市内
和洋三段
和洋二段
29,000円（一般：35,000円 税込み） 21,000円（一般：25,000円 税込み）

和風二段

21,000円（一般：25,000円

税込み）

Web・
ＦＡＸ申込

■斡旋数／各30セット
（申込多数の場合は抽選）

ミニおせち
12,500円（一般：15,000円

ひとりじめ重
6,500円

税込み） （一般：8,000円 税込み）

※ご自宅へのお届けは午前９時～午後１時の間に伺いますが、お時間の指定はお受けできません。あらかじめご了承のうえ、お申し込みください。

ホテルトヨタキャッスル

※画像はイメージです

◆内容の問合せ先／ホテルトヨタキャッスル
TEL：
（０５６５）
３１-２２１１
「新春を彩る和洋中の祝膳」
和洋中三段重（2～3名様用）
20,000円（一般：23,000円）

◆お渡し日時／１２月３１日
（土）
・ホテルでお渡し／1Fフロント 10：00～15：00
・ご自宅への配達／配達料金 1,260円
（おせち代金と合わせてのお支払いもしくはお振込み）

※交通・天候などの事情により、お届け時刻に変更が生じる場合がございます。

※画像はイメージです

蒲郡クラシックホテル

◆内容の問合せ先／蒲郡クラシックホテル TEL：
（０５３３）
６８-１１１１
◆お渡し日時／１２月３１日
（土）
・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
おせち
29,000円（一般：30,000円）
スイーツおせち（おせち注文に＋7,000円 （一般： 8,000円））
※画像はイメージです
※画像はイメージです

全福市場取扱品の斡旋

大阪市中央卸売市場から新鮮直送 年末年始のかに！

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。

直接FAX申込
申込締切：12月20日（火）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

■会員のみ／各１セットまで
品

名

通常価格

斡旋価格

①ずわいがに（生）カニ脚 冷凍

〇生ずわいがに(ロシア産) 国内加工
〇5Lサイズ
（約４肩入) 〇総重量2kg

内

容

１1，
8００円

9，
8００円

②ずわいがに（茹）カニ脚 冷凍

〇ボイルずわいがに(ロシア産) 国内加工
〇5Lサイズ(約５肩入) 〇総重量2kg

10,800円

8,8００円

③ずわいがに(生)かにしゃぶ 棒爪【大】冷凍

〇生ずわいがに(ロシアもしくはカナダ産) 国内加工 〇6Lサ
イズ 総重量800g 〇棒・爪 各400g(16～20本前後入)

9,600円

8,0００円

④ずわいがに(生) かにしゃぶ 棒肉 冷凍

〇生ずわいがに(ロシアもしくはカナダ産) 国内加工 〇5Lサ
イズ 総重量400g 〇棒肉むき身 400ｇ 16～20本前後入

7,60０円

6,300円

⑤ずわいがに(生)カニすき用カット 冷凍

〇生ずわいがに(ロシア産) 国内加工 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)

8,900円

7,600円

⑥ずわいがに（茹）姿２尾 冷凍

〇ボイルずわいがに(ロシアもしくはアメリカ産)
国内加工 〇750ｇ×2尾 〇総重量1.5kg

9,900円

8,500円

⑦国産活うなぎ蒲焼 ２尾

〇国産（有頭）
２本セット化粧箱入
〇２尾約２５０ｇ前後

6,000円

4,900円

⑧紅鮭姿切り身 冷凍

〇紅鮭（ロシア産）国内加工
〇姿切り身（片身） 〇内容量1ｋg

5,400円

4,400円

⑨鮭いくら 醤油漬 冷凍

〇鮭卵（ロシア産）国内加工

5,900円

4,900円

⑩塩かずのこ 特大

〇塩かずのこ(アメリカ産) 北海道加工
〇内容量450g(10～15本前後入)

4,700円

3,800円

⑪まるごと 国産とらふぐ 冷凍

〇養殖とらふぐミガキ(国産) 〇全部(上身・アラ・
口・皮・ヒレ)入 〇内容量 800g～1kg (2尾入)

8,400円

6,700円

〇内容量250g

⑨

⑩

※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(1,300円)をご負担いただきますので、ご了承ください。

■申込方法／同封チラシを記載のうえ、
FAXにてお申込みください。
FAX：06-6464-8866
■支払方法／振込もしくは代金引換 詳しくは、
同封チラシをご覧ください。
■商品に関するお問い合わせ先／ｋｇ
（株） ☎：06-6131-6928
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⑪

※画像はイメージです

11月号 共済会ニュース

サーティワン Ｘ’
ｍａｓアイスクリームケーキ

Web・FAX
申込

共済会へWeb・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。

①クリスマスパレット８
（6号）
3,700円
（一般4,700円）

④クリスマスパレット４
（4号）
2,700円
（一般3,500円）

②ポケモン クリスマス
アイスクリームケーキ（５号）
2,900円（一般3, 700円）

⑤マイメロディ・クロミ
クリスマスツインケーキ（4号）
2,900円
（一般3,700円）

③ミッキー＆フレンズ（４号）
2,900円
（一般3,700円）

⑥すみっコぐらし クリスマス
アイスクリームケーキ（５号）
3,700円
2,900円（一般3,700円）4,700円

※手乗りぬいぐるみとオリジナル保冷バック付き
※手乗りぬいぐるみとオリジナル保冷バック付き！
！

※参考／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）
※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。

●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
（金）
～12月25日
（日）
●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
●特

※引換店舗をご指定ください。

典／シングル無料券１枚プレゼント。なお、カレンダーのプレゼント特典はございませんので、ご了承ください。

ホテルトヨタキャッスルからクリスマスケーキの斡旋！

≪タニザワフーズ
（株）
≫

Web・
ＦＡＸ申込

◆「ホワイトクリスマス」5 号（直径 15cm）
ホテル特製生クリームを使用し、丁寧に苺をサンドしデコレーションしました。
●会員価格／4,100円（一般販売価格4,800円）
●お渡し日／12月20日
（火）
～12月25日
（日）
●お渡し時間／1Fウインザー 10：00～19：00 ※引き換え日とお渡し時間を指定して申込ください。

森永から冬のお楽しみ袋の斡旋！

Web・
ＦＡＸ申込

人気のお菓子１０種セットをキョロちゃんの手提げ袋に入れてお届け！
お子様、お孫様、ご自分へのご褒美にどうでしょう。

●斡旋価格／1,0００円（一般１，
55０円）
●セット内容／ハイチュウアソート・ミルクキャラメル袋・おっとっと＜うすしお＞・
大玉チョコボール・ハイチュウミニ・ラムネ・チョコボール＜いちご＞・
マシマシ小枝＜ミルクキャラメル＞・チョコチップクッキー・ムーンライト
●斡旋個数／５０個

コロナワールド周遊クーポン

Web・
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！
●斡旋価格／１，
９００円（通常価格：２，
３００円） 一人２冊まで
●利用期間／2022年12月9日
（金）
～ 2023年3月31日
（金）
●内
容／映画観賞券１枚＋共通券２枚
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
●ボウリング １ゲーム ●カラオケ６００円引 ●フード・物販６００円引 ●IT-CAT６００円引
●ご 注 意／☆映画鑑賞券は、今回に限り自動券売機や totta! では使用できず有人カウンターのみで使用ください。
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。
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≪安城コロナ≫

共済会ニュース 11月号

高橋精肉店の年末用お肉の斡旋

Web・
ＦＡＸ申込

巴山牧場産「三河牛」は岡崎市のふるさと納税返礼品に選ばれた極上の黒毛和牛です。三河地方
の温暖な気候と豊かな自然の中で育った牛はまろやかな舌触りとジューシーな肉質、旨みが凝縮
されていることが特徴です。和食にも洋食にも合う「三河牛」を是非ご堪能ください。
黒毛和牛『三河牛』霜降
5,800円
6,480円
★三河産黒毛和牛霜降（ロース、肩ロース）すき焼き用 500ｇパック ●斡旋価格／5,400円（一般価格6,000円）
★三河産牛赤身すき焼き用 700ｇパック ●斡旋価格／4,500円（一般価格5,000円）
5,400円
4,800円
◎お支払いは共済会窓口となります。なお、お肉のギフト券は使用できません。
●申込資格／会員のみ 一人２パックまで
●お肉お渡し日時／１２月２7日
（火） １３：００～１9：００

●注

速道路
東名高

引換場所

岡崎市大西町字西上野１０７
プラザヒラク大平
（駐車場有）

ピアゴ洞店
洞町

岡崎I.C.

大平町駒場

1

プラザヒラク大平店
☎２６－３５５５

N

大平町沢添

大平町新寺

★

ロース肉

イメージ

東名インター下

プラザヒラク

男川小学校

意／生ものですのでキャンセル等はお受けできません。

※時間外に引き換えに来ても対応できない場合がございますので、時間厳守でお願いいたします。
引き取りを忘れた場合、店舗にて保管・保存はできませんので、商品が破棄となってしまいます。
必ず、お渡し日時内に引き取りをお願いいたします。代金の返金などもできませんので、
ご了承ください。
※消費期限内にお召し上がりにならない場合は、冷凍で保管ください。

お肉のギフト券の斡旋

赤身 イメージ

Web・
ＦＡＸ申込

約６，
２００店で利用できる、全国共通のギフト券です。

●券
種／５００円券 １０枚１組
（５，
０００円分）
●斡旋価格／４，
０００円 ※ご利用時にお釣りは出ません。端数は現金でお支払いください。
●斡旋組数／５００組
●申込資格／会員のみ １人２組まで
●そ の 他／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。年末のお肉の受け渡しは12/27前後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。

オーダーメイド絵本

申込締切：１１月14日（月）

ＦＡＸ・窓口申込

●配達時期／１２月中旬～１２月２５日頃 ※オーダーメイド絵本は、宅配便の国内発送です。
●料
金／一冊 ３，
０００円 （一般 ４，
１８０円）
★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、受け取られる方のお名前とメッセージ
（３０文字）
を入れる
こともできます。
絵本は９種類からお選びいただけます。クリスマスプレゼントにいかがでしょうか？
※専用の申し込み用紙を使用してお申込いただくため、FAXか窓口でお申込みください。

サンタクロースからの手紙

※宅配便の国内発送です。

申込締切：１１月14日（月）

●配達時期／１２月中旬～１２月２５日頃
国内発送です。
●料
金／一通 １，
０００円 （一般１，
５４０円）
★スウェーデンのモーラ市郊外の『サンタワールド』
に住むサンタから届く
『サンタクロース
からの手紙』。
お子様・お孫さんへ、また日頃お世話になっている方、同姓、異性へのサプライズプレゼント
として、心温まる手紙を贈ってみませんか。

※専用の申し込み用紙を使用してお申込ください。
※エアメール便ではなく、国内から配達日指定郵便でのお届けとなります。
サンタワールドで準備したお手紙を国際スピード郵便で日本事務局へ送り、
事務局が透明なOPP袋に入れ発送します。
切手は貼られません。サンタワールドの切手風シールとスタンプを押印します。
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ＦＡＸ・窓口申込

11月号 共済会ニュース
第２回花火甲子園

Osaka Shion Wind Orchestra Web・ＦＡＸ申込
宇宙戦艦ヤマト祭り Yamato ＆ Villains！

窓口販売

公演日／１１月１２日(土) １９：３０開演（１５：００開場）
会 場／ラグーナビーチ
（大塚海浜緑地）
券 種／イス席 ５，
４００円（一般６,０００円）
一般エリア入場券
２，
７００円（一般３,０００円）
★全国花火師Ｎｏ．
１決定戦― 花火甲子園は愛
知県初で唯一の競技花火大会です。
全国から花火師が集結し腕を競い合う競技大会だけでなく、
音楽
とあわせて打ち上げられるミュージックスターマインや一尺玉な
ど豪華花火によるエンターテインメントをお楽しみいただけます。
秋の澄んだ夜空を舞台に開催される花火甲子園、
ご家族やパート
ナーとぜひ一緒にご鑑賞ください！

販売期間：～11月9日（水）

公演日／２０２３年 １月１５日(日)
１７：００開演
会 場／愛知県芸術劇場コンサートホール
券 種／全席指定 ５，
８００円
（一般価格６，
８００円）
※未就学児童入場不可

★「宇宙戦艦ヤマト」の名曲の数々を披露！
日本を代表する吹奏楽団「Osaka Shion
Wind Orchestra」
と宮川彬良による、
「宇
宙戦艦ヤマト」の名曲の数々を披露すると
いう、吹奏楽ファンにとっても、アニメファン
にとっても魅力あふれるコンサートです。

※一般エリアは座席がありません。
（ブロック内自由）
※入場時、チケットとリストバンドを交換して入場となります。

さだまさし

ミュージカル「クリスマス･キャロル」

Web・ＦＡＸ申込

公演日／1２月８日(木) １８：００開演
１２月９日(金) １８：００開演
会 場／日本特殊陶業市民会館フォレストホール
券 種／全席指定 ８，
０００円（一般８，
８００円）

Web・ＦＡＸ申込

公演日／１２月１５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
券 種／Ｓ席 ６，
５００円（一般8，
000円）
※未就学児童入場不可

吉田栄作（スクルージ）、早見優（イザベラ）、吉田要士
（マーレイ）、
星野真衣、真樹めぐみ、市川由希、渡辺亮、小林あゆみ 他
★世界にただひとつの「クリスマス・キャロル」
世界で最も愛され続けているクリスマス小説の傑作「クリスマス・キャロル」
今だからこそ伝えたい、人と人との繋がりや愛する事の大切さを、すべての世
代に贈る、王道のミュージカルならではの華やかさとオリジナリティ溢れる迫
力の舞台で、観る人の心に迫ります。
いつも近くに誰かが居る奇跡…
一番大切な人と、かけがえのない自分と、最高のひとときを体感してください。

※未就学児童入場不可

★今年70歳になり、10月にはグレープとしてレコードデ
ビューしてから”50周年”
という節目を迎えるさだまさし。
約2年ぶりとなるオリジナル・アルバム「孤悲」をリリース
し、大好評のコンサートツアー、名古屋追加公演です。

注意事項
●コンサートにご来場の皆様へ／大声での歓声、声援等がないことを前提とさせていただき、
100％の客席数で開催しますが、政府のイベント開催制限が変更された場合はそれに準じます。
●「新型コロナウイルス感染拡大予防のため」／名古屋市のガイドラインに沿った施設の使用と
なります。

第40回名古屋クラシックフェスティバル
ウクライナ国立歌劇場「カルメン」 Web・ＦＡＸ申込

SUPER BEAVER

Web・ＦＡＸ申込

公演日／１２月２４日(土) １８：００開演
１２月２５日(日) １７：００開演
会 場／ポートメッセなごや 新第1展示館
券 種／座席指定券引換券（指定席） ７，
３００円

公演日／１月９日
（月・祝） １５：００開演
会 場／愛知県芸術劇場大ホール
券 種／S席 １７，
０００円（一般１９，
０００円）
※未就学児童入場不可

※3歳以上チケット必要(2歳未満でも座席が必要な場合はチケット必要)

ビゼー：歌劇「カルメン」 全3幕
※フランス
語上演 字幕付き
★名門歌劇場の上演で楽しむオペラ名作中の名
作！
これまでの数々の来日で名演を繰り広げてきた150有余年の歴
史を持つ東欧の名門、
ウクライナ国立歌劇場。持ち味の圧倒的な
迫力で、だれもが知る不朽の名作オペラ「カルメン」を堪能！
申込多数の場合抽選

★自身最大規模となる2022年全国アリーナツアー4都市、8
公演「都会のラクダSP ～ 東京ラクダストーリービヨンド ～」開催！名古屋はツアーファイナルです！

◆本公演は、
「当日座席番号発券システム」を実地いたします。 ◆「当日座席番号発券システム」のチケットは
「座席指定券引換券」となり、座席の位置（座席番号）は、ご入場時（座席券引換時）までお分かりになりません。な
お、座席番号は事前の抽選で決定いたします。公演当日のご来場時間には影響いたしません。 ◆座席指定券
の発券は会場の入場口で実施します（事前引換は行なっていません）。発券と同時にご入場いただきますので、
「座席指定券引換券」をご用意の上、会場の入場口へお越しください。 ◆座席番号は、ご入場時に「座席指定
券」にてご確認ください。座席番号は事前にお問い合わせいただいてもお答えできません。 ◆チケットの営利
目的の購入申し込み、及び転売行為は一切禁止です。転売されたチケットは無効となりご入場出来ません。
本公演は、下記の愛知県指定による新型コロナウイルス感染防止策チェックリストに基づき開催いたします。
【感染防止策チェックリスト】https://www.sundayfolk.com/sysimg/curation/article/2022/CHECKLIST.png

南こうせつ

ミュージカル「東京ラブストーリー」Web・ＦＡＸ申込

Web・ＦＡＸ申込

公演日／1２月１７日
（土） １７：００開演
会 場／名古屋市公会堂 大ホール
券 種／全席指定 ６，
０００円（一般7,500円）

公演日／１月１４日(土) １２：３０開演（海）／１７：３０開演（空）
会 場／刈谷市総合文化センター大ホール
券 種／S席 １０，
５００円（一般１２，
５００円）

※未就学児童入場不可

※未就学児童入場不可

【原案・原作】柴門ふみ 【音楽】ジェイソン・ハウランド
【劇作・脚本】佐藤万里 【演出】豊田めぐみ
海キャスト：濱田龍臣、唯月ふうか、増子敦貴、熊谷彩春、綺咲愛里、高島礼子
空キャスト：柿澤勇人、笹本玲奈、廣瀬友祐、夢咲ねね、綺咲愛里、高島礼子
★この冬、あの伝説のラブストーリーが ミュージカルに
“恋愛の神様”と称される漫画家・柴門ふみが1988年に発表した漫画「東京ラブストーリー」。
1991年にはフジテレビがテレビドラマ化し、
「月曜の9時には渋谷から人がいなくなる」と言われ
るほどの社会現象を巻き起こした。そして今年、30年の時を超えて、近年オリジナル・ミュージカ
ルの制作に力を入れるホリプロが、本作を世界で初めてミュージカル化する。音楽は、グラミー賞
受賞作曲家、ジェイソン・ハウランドによる全編書き下ろしとなる。演出は、豊田めぐみが手掛ける。

※お一人様4枚まで

★1970年のデビュー以来コンサートを中心に現
在も止まることなく走り続けている南こうせつ。
2021年にリリースした2年半振りのオリジナル
アルバム「夜明けの風」は表題曲を含むコロナ禍
の世に放つメッセージアルバムです。

本公演は、下記の愛知県指定による
【新型コロナウイルス感染防
止策チェックリスト】
に基づき開催いたします。
https://www.sundayfolk.com/sysimg/curation/
article/2022/09/checklist/checklist_2209.png

Web・ＦＡＸ申込
第40回名古屋クラシックフェスティバル
樫本大進＆エリック・ル・サージュ プレミアム室内楽シリーズ vol.1

恐竜ラボ！ディノ・サバイバル DINO-A-LIVE

Web・ＦＡＸ申込

公演日
開演時間
会 場
３月１１日（土）１０：３０／１３：３０ 安城市民会館
３月１２日（日）１０：３０／１３：３０ サルビアホール
券 種／Ｓ席 3,500円 （一般4,200円）

公演日／１月２８日
（土） １４：００開演
会 場／愛知県芸術劇場コンサートホール
券 種／S席 ７，
８００円
（一般価格 9，
000円）
※未就学児童入場不可

★盟友が奏でる極上のデュオ
“室内楽は、クラシック音楽が生まれた場
所であり原点”
ベルリン･フィル第１コンサートマスターとして、
ソリストとして、
世界の第一線で躍動する樫本大進がシリーズを通して極上の室
内楽をお届けするプレミアムシリーズ第１弾！
盟友ル･サージュとともに贈るシューマン＆ブラームスのヴァイオ
リン･ソナタ全曲チクルス！
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※2歳以下のお子様は保護者（大人）1名につき、1名まで膝上鑑賞
無料。但しお席が必要な場合は有料。

★学ぶ！体感！恐竜バトル！
迫力の恐竜バトル、 『ディノ・サバイバル』。ジュラ紀からは
“ステゴサウルス”と
“アロサウルス”、白亜紀から“ティラノサウルス”と
“トリ
ケラトプス”が、
２つの時代に生息していた代表的な恐竜がステージに出現！
！
恐竜たちの特徴は？個性は？その武器は？生きた時代は？学術的な根拠や映
像を基に分かりやすく解説。一緒に恐竜の姿を見ながら、調査・研究が出来
る「恐竜ラボ！」。過酷な生存競争を繰り広げた恐竜たちを紐解きます。
※公演時間：約60分（休憩なし）

共済会ニュース 11月号
注意事項／新型コロナウイルス感染症対策の一環として、チケット購入時のお客様のお名前・ご連絡先等
を主催者と共有させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

大名古屋らくご祭2022

Web・
ＦＡＸ申込

師走の名古屋の風物詩。
今年、
15回目を迎える
「大名古屋らくご祭」
。
今年は、
新型コロナウイルス感染症対策を万全に取ったうえで、
名古屋市公会堂で全7公演開催致し
ます。
大名古屋らくご祭の顔、
春風亭昇太のほか、
立川志の輔、
桂文珍、
柳家喬太郎、
春風亭一之輔な
ど、
落語界のトップランナーが今年も名古屋に集まります。
公演日
１２月２２日
（木)
１２月２３日
（金)
１２月２４日
（土)
１２月２５日
（日)

開演時間
18:30
14:00/18:30
12:00/17:00
12:00/17:00

席種
全席指定
全席指定
全席指定
全席指定

料金
4，
000円
4，
000円
5,000円
5,400円

一般価格
5，
000円
5，
000円
6，
000円
6,000円

■会

場／名古屋市公会堂大ホール

※未就学児童入場不可

●「大笑い招福らくご会」
12/24(土) 12：00 桂文珍、三遊亭小遊三、桂米團治、
林家たい平、春風亭昇羊
12/24(土) 17：00 桂文珍、三遊亭小遊三、桂米團治、
林家たい平、桂吉弥
●「聖なる笑いで年納め」
12/25(日) 12：00 桂南光、柳亭市馬、立川志の輔、
立川生志、春風亭昇市
12/25(日) 17：00 桂南光、柳亭市馬、立川志の輔、
立川生志、桂二葉

●「師走のお祝い競演会」
12/22(木) 18：30
林家木久扇、春風亭一之輔、桂宮治、玉川太福（浪曲）、
林家けい木
●「あの頃の噺」パート2
12/23(金) 14：00
春風亭昇太、柳家喬太郎、三遊亭白鳥、林家彦いち
●SWA公演「古典アフター」
12/23(金) 18：30
春風亭昇太、柳家喬太郎、三遊亭白鳥、林家彦いち

やってみた展 カラダで学ぶ遊園地

販売期間：11月1日（火）～令和5年1月29日（日）

■会

期／１２月３日
（土）
～２０２３年２月１９日
（日） ９：３０～１７：００
（入場は１６：３０まで）

■会
■券

場／名古屋市科学館理工館地下2階イベントホール
種／前売一般
１，
５００円 一般1,700円
前売高大生
７００円 一般 800円
前売小中生
３００円 一般 400円

窓口販売

※休館日：毎週月曜日(1/9（月祝）
は開館)、12/16(金)、12/29(木)～1/3(火)、1/10(火)、
１/20(金)、2/17(金)

※共済会が差額を負担した価格となっております。 ※未就学児童入場無料

※高大生は学生証が必要。

★「体験する」ことは「学ぶ」こと！楽しさのなかに学びがつまった、いろいろな「やってみた」体験が大集合。
「やってみ
た」体験の学びから自分の”好きなこと”に気づくことができ、新しい自分を発見することを楽しむデジタル「遊園地」。

日硝ハイウエーグループ・プレゼンツ ハッピードリームサーカス 桑名公演

■会

場／イオンモール桑名 P21 駐車場 大テント特設会場（三重県桑名市新西方1丁目22番地）

席

前売券
土・日・祝

種

SS指定席
グループチケットSS指定席4枚
S指定席

■会

Web・
ＦＡＸ申込

前売券
平日

大 人
こども
大 人
こども
一般
特別割引
一般
特別割引
一般
特別割引
一般
特別割引
3,300円 2,300円 2,300円 1,300円 3,000円 2,000円 2,000円 1,000円
9,200円 ⇒ 6,800円
8,000円 ⇒ 5,900円
2,800円 2,100円 1,800円 1,100円 2,500円 1,800円 1,500円 900円

期／2022年12月9日～2023年1月31日
（火）
27 28 29 30 31
火 水 木 金 土
○
○ ○
○
○ ○

休演日

26
月
○
○

平日価格
土日祝価格
●大人＝高校生以上・こども＝3歳～中学生
●グループチケット＝4人集まるとお得にSS指定席で鑑賞
できるチケットとなります。
（大人・こどもの組み合わせ自由）
※自由席の前売販売はございません。

●3歳以上有料。3歳未満は大人1につき1名膝上鑑賞無料。
但し、座席希望の場合は有料。
22
日
○
○
○

23
月
○
○

24 25 26 27 28
火 水 木 金 土
○
○ ○ ○
○
○ ○ ○
○
休演日

17 18 19 20 21
火 水 木 金 土
○
○ ○ ○
○
○ ○ ○
○
休演日

16
月
○
○

25
日
○
○
○

休演日

20 21 22 23 24
火 水 木 金 土
○
○ ○ ○
○
○ ○ ○
○

10 11 12 13 14 15
火 水 木 金 土 日
○
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○
○
○
○ ○
休演日

5 6 7 8 9
木 金 土 日 月
○
○ ○ ○
○
○ ○ ○
○
○ ○ ○
休演日

公演日 2023 年 1 月
1 2 3 4
時間
日 月 火 水
10:00
○ ○ ○
13:00 ○ ○ ○ ○
15:30 ○ ○ ○ ○

19
月
○
○

休演日

休演日

公演日 2022 年 12 月
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
時間
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
10:00 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
13:00 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
15:30
○ ○
○ ○

29
日
○
○
○

30
月
○
○

31
火
○
○

★世界トップレベルのアーティストが集結するハッピードリームサーカスでは、個性豊かで難易度の高
い技を次々と披露させていただきます。また、各アーティストが複数の得意技を有しているため、演目
の総数は30種類にものぼり、その見どころの豊富さが私たちの最大の特徴です。ぜひ、鍛え抜かれた
肉体から放たれる躍動感に満ちた演技をお楽しみください。
上演時間：約90分（途中休憩含む）
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11月号 共済会ニュース

家庭用常備薬の斡旋

申込締切：１１月17日（木）

窓口申込

●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、郵送でお申し込みください（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ください。

●購入資格／会員のみ
●受渡しについて／１２月中旬頃より、取扱先の大日商事（株）
より順次発送
●お支払いについて／事業所で取りまとめ、納品時の振込み用紙にて、業者
へ直接お支払いください。
※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ください。
※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。

共済会事務局よりお知らせ

（窓口販売商品の値段改定や販売終了商品について）

今年度は、値段改定や販売終了など、ガイドブックと相違する部分が多くなり
ましたので、再度、通知いたします。
●JRキップ （10月 販売終了 ※以降販売はありません。）
●岡崎葵湯回数券10枚綴り6,700円 5,500円 →（12月より値上げします。）
●楽の湯 回数券10枚綴り6,800円 6,000円 → 7,000円（９月より値上げしました。）
●ユナイテッドシネマ映画観賞券
一般 1,100円 → 1,200円 6月より値上げ
〃
小人
700円 →
750円 しました。

（

）

イオンスポーツクラブ岡崎プールゾーン営業休止のお知らせ
11月1日～２０２３年3月31日の間プールゾーンの営業を休止いたします。

※スタジオ・ジム・ロッカー（お風呂・シャワー）
は通常どおり運営いたします。
（休館日を除く）
※すでにお渡し済みのチケットの有効期限が伸びます。詳しくは窓口までお問い合わせください。

共済会愛称募集のお知らせ
岡崎幸田勤労者共済会の愛称を募集します。詳細は、チラシかHPをご覧ください。
募集期間／11月1日
（火）
～１２月27日
（火）
最優秀作品・優秀作品の応募者にはジェフグルメカードを贈呈します。奮ってご応募ください。

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！ スマホや
PCで、
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ください！
岡崎幸田勤労者共済会

検索

★会費第３期(１０月･１１月･１２月)分の領収書はポータルサイト代表者サイ
トからダウンロードいただけます。

発行方法など、
ご不明な点がございましたらお手数ですが、事務局までお問い合わせ
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。

★共済会 HP
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★ポータルサイト

★OK. EC プラス

〔事業所向け〕

〔個人向け〕

