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「岡崎幸田勤労者共済会の愛称」には１１０件のご応募をいただき、選考の結果、
岡崎市在住の山本　紗織　様が最優秀作品賞に選ばれました✨
「わくわくするような福利厚生と働くWorkをかけています。福利厚生を利用しエン
ジョイすることで、日頃仕事も頑張ることが出来るという意味も込めています。」
と名付け親の山本さん。
愛称の本格的な活用は４月１日からですが、今後、徐々に「わくワーク！岡崎幸
田」をPRしていきますので、よろしくお願いします。

✨

「岡崎幸田勤労者共済会の愛称」には１１０件のご応募をいただき、選考の結果、
岡崎市在住の山本　紗織　様が最優秀作品賞に選ばれました✨
「わくわくするような福利厚生と働くWorkをかけています。福利厚生を利用しエン
ジョイすることで、日頃仕事も頑張ることが出来るという意味も込めています。」
と名付け親の山本さん。
愛称の本格的な活用は４月１日からですが、今後、徐々に「わくワーク！岡崎幸
田」をPRしていきますので、よろしくお願いします。

　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。

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
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・・・チケット類の座席指定はできません。

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、ご了承
の上お申し込みください。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。

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）。

　  ※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。
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＜表示方法＞

愛称「わくワーク！岡崎幸田」をよろしくお願いします！

～デジタル会員証の画面表示の仕方～
4月1日よりECサイトにデジタル会員証機能を追加します。
外出中会員証を忘れて、割引が受けられない・・・なんてことがなくなります！

①EC サイトにアクセスして、ログイン　
②右上 　 か 「 お名前　様 👤👤 」を押す。
③上から３つ目「会員証表示」を押す。
④表示された！
パソコンでも携帯でも表示されます。
※スマホの場合は画面に合わせて横向きに表示されます。
※今回はカードタイプの会員証は郵送いたしません。カードタ
イプの会員証を希望の方は事務局までお申し出ください。
※ご家族で利用する場合は、IDとパスワードをご共有ください。
※詳細や注意事項については、3月中に改めてお知らせします。

最優秀賞：山本　紗織　様 優秀賞：唐澤　育代　様 （岡崎市）
　　　　　（岡崎市） 優秀賞：山本　宏明　様 （西尾市）

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！

No.485 令和5年2月１日現在／
事業所数664社 会員数：7,902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
岡崎市羽根町小豆坂１１７番地３　TEL.54‒8495　FAX.54‒8475
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会場／岡崎公園内多目的広場　　　　日程は決まり次第HPとECサイトでお知らせします。会場／岡崎公園内多目的広場　　　　日程は決まり次第HPとECサイトでお知らせします。
どうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展しますどうだん家康公に出展します

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／抽選は会員証提示の会員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。
　　　　　　　　　≪景品は当日のお楽しみです★≫

会員証のご提示で、空クジなしの抽選会に参加ください！

素敵な景品をたくさん準備！  参加費無料の
会員限定の『お楽しみ抽選会』！
素敵な景品をたくさん準備！  参加費無料の
会員限定の『お楽しみ抽選会』！

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！

★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、お一人様１回限りとさせていただきます。

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

共済会事務局特別販売出張所！共済会事務局特別販売出張所！

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）
コロナワールド周遊クーポン  （2冊まで）

定　価 通常会員
価格

特別斡旋価格
会　員 一　般

1,800円 1,200円 800円 1,100円
1,800円 1,200円 800円 1,100円
7,200円
2,300円

6,700円 6,200円 6,700円
1,900円 2,100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。

　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！
※5 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。

【お問合せ先】 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　　岡崎市中小企業・勤労者支援センター

TEL：５４－８４９５　FAX：５４－８４７５

お楽しみ企画 Ｎｏ．1お楽しみ企画 Ｎｏ．1

お楽しみ企画 Ｎｏ．2お楽しみ企画 Ｎｏ．2

お楽しみ企画 Ｎｏ．3お楽しみ企画 Ｎｏ．3

　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

新規事業所入会特別キャンペーン新規事業所入会特別キャンペーン

新規加入事業所１箇所に
つき、入会会員数に応じ
て謝礼（５００円の図書カ
ード等）をプレゼント！

「新会員事業所紹介制度」とは

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／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。

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！

お子さん集合！簡単楽々作成『おえかきブーメラン』！お子さん集合！簡単楽々作成『おえかきブーメラン』！
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Web印刷

●利用期間／３月２１日（火）～８月６日（日）
●利用時間／干潮の前後２時間程度
●場　　所／東幡豆漁協管轄区域（東幡豆海岸・前島（うさぎ島）等）
●利用資格／会員と登録家族《１回につき会員と登録家族人数の２回分まで》
●利用料金／ 会員料金一般料金区　　分

大人・子供一律
※入漁袋以外で利用する場合、２㌕から追加１㌕ごとに８００円かかります。
※割引利用券及び潮見表・案内地図を共済会事務局窓口にてお渡しします。
　会員証をご持参のうえ、お越しください。
※うさぎ島への渡船料は別途かかります。
※割引利用券に必要事項を記入し、会員料金を添えて現地にてお支払いください。
●施設情報／https://higasihazu-gk.wixsite.com/higashihazu　☎0563-62-2068（代）

1,200円 900円

印刷期間：3月1日（水）～8月6日（日）

　愛知こどもの国南の東幡豆潮干狩りのご案内です。家族や職場、お一人様から
お子様まで、どなたでも、お楽しみいただけますので、ぜひご利用ください。

≪丸大食品株式会社≫

●５１種類のブレンドスパイス使用
　① ビストロ倶楽部ビーフカレー甘口
　② ビストロ倶楽部ビーフカレー中辛
　③ ビストロ倶楽部ビーフカレー辛口
　　　（各１７０ｇ×４袋入）
●完熟トマトとバターのコク
　④ バターチキンカレー中辛　（各135ｇ×3袋入）
●あめ色玉ねぎとお肉の旨み
　⑤ キーマカレー中辛　（各135ｇ×3袋入）
●斡旋価格／各２００円（一般：４３０円）
●斡 旋 数／１人各2つまで
　　　　　　（各１００セット・申込多数の場合は抽選）
　※賞味期限365日

① ② ③

④ ⑤

丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売丸大食品　レトルトカレー特別販売 Web・ＦＡＸ申込

おかざき世界子ども美術博物館第　34回リトルアーティスト展おかざき世界子ども美術博物館第　34回リトルアーティスト展 Web申込限定

●抽選枚数／抽選枚数／60枚　（会員お一人２枚まで申込可）
※数に限りがあるため、必ず行ける方でお願いします。
※抽選の結果残券がある場合、窓口で直接配布します。（先着）
●会  　期／3月11日（土）～4月16日（日）　※9：00～17：00（入館は１６：３０まで）
●休 館 日／毎週月曜日と祝日の翌日（３月２２日（水））（※ただし3月２１日は開館）
●観 覧 料／一般　１００円　中学生以下無料
※各種障がい者手帳所持者とその付添者は無料（各種手帳を提示）

抽選　で入場券をプレゼント！
OK．ECプラスもしくはポータルサイトにてお申込ください。

アサヒスーパードライ鮮度ギフトカードの斡旋アサヒスーパードライ鮮度ギフトカードの斡旋 ＦＡＸ申込

●斡旋内容／アサヒスーパードライ鮮度ギフトカード
●引換可能商品／アサヒスーパードライ缶　３５０ｍｌ×１８本
●斡旋価格／4,300円（一般　5,000円）
●申込資格／会員のみ　一人２組まで
※お申込みは、満20歳以上の方に限らせていただきます。未成年者にはお届けできませんのでご了承ください。
商品のお届けに関しての注意事項は下記URLからお読みください。
giftcardmallexchange.com/user/product/7473

鮮度は、うまさ。「できたてのビールをお客様へ。製造後３日以内に工場から出荷した
「アサヒスーパードライ」をクール便で指定日にお届けします。
スーパードライの「鮮度」を実感していただけます。購入後
インターネットの申込ページでのみ予約注文できます。

Web・ＦＡＸ申込

申込締切：3月6日（月）
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中日ドラゴンズ　オープン戦の招待券

席　種 斡旋席数 斡旋価格（2席分として）
ドラゴンズ外野応援席

ライト側  31列  R530・R531　２席１組
各試合
１組

巨人戦：3,000円 その他：2,500円
（一般参考価格（プレミアム）：１席2,000円）

【共通事項】　会　場／バンテリンドームナゴヤ　　申込資格／会員のみ　　申込締切／3月20日（月）
※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。
※決定後のキャンセルはできません。　　※申し込みの無かった外野応援席は号外でご案内いたします。

■会　　場／バンテリンドームナゴヤ
■申込締切／3月14日（火）～19日（日）の試合日　　3月6日（月）締切
　　　　　　3月24日（金）～26日（日）の試合日　　3月13日（月）締切  

席　種 斡旋席数 斡旋価格（2席分として）
ドラゴンズ外野応援席

ライト側  31列  R530・R531　２席１組
各試合
１組 無料

©中日ドラゴンズ

Web・ＦＡＸ申込

中日ドラゴンズ　公式戦 Web・ＦＡＸ申込

ヤクルト

18：15 18：00
4/4（火） 4/5（水）

18：00
4/6（木）

５
月

巨人

14：00 14：00
5/5（金・祝） 5/6（土）

14：00
5/7（日）

４
月

巨人

18：00 14：00
4/14（金） 4/15（土）

14：00
4/16（日）

阪神

18：00 14：00
4/21（金） 4/22（土）

14：00
4/23（日）

広島

18：00 18：00
4/11（火） 4/12（水）

ロッテ

16：00 12：00
3/24（金） 3/25（土）

12：00
3/26（日）

楽天

16：00 12：00
3/17（金） 3/18（土）

12：00
3/19（日）

広島

12：00 18：00
3/14（火） 3/15（水）

広島

18：00 18：00
5/10（水） 5/11（木）

横浜

18：00 14：00
4/28（金） 4/29（土・祝）

14：00
4/30（日）

名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク　割引補助券名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク　割引補助券
「名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク」は楽しいイベント＆ショーが盛り
だくさん！アンパンマンたちがげんき100ばいで待ってるよ！
■券　　種／指定厚生施設割引補助券　　　■利用料金／1,500円（通常：2,000円）
■有効期限／R5年４月１日（土）～R６年３月３１日（日）
■利用資格／会員と会員家族　（年度内３回まで）
■注意事項／・有効期限内にご自身で下記の方法に従ってご利用ください。
　　　　　　・１人（１歳以上）に対して１枚の補助券が必要です。 　　※１歳未満は入場料がかかりません。
　　　　　　・イベント＆ショーの内容は公式ｗｅｂサイトでご確認ください。　
★ご利用方法
　①名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク公式HPの「日付指定Ｗｅｂチケット」購入ページにてマイページ登録
　②希望の日付・数量を選択、補助券に記載のクーポンコードを入力後、チケットを購入
　③登録したメールアドレスでＷｅｂチケットを受信
　④「Ｗｅｂチケット画面」を提示して入場　　※申込者以外の使用は出来ません。

Ⓒやなせ・Ｆ・Ｔ・Ｎ

窓口渡し
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岡崎ニューグランドホテル

料亭「おとがわ」料亭「おとがわ」

●予約・総合問い合わせ先：岡崎ニューグランドホテル　☎：０５６４－２１－５１１１（代）
※貸切の場合がございます。予めご了承ください。
※たいへん混雑が予想されますので、お早めにご予約ください。
※社会情勢により、掲載内容から変更になる可能性がございます。予めご了承の程、お願い申し上げます。

※さくらクーポンを利用しない価格は、桜期間及びGW（4/29～5/7）と通常時で異なります。
　詳しくは、ホテルHPのチラシからご確認ください。 https://www.grand-okazaki.jp/newgrand/news/1088/　 QRコードもあります。

桜花膳

ラウンジ「ルポー」ラウンジ「ルポー」

美味しさ満開、さくら色に染め上げたお弁当。
桜クーポン1枚舞花弁当

彩りと香りと豊かな味わいに酔う、桜づくしの会席料理。彩りと香りと豊かな味わいに酔う、桜づくしの会席料理。
さくら会席

スカイレストラン 「パリ」スカイレストラン 「パリ」 【予約 ☎：０５６４－２１－５１２５（直通）】【予約 ☎：０５６４－２１－５１２５（直通）】

桜クーポン3枚

◎グランドコース　　桜クーポン２枚
◎ロイヤルコース　　桜クーポン３枚

◎ブッフェ料理＋ソフトドリンク
桜クーポン1枚

Web・ＦＡＸ申込さくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポンさくらクーポン
●利用期間／３月１日（水）～５月３１日（水）　　　　　●桜期間中／３月２4日（金）～４月9日（日）
●申込締切／3月12日（日）　　お渡し予定日　3月23日（木）～
●斡旋枚数／６００枚　※申込多数の場合抽選
●購入資格／会員のみ《１人４枚まで》　　　　　　　●斡旋価格／１枚2,2００円（一般前売価格：２，7００円）

■昼席  １１：３０～１４：００　
【予約 ☎：０５６４－２１－0116】
■昼席  １１：３０～１４：００　

【予約 ☎：０５６４－２１－0116】

■夜席  １７：００～２１：００■夜席  １７：００～２１：００
【予約 ☎：０５６４－２１－0116】【予約 ☎：０５６４－２１－0116】

※全日予約制、前日17：00までにご予約ください。
※桜期間中個室でのご案内は致しておりません。
※全日予約制、前日17：00までにご予約ください。
※桜期間中個室でのご案内は致しておりません。

※昼席の花御膳は、共済会会員証をご提示で10％割引をご利用
　ください。（桜期間・GW中4,000円、通常時3,500円）
※昼席の花御膳は、共済会会員証をご提示で10％割引をご利用
　ください。（桜期間・GW中4,000円、通常時3,500円）

桜クーポン2枚
春の香りと彩りが満載の桜づくしのお膳。春の香りと彩りが満載の桜づくしのお膳。

イメージイメージ

イメージイメージ

春の
スカイランチ
ブッフェ

春の
スカイランチ
ブッフェ

夜桜
コース
ディナー

夜桜
コース
ディナー

※土曜日・日曜日のランチタイム限定特典！お値段そのままでワインが飲み放題！

11：00～14：00 17：30～21：00
※前日15:00までにご予約ください。

1部  11：00～12:30　　  2部  13:00～14:30
ご予約の際に時間をお選びいただけます

※桜期間及びGW（4/29（土）～5/7（日））は2部制と
　なり、90分食べ放題。

桜期間（３/２４（金）～４/９（日））及びGW期間（４/２９（土）～５/７（日））中の駐車場利用について
岡崎市営岡崎公園駐車場の価格が変更し、完全予約制になります。ご予約は、特Pから。
また、駐車無料券の対応はございませんので、ご承知おきのうえ、ご了承ください。
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公演日／４月１４日（金）
　　　　１８：００開演
会　場／愛知県芸術劇場大ホール
券　種／全席指定　７，２００円
　　　　（一般　１１，０００円）
※未就学児童入場不可
★アリスでのデビューから2022年で50年
を迎えた谷村新司。グループでのヒットのみな
らず、個人活動においても数々の名作を世に

送り出すとともに、さまざまなアーティストへの曲提供などを通じて
老若男女にその名を知られる、国民的歌手。ツアータイトルの『THE
　SINGER』というタイトルが示す通り、歌手・谷村新司の本質を見
ることができる芸術性の高いステージをお楽しみください。
※本公演は、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。

谷村新司 Web・ＦＡＸ申込

公演日／５月14日（日）
　　　　16：00開演
　　　　（開場15：30）
会　場／幸田町民会館
　　　　さくらホール
券　種／全席指定　６,０００円
　　　　（一般７，０００円）
出　演／布施明

《Support Member》
井川雅幸（Pf）/他
★『ひとり芝居と歌で綴るプレミ
アムなステージ』を是非お楽し
みください。 

AKIRA FUSE COZY Theater2023 Web・ＦＡＸ申込

公演日／５月４日(木・祝)　１３：００開演・１６：００開演
会　場／刈谷市総合文化センター　大ホール
券　種／全席指定　２，７００円　（一般３，０００円）
※3歳以上有料。3歳未満の膝上鑑賞は無料、座席が必要な場合は有料。
★いっしょに実験！体験！！科学っておもしろい！
でんじろう先生と科学の不思議を解き明かそう！！
科学実験を多彩な演出を加えてショースタイルで表現！
でんじろう先生のおもしろ実験を通じて、たくさんの方

に科学の楽しさを直接、
体験して頂きます。
教育とエンターテインメ
ントを融合させたサイエ
ンスショーをぜひお楽し
みください。

米村でんじろうサイエンスショー in刈谷 Web・ＦＡＸ申込

公演日／４月１５日（土）
　　　　１６:００開演
会　場／アイプラザ豊橋
券　種／指定席　８，６００円
　　　　（一般９，５００円）
※未就学児童入場不可
★徳永英明、約3年ぶりの全国ツ
アーが始まります！ライブハウスツ
ア ー 2 0 2 2に引き続き「 A L L 
BEST 2」と銘打ち、長年愛されて
きた名曲の数々をお届けします。

＜新型コロナに関する公演ガイドライン＞
http://www.tokunagaandtonys.com/img/information/202211301250_29969.jpg
新型コロナに関する公演ガイドラインは今後、変更になる場合
があります。その際はオフィシャルサイトにてお知らせさせて
いただきますので必ずご来場の前に確認をお願いいたします。

徳永英明 Web・ＦＡＸ申込

公演日／６月２５日（日）  １３：００開演
会　場／名古屋四季劇場
券　種／S席　１２，０００円（一般１３，０００円）
※共済会が１，０００円補助した価格となっております。
※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）
★誇り高き猫たちの生き様
驚きと感動の、キャッツ・ワールド
劇場ロビーからつづく扉を開けると､そこは『キャッツ』の世界。
客席と舞台とが一体になった都会のゴミ捨て場が広がっています。
一歩足を踏み入れれば、まるで自分も猫になったような錯覚を抱き､あ
なたはあっという間に“キャッツ・ワールド”の住人となることでしょう。

劇団四季ミュージカル 『ＣＡＴＳ』 Web・ＦＡＸ申込

公演日／５月１９日(金)
　　　　１８：３０開演
会　場／愛知県芸術劇場
　　　　小ホール
券　種／全席指定　３，１００円
　　　　（一般3,500円）
※未就学児童入場不可
★立川流生え抜きの真打では
志の輔、談春、志らく、談笑の活
躍が目立つが、忘れちゃいけな
いのが立川生志。真っ当な古典
のテクニックと程よい現代性を
併せ持つ実力派。2023年も
独演会 ～ひとりブタだがや～ 
開催します。

立川生志　独演会 Web・ＦＡＸ申込

■会　　期／４月７日(金)～４月９日(日)
■開催時間／７日(金) 　　　　　 １０：００～１７：００
　　　　　　８日(土)・９日(日)　　９：００～１７：００
■会　　場／Ａｉｃｈｉ　Ｓｋｙ　Ｅｘｐｏ　（愛知県国際展示場）
■券　　種／前売大人　　　　　１，４００円　（当日１，８００円）
　　　　　　金券付き前売大人　１，８００円 ※　（一般2,000円）
　　　　　　　※金券（￥５００）は会場内のキッチンカーで使用できます。
　　　　　　高校生以下、女性、障がい者入場無料
★中部地区最大級の二輪車イベント！

第２回　名古屋モーターサイクルショー

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。

～ほんの余花の如く～　「ひとり芝居・楽屋物語り」付き

申込締切：3月12日（日）

Web・ＦＡＸ申込
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令和５年度、施設利用補助券の契約料金変更について令和５年度、施設利用補助券の契約料金変更について

ドローン操縦体験会のご案内ドローン操縦体験会のご案内ドローン操縦体験会のご案内 お知らせ

■日　　時／４月５日（水）～９日（日）、４月１９日（水）～４月２３日（日）
　　　　　　５月１０日（水）～５月１４日（日）、５月２４日（水）～５月２８日（日）
　　　　　　６月７日（水）～１１日（日）、６月 2１日（水）～６月２５日 ( 日）
■時　　間／① １０時～１１時　　② １１時～１２時　　③ １３時～１４時　　④ １４時～１５時　　⑤ １５時～１６時
■会　　場／岡崎市中小企業・勤労者支援センター　多目的実習棟
■料　　金／会員、会員家族の大人は１，０００円
　　　　　　会員家族の学生の方は無料！
■内　　容／座学（ドローンを操縦する上の法律的な知識など）、パソコンを使った操縦シュミレーション、ドローンの操縦
■講　　師／（株）DSAインストラクター
■申込方法／３月７日（火）から電話もしくは、センターHPから。
　　　　　　※電話受付は9時～20時　　TEL　0564-52-4611

初心者向けドローン操縦体験会（４月・５月・6月）
岡崎市・幸田町で1000人以上教えているドローンインストラクターが教える「ドローン操
縦体験会」
操縦シュミレーションを使ったタイムアタックで、上位を目指せ！

●ナガシマスパーランド

券　種
令和５年2月28日まで 令和 5年 3月1日から
定価 会員料金 定価 会員料金

パスポート
大人 5,500円 4,300円 5,800円 4,600円
小学生 4,200円 3,100円 4,400円 3,300円
幼児（２才以上） 2,500円 1,900円 2,700円 2,100円

ジャンボ
海水プール入場券

大人 3,800円 2,800円 4,000円 3,000円
小学生 2,800円 1,900円 3,000円 2,100円
幼児（２才以上） 1,500円 1,100円 1,700円 1,300円

ワイドパスポート
大人 6,800円 5,700円 7,200円 6,100円
小学生 5,100円 4,100円 5,500円 4,500円
幼児（２才以上） 2,900円 2,400円 3,200円 2,800円

ナガシマスパーランド入場券と湯あみの島の料金は料金変更はありません。
●モンキーパーク

券　種
令和４年度 令和５年度

定価 会員料金 定価 会員料金

入園+プール
大人（中学生以上） 2,200円 1,300円 2,300円 1,500円
こども（2才以上） 1,300円 1,000円 1,900円 1,200円

ワンデーパスポート
+プール

大人（中学生以上） 4,800円 3,400円 4,900円 3,600円
小学生 4,400円 3,100円 4,500円 3,300円
幼児（2才以上） 3,600円 2,400円 3,700円 2,600円

●リトルワールド

券　種
令和４年度 令和５年度

定価 会員料金 定価 会員料金

入館料

大人・大学生 1,800円 1,300円 1,900円 1,400円
シルバー（65才以上） 1,400円 900円 1,500円 1,000円
中・高校生 1,100円 700円 1,200円 800円
小学生 700円 400円 800円 500円
幼児（3才以上） 300円 100円 400円 200円

●南知多ビーチランド

券　種
令和４年度 令和５年度

定価 会員料金 定価 会員料金

入館料
大人（高校生以上） 1,800円 1,300円 1,900円 1,400円
こども（２才以上） 800円 400円 900円 500円

詳しくは、4月にお配りするガイドブックをご覧ください。



8

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。

共済会ニュース3月号

★共済会 HP ★OK. EC プラス★ポータルサイト〔事業所向け〕 〔個人向け〕

ロイヤルスポーツプラザ割引利用券について

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！

検索岡崎幸田勤労者共済会

★給付及び各種助成などの利用申請について
　小学校・中学校入学やその他給付申請を忘れていませんか？給付資格
は、３年間で失効してしまいますので、まだ申請をしていない方はご
注意ください。
　また、入学の時期に入ってまいります。お子様が小・中学校へ入学の
ご予定の方は、給付申請の際の提出物として入学通知書等を捨てずに
お控えください。給付・助成の申請が複数ある場合は、必ず個々の事
由毎に申請書類の提出をお願いいたします。一つの用紙でのまとめて
のご提出は受付できません。
　また、WEBで申請を行った方の申請が滞っている事例があります。一
度管理者サイトの「各種申請　申込」からご確認ください。

★会員の入退会書類提出期限について
　会員の入退会の書類の提出期限は毎月２５日必着となっております。２５日
までにご提出いただくと、翌月の１日が会員資格取得日となり、２６日以降
はまたその翌々月１日が会員資格取得日となります。（例　２月２６日～３
月２５日提出＝３月３１日付退会、４月１日付入会）

年間配布総数に達したため、今年度の配布は終了いたし
ました。
来年度4月より再開いたしますので、ご了承ください。
ました。
来年度4月より再開いたしますので、ご了承ください。

◆購入資格／会員のみ　
◆申込方法／３月号折り込みの申込用紙に会員個人ごとに記入し、事業所毎で取りまとめをして、
　　　　　　共済会事務局まで直接用紙をお持ちいただくか、ご郵送でお申し込みください。
※ＦＡＸは不鮮明の場合があり内容を取り間違うことがございますので、必ず申込用紙をご提出ください。コピーを必ず控えてください。
◆受渡しについて／４月下旬頃より、業者から配送予定
◆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、
　　　　　　業者へ直接お振込ください。
　　　※詳しくは折込みの用紙をご覧ください。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。

春の家庭常備薬の斡旋 窓口受付申込締切日：3月17日（金）


