
2017年9月1日現在　事業所数：1,665　会員数：4,666人

下丸子らくご体験
　会社の上司こうちゃんが、勤労共済の500円クーポン券を握りしめ「ら
くご行くよ、今日は仕事終わったらダッシュだよ」と、何が何だかわから
ずに8月25日（金）下丸子の大田区民プラザに連れていかれました。小ホー
ルは超満員「らくご好きの人ってこんなにいるんだ」と思っていると、前座
の若手が普段の成果を競うトークバトル、これがとても面白い。それから
立て続けにらくご3本、あっという間の2時間でした。それにしても、上

司の笑い声はひときわ大きかった。こんな顔、仕事中見たことない。こういうのもたまにはい
いものだなと思いました。こうちゃんは帰り際「志らくの死神、志ら乃の強情灸、白酒の厨火事、
これで2,300円さらに500円引きはお得だよ、さ、浮いた分で飲み行こう。宵越しの銭は持た
ねーぞ」終演後も二人は落語の世界にどっぶりです。

＊�会員のみなさんからの投稿を募集します。勤労者共済を利用した「思い出」を活字に
残しませんか？ 400文字程度の原稿と写真2枚をメール（kinro@pio-ota.jp）また
は下記住所までお送りください。（掲載された方にはプレゼントを進呈します。）

ふれあい 10
会員とその家族のために

大田区勤労者共済「会報」 平成29年（2017年）

第288号

公益財団法人 大田区産業振興協会 〒144-0035 大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ3階
TEL 03-3733-6107　FAX 03-3733-6122　http://www.pio-ota.jp/fureai

最新の情報や旬の話題を満載したメルマガ登録はこちらから▶

写真はすべてイメージです。
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申込期間 �　�10月5日（木）9:00 ～ （補助券の引き渡しは10月6日（金）9:00～）
申込方法 �　☎03-3733-6107�または�窓口（FAX・メール不可）
提供枚数 �　�2,000�円補助券100枚　１会員2枚まで
補助対象 �　�出発日が平成29年12月末日までの「はとバス�日帰りツアー」および�

「はとバス�宿泊ツアー」すべて�
※補助券は、一人1�回の旅行につき1�枚のみ利用することができます。�
※ただし、会員とその家族以外の利用や2,000�円未満の商品は�
　補助対象外です。

利用方法 �　�①勤労者共済に補助券を申込み、受け取ってください。�
②はとバス予約センター�☎03-3761-1100（年中無休　8:00～20:00）へ�
　予約の際に大田区勤労者共済会員であることを伝えてください。�
③支払期日までに下記営業所へ会員証を呈示して、補助券をお渡しください。

※会員証を呈示すると日帰りツアー10%OFF、 宿泊ツアー5%OFFの�
　特典が受けられます。（会員証1�枚で4�人まで）

注意事項 �　�・電話でのお申込みは、1度につき1名分（2枚）のみとさせていただきます。�
・既に申込みが済んでいるツアーには利用できません。�
・ツアーパンフレットは、はとバスの予約センターまたは営業所へご請求ください。�
・「はとバス予約センター」以外で予約した場合は利用補助の適用は受けられません。

≪はとバス営業所≫� ・浜松町総合センター（世界貿易センタービル別館１階）� ☎03-5777-1631　9:00�～�18:30
� ・東京営業所（東京駅丸の内南口）� ☎03-3201-2725　7:10�～�19:00
� ・新宿営業所（新宿駅東口ルミネエスト１階）� ☎03-3356-4270　8:00�～�18:00
� ・池袋営業所（池袋東口パルコ１階）� ☎03-3988-6371　11:00～18:30［日祝休]

はとバス 日帰り＋宿泊ツアー補助券
先着

宿泊ツアーでの利用も可能!!

予約先：はとバス予約センター
☎03-3761-1100

もっとTOKYOが好きになる♥
はとバスの旅

東京・横浜観光 秋号

秋の味覚ぐるめ旅へ
GO！

日帰りバスの旅 秋号

日本各地の紅葉めぐりが満載
紅葉前線を追って

宿泊バスの旅 秋号

ワンランク上の
移動空間を演出

貴賓席の旅 秋号

補助券が使えるパンフレットの例
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グランドニッコー東京 台場 1F
「ガーデンダイニング」

ランチ・ディナーの全ての時間帯がブッフェスタイルブッフェ台でのパフォーマンスはメインのお料理を
調理による取り分けサービス。全体のお料理は旬の食材を使用し、食材に合わせてハーブを使用した料理
を中心に提供、野菜は無農薬野菜を中心にリストアップ、デザートはホテルメイドのケーキ、ムース、ゼリー
等をメインに季節に合わせてご用意いたします。
申込期間 �　2017年10月5日（木）9:00～10月23日（月）17:00
引き渡し �　10月5日（木）9:00より
申込方法 �　☎03-3733-6107�または�窓口
注意事項 �　�・申込後の変更や取り消しはできません。�

・利用の際は「大田区勤労者共済食事券」利用を各店舗に伝え、予約してください。�
・ガーデンダイニング店舗内は、終日全席禁煙になります。

利用期間 �　2017年10月5日（木）～12月17日（日）
所 在 地 　東京都港区台場2-6-1
予 約 先 　03-5500-6600（直通）

●ランチブッフェ●
時　　間 �　11：30～15：00（最終入店14：30）
提供枚数 �　100枚
料　　金 �　�大人（平日）� 2,500円（一般価格3,173円）�

大人（土日祝）� 3,000円（一般価格4,027円）�
子供（7～12歳）（全日）� 1,500円（一般価格1,708円）�
子供（4～6歳）（全日）� 1,000円（一般価格1,158円）

●ディナーブッフェ●
時　　間 �　�平日　　17：30～21：30（最終入店21：00）�

土日祝　17：00～21：30（最終入店21：00）
提供枚数 �　50枚
料　　金 �　�大人（平日）� 4,000円（一般価格5,126円）�

大人（土日祝）� 4,500円（一般価格5,735円）�
子供（7～12歳）（全日）� 2,000円（一般価格2,806円）�
子供（4～6歳）（全日）� 1,500円（一般価格1,708円）

食事券 先着
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会員証呈示で一覧の店舗が
通常料金より10%割引でご利用いただけます。
グランドニッコー東京 台場
施設名 営業時間 備　考

Another�Dimension
Another�Tokyo
「The�Grill�on�30th」30F

☎03-5500-6605

ランチ　　11:30～15:00（最終入店�14:30）
ディナー　17:30～23:00（コース利用最終入店22:00）

■�クリスマス、年末年始、
特別催事等の期間は割引
対象外になります。

■�特別催事商品、他特典、
割引、クーポン、ポイン
ト加算等の併用は出来ま
せん。

■�お車でお越しの際は、ご
利用料金に応じて駐車券
を発行致します。

■�詳細につきましては各
店舗へお問合せ頂くか、
グランドニッコー東京�
ホームページにてご確認
下さい。

鉄板焼「浜木綿」30F
☎03-5500-6606

ランチ　　11:30～14:30
ディナー　17:30～21:00

日本料理「大志満」3F
☎03-5564-8080

ランチ　　11:30～14:30
ディナー　17:30～21:00

広東料理�台場「楼蘭」2F
☎03-5500-6608

ランチ　　　　　11:30～14:30
土日祝日ランチ　11:30～15:30
ディナー:17:30～21:00

ロビーカフェ「ル・ブーケ」2F
☎03-5500-6604

5月～10月:10:00～19:00（お料理は11:00～18:30L.O）
11月～4月:10:00～18:00（お料理は11:00～17:30L.O）

「ガーデン　ダイニング」1F
☎03-5500-6600

ランチ　　11:30～15:00（最終入店14:30）
ディナー　17:30～21:30（最終入店21:00）
土日祝日　ディナー　17:00～21:30（最終入店21:00）

メインバー「ルイロペス」2F
☎03-5500-6603 バータイム　17:30～24:00

指定店のお知らせ
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申込期間 　�10月2日（月）9:00～17日（火）17:00 
※先着対象は完売まで

提供枚数 　�いずれのチケットも1会員3枚まで
申込方法 　�☎03-3733-6107または窓口（FAX・メール不可）�

チケットの種類、枚数、会員番号、氏名、日中に�
連絡の取れる電話番号をお伝えください。

当選連絡 　�抽選対象は10月20日（金）に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　�◆P.6～7のチケットが対象です。�

◆申込後の変更や取り消しは一切できません。

Ticket
チケット

インフォメーション

劇団四季ミュージカ
ル『アラジン』。 魔
法の絨毯に乗って、
果てしない彼方へ。
超一流クリエイター
の手で蘇えった伝説
のファンタジー、世
界最速で日本上陸！

ザ・タイガースのデビューから50年。50周年記念LIVE、
パシフィコ横浜国立大ホールでの開催決定！

指揮＆チェンバロ：秋山和慶、ヴァイオリン：服部百音
メゾ・ソプラノ：清水華澄、合唱：東響コーラス　他
曲目　ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」より「春」「冬」
　　　ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付」
秋山和慶がチェン
バロの弾き振りを
披露するヴィヴァル
ディ「四季」～春・
冬と、豪華ソリスト
と合唱付の年末
の風物詩ベートー
ヴェン「第九」をお
楽しみください。

『 塔の上のラプンツェ
ル』をメインに、ディズ
ニーの名曲の数々を、
スクリーンの映像やスペ
クタクルな演出とともに、
お贈りします。

大同生命ミュージカルシアター
電通四季劇場［海］［汐留駅］
S席�大　人�9,000円（一般11,880円）
S席�子ども�4,500円（一般5,940円）
募集枚数：合わせて20枚� ※3歳以上有料

川崎市スポーツ・文化総合センター大ホール［川崎駅］
全席指定�2,000円（一般2,700円）
募集枚数：各10枚
※1歳以上有料／1歳未満のお子様は保護者1名につき1名まで膝上にて無料

東京国際フォーラム�ホールA［有楽町駅］
全席指定�9,000円（一般12,000円）
募集枚数：6枚� ※未就学児入場不可

パシフィコ横浜�国立大ホール［みなとみらい駅］
全席指定�6,000円（一般8,000円）
募集枚数：10枚� ※未就学児入場不可

サントリーホール［溜池山王駅、六本木一丁目駅］
S席�7,000円（一般10,000円）
募集枚数：6枚� ※未就学児入場不可

東京国際フォーラム�ホールA［有楽町駅］
S席�6,500円（一般8,300円）
募集枚数：6枚� ※未就学児入場不可

昭和女子大学人見記念講堂［三軒茶屋駅］
S席�5,500円（一般8,500円）
募集枚数：6枚� ※未就学児入場不可

劇団四季ミュージカル「アラジン」

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた!!

没後10年・作詞家50年メモリアル
「阿久悠 リスペクトコンサート」

～君の唇に色あせぬ言葉を～

日本初演50周年記念公演
ミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2017
Brillante ～輝きの未来へ

石川さゆり
45周年記念リサイタル

アプリコ・ニューイヤー・コンサート2017
ウィーン・シェーンブルン宮殿オーケストラ

12月16日（土） 13:00

11月11日（土） 13:00／15:30

12月23日（土祝） 15:00

12月28日（木） 18:30

12月22日（金） 
19:00★
★ファイナル・コンサート
約3ヶ月間におよぶ夢のツ
アーを締めくくる感動のコ
ンサート！特別なセレモニー
を皆様と共有し、ツアーの
フィナーレを一緒にお祝いし
ましょう！

11月16日（木） 17:00

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

「津軽海峡・冬景色」「天城
越え」ほか数々のヒット曲を
持ち、最近では椎名林檎に
よるプロデュースや、アニメ
「ルパン三世」のエンディン
グを務めるなど、演歌のジャ
ンルを超えて日々 進化を遂げ
る石川さゆり。デビュー45周
年を迎え益々円熟味を増し
た石川さゆりの公演をお楽し
みください！

© Rikimaru Hotta

抽選

「おかあさんといっ
しょ」で人気の人形
劇「ガラピコぷ～」の
チョロミー・ムームー・
ガラピコと“速水けん
たろう・山下はるか・
関沢圭司”が繰り広
げる歌や踊りのコン
サート。ステージと会
場が一体となって盛
り上がるファミリース
テージです。

時代とともに歩み続けた怪物 阿久悠。阿久悠
の魂を歌い継ぐトリビュートコンサート開催決定！ 抽選

東京交響楽団 特別演奏会
「第九と四季」 2017

撮影：荒井健　©Disney

Presentation licensed by Disney Concerts 
© All rights reserved © Disney
ステージ写真は昨年の公演です

抽選

11月18日（土） 14:00
日生劇場［日比谷駅］
S席�10,000円（一般13,000円）
募集枚数：10枚� ※未就学児入場不可

親から子へ、子から孫
へと受け継がれる愛と旅
立ちの物語
市村正親、鳳蘭
実咲凜音、神田沙也加
唯月ふうか　他

12月16日（土） 
17:00

大田区民ホール・アプリコ�大ホール［蒲田駅］
全席指定�3,500円（一般4,500円）
募集枚数：10枚� ※未就学児入場不可

麗しの都《ウィーン》から、
宮廷音楽の薫り漂う美しい
管弦楽がアプリコ初登場！

≪曲目（予定）≫
ヨハン・シュトラウスⅡ世：

喜歌劇「こうもり」より序
曲、美しき青きドナウ

フランツ・レハール：
喜歌劇「メリー・ウィドウ」
第3幕より二重唱“唇は語
らずとも”　他

1月14日（日） 14:00

沢 田 研 二
50周年記念 LIVE 2017〜2018

【出演者】
　石野真子　
　岩崎宏美　
　大橋純子　
　北原ミレイ　
　Char 
　BOYS AND MEN
　松下優也（X4）
　森進一　
　山本リンダ
 ※50音順

写真　稲越功一
※上記楽曲は、阿久悠の代表曲の一部で、
当日の演奏楽曲は未定です。予めご了承ください。
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ゴッホ展　巡りゆく日本の夢

1853年にオランダに生まれたフィンセント・ファン・ゴッホは、1886年にパリに移り、この地でさまざま刺激を受けながら、
自らの絵画表現を模索していきます。そこで大きな役割を果たしたものが、日本の浮世絵でした。ファン・ゴッホは
浮世絵版画を収集し、それを模写した油彩画を描き、構図や色彩を学び取っていきます。この展覧会では、ファ
ン・ゴッホと日本との相互の関係に2部構成でスポットをあてます。

10月24日（火）～1月8日（月・祝）※�月曜日、12月31日（日）、1月1日（月・祝）は休室�
（ただし、1月8日（月・祝）は開室）。

9:30～17:30※金曜日、11月1日（水）、2日（木）、4日（土）は午後8時まで。いずれも入室は閉室の30分前まで。

先着

《花魁》（渓斎英泉による）
フィンセント・ファン・ゴッホ
1887年　油彩・綿布　
ファン・ゴッホ美術館

（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）蔵 
©Van Gogh Museum, Amsterdam

（Vincent van Gogh Foundation）

東京都美術館［上野駅］ 一般［20枚］�900円（前売1,300円）

北斎とジャポニスム
ＨＯＫＵＳＡＩが西洋に与えた衝撃

本展は、近年ジャ
ポニスム研究が盛
んになるなか、北
斎を切り口とした世
界 初の展 覧 会で
す。国内外の主要
美術館らが所蔵す
るモネ、ドガ、セザ
ンヌ、ゴーガンをは
じめ西洋美術の名
品 約200点と、 北
斎 の 錦 絵 約30点
版 本 約60冊 の 計
90点（出品点数は
予定、会期中展示
替えあり）による“東
西・夢の競演” で、
北斎が西洋に与え
た衝撃をご覧いた
だきます。

10月21日（土）～1月28日（日）
※月曜日（ただし1月8日（月・祝）は開館）、12月28日（木）～1月1日（月・祝）、1月9日（火）
9:30～17:30 ※金、土曜日は20:00まで（ただし11月18日は17:30まで）。�

※入館は閉館の30分前まで

国立西洋美術館［上野駅］ 一般［30枚］�1,000円（前売1,400円）

先着

葛飾北斎『北斎漫画』十一編（部分）
刊年不詳
浦上蒼穹堂

改組 新 第4回 日展
11月3日（金・祝）～12月10日（日）
※毎週火曜日は休館
※11月10日（金）は「日展の日」。
　入場無料となります。
10:00～18:00
※入場は17:30まで

国立新美術館［六本木駅］ 一般［20枚］�700円（前売1,000円）

先着

インフルエンザ予防接種費用補助
平成29年度インフルエンザ予防接種補助申請の受付を開始します。
補助対象 �　�平成29年10月1日～平成30年3月30日までの間で会員本人が接種し、費用が3,000円以上の場合�

※接種日及び申請日の両日とも当共済の会員であること。�
※接種費用を自己負担していること。他の助成や会社からの費用負担を受けるなど、自己負担がない場合は対象外。

補助金額 �　1,000円（年度内1回のみ）
申請期限 �　平成30年3月30日（金）17:00まで
請求方法 �　�「インフルエンザ予防接種費用補助金請求書」に必要事項を記入･捺印のうえ、�

接種費用の領収書【原本】を添付し、窓口へ提出してください。�
※請求書はガイドブックP.91をコピーするか、当共済ウェブサイトでダウンロードしてください。�
※10人以上の同時請求の際は、事前にご連絡ください。

請求書兼領収書

氏名：　大田花子　様

総請求額
3,000円

入・外
外来

発行日
2017年11月24日

負担割合
　　●割

領収額
3,000円

本・家

インフルエンザ予防接種代として　
◆◆診療所
大田区南蒲田▲-▲-▲
電話03-3733-●●●●

①会員本人の氏名

③接種金額

⑤医療機関名

②接種日
　または領収日

④予防接種名の記載がない場合は
　「インフルエンザ予防接種代として」の
　明記と医療機関担当者印をもらってください。予防接種

3,000円

原本（コピー不可）

エドガー・ドガ《踊り子たち、ピンクと緑》
1894年 パステル、紙（ボード裏打）66×47cm
吉野石膏株式会社（山形美術館寄託）

講堂におけるイベント（講演会・シン
ポジウム・作品解説等）（入場無料）
◆ 11月4日（土） 映像による作品解

説、今年度審査員と新入選者に
よる座談会 （日本画）

◆ 11月5日（日） 「今年の受賞者と作
品の紹介」、座談会（洋画）

◆ 11月10日（金） 【日展の日】特別講
演・シンポジウム

◆ 11月11日（土） シンポジウムによる
討論会、講演会・映像による作
品解説（彫刻）

◆ 11月18日（土） シンポジウムによる
討論会（工芸美術）

◆ 11月23日（木･祝） シンポジウムに
よる討論会（書）

◆ 11月25日（土） 映像による作品解
説（日本画）

◆ 12月2日（土） 座談会（洋画）
◆ 12月3日（日） 映像による作品解説 
（彫刻・工芸美術・書）

※中学生以下は無料
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添
　いの方（1名まで）は無料
※毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者（都内在住、2名まで）は
　一般当日料金の半額
※いずれも証明できるものをご持参ください
※11月15日(水)、12月20日(水)はシルバーデーにより65歳以上の方は無料(要証明)。混雑が予想されます。
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大田区商店街連合会よりお知らせ
「特定退職金共済会」へご加入ください

退職金の充実は、家族・従業員の「安心と働く意欲のアップ」「事業所の発展」につながります。
◎大田区内、近郊の事業所に働く従業員や家族従業員のために、国の認証を受けて行う退職金共済制度です。
◎掛金は、全額事業主が負担し、全額必要経費として損金計上できます。
◎掛金は、加入者1名につき月額26口26,000円まで加入できます。
◎従業員が退職した場合には、事業主経由で共済会に退職金請求をしてください。
◎退職金は、退職者本人に支払います。
◎退職一時金は退職所得となり殆ど税金がかからないので、給与値上げよりも共済会加入のほうが有利です。

加入金2,000円が無料になる加入促進キャンペーン実施中！
（平成29年11月30日まで）

申込・問合せ：一般財団法人�大田区中小企業特定退職金共済会事務局�☎03-3734-8500�大田区産業プラザ5階

事務局からのお知らせ
退会手続は毎月25日まで！ �

退会時には「退会届」を窓口または郵送でお送りいただく必要があります。（ＦＡＸ不可）�
※書式はガイドブックまたはダウンロードで。退会届の到着が25日を過ぎた場合、翌月退会となりますのでご注意ください。

第3期会費引落しは10月26日！ �

引落口座の残高を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。前納が基本です。引落しができない状態が�
続くと予告なしに強制退会となります。

宿泊旅行利用補助（3,000円）終了のお知らせ �

窓口で申請する宿泊旅行利用補助（3,000円）が2018年3月30日で終了となります。�
※ライフサポート倶楽部の宿泊補助（年度6回）は継続いたします。

土曜日受取サービス終了のお知らせ �

ガイドブック7ページでご案内している土曜日受取サービスは5月31日をもって終了となりました。ご了承ください。

簡易書留料金は会員様ご負担です �

4月から5,000円以上のチケット類の送付に係る簡易書留料金（400円）が会員様のご負担になりました。

抽 選
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