
2018年4月1日現在　事業所数：1,617　会員数：4,536人

ふれあい 5
会員とその家族のために

大田区勤労者共済「会報」 平成30年（2018年）

第294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。

■はとバス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2、3
■【食事券】第一ホテル東京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
■図書カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
■チケットインフォメーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6、7
■事務局からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8

今月号の案内・オススメ



申込期間  　 5月10日（木）9:00 ～ （補助券の引き渡しは5月11日（金）9:00～）
申込方法  　☎03-3733-6107 のみ
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30年8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  　 ・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 春号
味覚を堪能！

日帰りバスの旅 春〜初夏

初夏の味覚
さくらんぼ狩り

宿泊バスの旅 春号

ワンランク上の
移動空間を演出

貴賓席の旅 春号

補助券が使えるパンフレットの例
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第一ホテル東京
東京都港区新橋1-2-6

予約TEL：03-3501-4411
利 用 有 効 期 間  　 ２０１８年５月11日（金）～２０１８年６月３０日（土）　除外日：５月２７日（日）
申 込 期 間  　２０１８年５月10日（木）9：00～５月２１日（月）
提 供 枚 数  　１会員４枚まで　各１００枚
申 込 方 法  　 ☎03-3733-6107 のみ　 

種別と枚数、会員番号、氏名、電話番号をお伝えください。
引 き 渡 し  　 ５月11日（金）9：00から窓口で「会員証」呈示のうえ代金と引換え。 

郵送ご希望の場合、5,000円以上は別途送料400円をご負担いただきます。
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、予約をお願いいたします。

対象レストラン

フレンチ「アンシャンテ」	【2F】
落ち着いた雰囲気と、ヨーロッパの伝統と気品漂うクラシカル
な店内が魅力のホテルのメインダイニングです。

前菜・メインディッシュを選べるランチコース
ノーブル
料　　金  　1名様 ￥3,500（通常料金 ￥4,860）
利用時間  　 ランチ 11：30～15：00（14：00 L.O.）
メニュー  　 アミューズ 

選べるオードブル 
本日のスープ 
魚料理 
選べる肉料理 
パン、デザート、コーヒーまたは紅茶

特 典  　 ワゴンデザート（1時間食べ放題）（通常料金¥1,080） 
グラススパークリングワイン （通常料金¥1,620）

「ラウンジ21」	 【21F】
銀座・汐留方面を一望できるロケーション、アールデコ調の
インテリアが印象的なダイニングラウンジです。

土・日・祝日限定ランチコース
お散歩ランチ
料　　金  　1名様 ￥1,500（通常料金 ￥2,500）
利用時間  　ランチ 11：30～15：00（14：30 L.O.）
メニュー  　 前菜 

本日のスープ 
メイン料理チョイス＜お魚料理またはお肉料理＞ 
パン・デザート・コーヒーまたは紅茶

食事券

※掲載の写真はイメージです

先着
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先着

0120-01-6031
■共済インフォメーションセンターフリーダイヤル

お電話の際に
「ず～っとあんしん共済」
とお申し出ください。

資料請求・
お問い合わせは
受付時間／平日9：00～17：00 ※携帯、PHSからもご利用いただけます

6015M105

終身生命共済・個人長期生命共済終身生命共済・個人長期生命共済

6015M105.15.12KD

全労済は、営利を目的としない保障の生協
として共済事業を営み、組合員の皆さまの
安心とゆとりある暮らしをめざしています。
出資金をお支払いいただいて各都道府県
生協の組合員になれば、各種共済をご利
用いただけます。全国労働者共済生活協同組合連合会

6015M105

安心が一生涯続く終身生命保障掛金が手頃な一生涯の終身医療保障

「ず～っとあんしん共済」は（一般社団法人）全国中小
企業勤労者福祉サービスセンターの会員の皆さま向け
の共済制度の呼称です。

全労済の一生涯続く、
医療保障と生命保障の

ご案内

ここに記載されている内容は、共済
制度の概要を説明したものです。
詳しくはパンフレットをご覧ください。

月払掛金例（抜粋）※

※掛金の払込期間は終身です。
※掛金は年齢によって変わります。

※払込満了年齢が60歳の場合。
※掛金は年齢によって変わります。

月払掛金例（抜粋）※

上記以外の保障額や満期金を付けられる

定期型 もあります！

3,000円 5,000円

3万円 5万円

病気・
事故入院

手 術
（保障額）

200万円 300万円
死亡・
重度

障がい
（保障額）

★1：1日以上入院したとき1日目から【1回の入院で最高180日（通算1,000日）】保障／★2：全労済所定の手術を保障

5,000円

5万円
300万円

おすすめおすすめ

男性
女性 3,980円

終身200 終身300
4,320円

5,970円
6,480円

男性
女性 6,180円

6,740円
9,270円
10,110円

満
30
歳

満
40
歳

終身300

5,970円
6,480円

9,270円
10,110円

終身3000 終身5000

1,356円
1,344円

2,260円
2,240円男性

女性

1,746円
1,752円

2,910円
2,920円男性

女性

満
30
歳

満
40
歳

終身5000

2,260円
2,240円

2,910円
2,920円

★1

★2

（日額） （日額）

（注）この制度には会員専用の掛金が適用されますので、会員でなくなった場合には掛金が変更となります。

終身型終身型

終身生命共済・個人長期生命共済

（注）この制度には会員専用の掛金が適用されますので、会員でなくなった場合には掛金が変更となります。

サービスセンター退会後も保障を継続できるのがポイント！

～「図書カードNEXT」って何？～
「図書カードNEXT」は出版界の共同運営会社、日本図書普及株式会社が発行する本と雑誌のギフトカード
です。図書カードNEXTの加盟店制度に加入している全国の書店等のうち、カード読取り端末機が設置し
てある店舗で利用できる便利なプリペイドカードです。以前の磁気式の図書カードは、書店でお客様の
利用金額を専用の読取り機で減額処理しておりました。これらに対し、図書カードNEXTでは、紙素材の
カードに印刷されたQRコードを書店で読み取り減額処理いたしますが、ご利用方法はこれまでの磁気式
の図書カードと変わりません。カードの残額がなくなるまで何回でも繰り返しご利用になれますが、10
年の有効期限があります。

図書カードNEXTを
特別価格で販売します！
申込期間 　 5月10日（木）9:00～
提供枚数 　200枚（1会員2枚まで）
料　　金 　4,500円（額面5,000円、有効期限2030年12月31日）
申込方法 　 ☎03-3733-6107 のみ
引き渡し 　 5月11日（金）9：00から窓口で「会員証」呈示のうえ代金と引換え。 

郵送ご希望の場合は、別途、簡易書留料金（400円）をご負担いただきます。

注意事項 　 申込後の変更や取消は 
できません。

見本
本

Book
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申込期間 　 5月1日（火）9:00～16日（水）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5月18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

シェイクスピアの喜劇『じゃじゃ馬ならし』を劇中劇に仕立
て、舞台裏と交互に見せるバック・ステージ・ミュージカル

の傑作「キス・ミー・ケイト」。
作詞・作曲はジャズの巨匠
コール・ポーター。名作『ま
たショウが始まる』「ソウ・イン・
ラブ』、迫力あるダンス、華
やかな衣装、豪華な出演
者など見どころ満載です。
出演：	松平健　一路真輝
	 水夏希　大山真志
	 川﨑麻世　ちあきしん
	 杉山英司（スギちゃん）
	 太川陽介　他

各地で完売間近！いま話題のイタリア名門歌劇場初来日
公演、一流のキャストが演じるヴェルディの名作オペラ。
【出演】	 バルバラ・フリットリ（レオノーラ）
	 フランチェスコ・メーリ（マンリーコ）
	 イタリア・バーリ歌劇場
	 イタリア・バーリ歌劇場管弦楽団/合唱団

東京国際フォーラム ホールA［有楽町駅］
全席指定 6,000円（一般7,800円）
募集枚数：10枚 ※3歳以上チケット必要

明治座［人形町駅］
S席 8,000円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

大田区民ホール アプリコ 大ホール［蒲田駅］
全席指定 4,000円（一般7,560円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

東京文化会館［上野駅］
S席 17,000円（一般29,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

Bunkamuraオーチャードホール［渋谷駅］
S席 8,500円（一般12,000円）
募集枚数：6枚 ※未就学児入場不可

槇原敬之
Makihara Noriyuki Concert 2018 
"TIME TRAVELING TOUR" 1st Season

花盛り四姉妹
～吉野まほろば物語～

イタリア・バーリ歌劇場
「イル・トロヴァトーレ」

フジコ・ヘミング＆スロヴァキア
国立放送交響楽団

7月12日（木） 19:00

6月9日（土） 13:00
6月10日（日） 10:30

6月15日（金） 14:00 
 18:00

6月19日（火） 18:30

抽選

抽選

抽選

抽選

【出　　演】	イングリッド・フジコ・ヘミング（ピアノ）	
	 マリオ・コシック（指揮）	
	 スロヴァキア国立放送交響楽団（オーケストラ）
【プログラム】	ショパン：ピアノ協奏曲	第1番	
	 リスト：ラ・カンパネラ	
	 ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」	他

※	出演者・演目は、
やむを得ない事
情により変更にな
る場合がありま
す。あらかじめ
ご了承ください。

抽選
吉野の老舗旅館を舞台に四人姉妹が織りなす人生模様
グランドフィナーレでは
四人姉妹が熱唱！
出演：	藤あや子
	 石野真子
	 藤原紀香
	 三倉茉奈
	 松村雄基
	 おりも政夫
	 曽我廼家寛太郎
	 大沢健　ほか

カルッツかわさき　ホール［川崎駅］
S席指定 4,500円（一般6,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

梅沢富美男＆研ナオコ
アッ！とおどろく夢芝居

抽選

6月22日（金） 18:30

東京国際フォーラム ホールC［有楽町駅］
全席指定 5,000円（一般7,000円）
募集枚数：各10枚 ※3歳以下入場不可
� ※演奏は特別録音音源を使用します

親子で楽しむ
夏休みバレエまつり
キエフ・バレエ－タラス・シェフチェンコ
記念ウクライナ国立バレエ－

①8月4日（土） 14:00
②8月5日（日） 11:30
③8月5日（日） 15:00

珠玉のクラシック・バレエの中
から名場面ばかりを集めたバ
レエ傑作集。司会のお姉さん
の解説も付いて、４才以上の
お子様から大人まで楽しめる
大人気の公演です。

抽選

恐竜どうぶつ園2018
～Erth's Dinosaur Zoo～
ティラノサウルス×トリケラトプスの戦い?!

ミュージカル
「キス・ミー・ケイト」

抽選

7月18日（水） 16:30
なかのZEROホール［中野駅］
全席指定 2,000円（一般3,000円）
募集枚数：6枚
※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。
　但し、座席が必要な場合有料。
※終演後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ合えます。
　その際には写真撮影も可能です。

2年間累計15万人
動員!今回は、大
人気草食恐竜「トリ
ケラトプス」が初登
場!大人気ティラノサ
ウルスもやってくる!2
頭が見せるリアルな
動きと展開に乞うご
期待!

加藤健一事務所
「煙が目にしみる」

抽選

6月29日(金) 19:00
6月30日(土) 13:00

大ヒットジャズナンバー「煙が目
にしみる」に乗せてお贈りする、
笑いと涙のフューネラル・コメディ！	

原案：	鈴置洋孝
脚本・演出：堤泰之
出演：	加藤健一　山本郁子
	 天宮良　加藤忍
	 伊東由美子　佐伯太輔
	 菊地美香　伊原農
	 久留飛雄己　吉田芽吹
	 照屋実　新井康弘

笑いあり、涙ありの
「人情喜劇」から、歌
謡ステージ、バラエ
ティーショーまで、
盛りだくさんのス
テージです。
第一部：
芝居「十九の春」
第二部：
歌謡ステージ
第三部：
	女形男形舞踊
バラエティショー

6月30日(土) 15:00
大田区民プラザ　大ホール［下丸子駅］
全席指定 4,000円（一般5,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

2018年3月2日によこすか芸術
劇場から始まったツアーは、
新作のリリースに伴うツアーで
はなく、リリースしてきた楽曲た
ちをフラットに並べてみて、そ
こからチョイスするというお楽
しみ感満載の内容になってい
ます!おなじみの曲から、新し
い曲、そして久しぶりにライブ
で歌われる曲まで!どんな曲が
どんなアレンジで聴くことができ
るのか、ご期待ください!
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モネ それからの100年
7月14日（土）～9月24日（月・休）※休館日：木曜日（8月16日は開館）
10:00～18:00 ※9月14日（金）・15日（土）は午後8時30分まで�

※入館は閉館の30分前まで

先着
ルーヴル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか
5月30日（水）～9月3日（月）
※毎週火曜日は休館（ただし８月１４日（火）は開館）
10:00～18:00
※入場は閉館の30分前まで

国立新美術館 企画展示室1E［乃木坂駅］

先着

先着

人の似姿を描出する肖像芸術は、古代以来の長い歴史を
もつ芸術ジャンルです。本展は、肖像芸術の社会的役割
や表現上の様々な特質を、ルーヴル美術館の全8部門の
代表的作例を通じて浮き彫りにします。3000年以上も前の
エジプトの棺用マスクから、ルイ14世やナポレオンなどの君
主像、華麗な女性や愛らしい子どもたちの肖像まで、肖像
芸術の魅力をご堪能ください。

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円）

サッカーJ1
申込方法  ☎03-3733-6107 

　　　　　または 窓口（FAX･メール不可）
注意事項  ◆申込後の変更や取り消しはできません。
提供枚数  1会員1試合4 枚まで。3試合まで申込可

抽選  ＦＣ東京／味の素スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

7月22日（日） 19:00 横浜F・マリノス
7月27日（金） 19:00 V・ファーレン長崎
8月5日（日） 19:00 ヴィッセル神戸
8月15日（水） 19:00 柏レイソル
席　　種  ホーム自由席 （ ）内は一般価格

提供価格  大　　人 1,800円 （2,300円） 
　　　　　小中学生 　500円 （600円）

抽選  川崎フロンターレ／等々力陸上競技場
開催日 時　間 対戦相手

8月5日（日） 19:00 横浜F・マリノス
8月15日（水） 19:00 サガン鳥栖
8月25日（土） 19:00 ベガルタ仙台※ACLの結果次第で

　8/24に変更の可能性あり

席　　種  ホームA自由 （ ）内は一般価格

提供価格  大　　人 1,400円 （2,600円） 
　　　　　小中学生 　400円 （1,200円）

抽選  横浜F･マリノス／日産スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

7月28日（土） 18:00 清水エスパルス
8月15日（水） 19:30 名古屋グランパス
席　　種  バック自由 （ ）内は一般価格

提供価格  大　　人 1,800円 （2,900円） 
　　　　　小中学生 　800円 （1,200円）

申込方法  ☎03-3733-6107 
　　　　　または 窓口（FAX･メール不可）
注意事項  ◆申込後の変更や取り消しはできません。
提供枚数  1会員1 試合4枚まで。3試合まで申込可

抽選  読売ジャイアンツ／東京ドーム
開催日 時　間 対戦相手

9月12日（水） 18:00 東京ヤクルトスワローズ
9月16日（日） 18:00 中日ドラゴンズ
9月19日（水） 18:00 横浜DeNAベイスターズ
9月22日（土） 14:00 東京ヤクルトスワローズ
9月29日（土） 18:00 広島東洋カープ
席種・価格   指定席A （ ）内は一般価格 

5,000円 （5,400円＋東京ドーム商品券1,000円）

注意事項  ◆1塁・3塁の指定はできません。 
 ◆2名様単位のお申込みに限ります。 
 ◆ 東京ドーム商品券は、東京ドーム内の移

動販売店をはじめ、レストラン・ショッ
プなど東京ドームシティのあらゆる施設
で利用できます。

©KAWASAKI FRONTALE

©F.C.TOKYO

©Y.F.MARINOS / SCBF

プロ野球

※中学生以下は無料

本展では、モネの初期から晩年までの絵画 25 点と、後世
代の 26 作家による絵画・版画・写真・映像 65 点を一堂
に展覧し、両者の時代を超えた結びつきを浮き彫りにします。
そして、「印象派の巨匠」という肩書にとどまらず、いまも
なお生き続けるモネの芸術のゆたかな魅力に迫ります。

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円）

第一回キルト時間フェスティバル in 横浜
先着5月30日（水）～6月1日（金）　10:00～18:00

※最終日は17:00まで　※入場は閉場の30分前まで

パシフィコ横浜 展示ホールB［みなとみらい駅］

一般［10枚］ 900円（前売1,300円）

ミケランジェロと理想の身体
6月19日（火）～9月24日（月・休）
※月曜日、7/17（火）は休館。ただし、7/16（月・祝）、
　8/13（月）、9/17（月・祝）、9/24（月・休）は開館
9:30～17:30　
※金、土曜日は21:00まで　※入館は閉館の30分前まで

先着

国立西洋美術館［上野駅］

彫刻、絵画、建築の各分野で名をなし「神のごとき」と称
された男、ミケランジェロ・ブオナローティ（1475～1564）。
本展では、世界に全部で約40点しか現存しないミケラン
ジェロの大理石彫刻のうち、傑作《ダヴィデ=アポロ》を日
本初公開すると共に、古代ギリシャ・ローマとルネサンス
の作品約70点により、ミケランジェロや同時代の芸術家た
ちが創りあげた、理想の身体美の表現に迫ります。	

ミケランジェロ・ブオナローティ 
《ダヴィデ=アポロ》 1530年頃 

バルジェッロ国立美術館蔵
Florence, Museo Nazionale del Bargello 
On concession of the Ministry of cultural 

heritage and tourism activities. 

ヴェロネーゼ《女性の肖像》、通称《美しきナーニ》 1560年頃
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / 

Michel Urtado /distributed by AMF-DNPartcom

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円） ※中学生以下は無料

※小学生以下無料　※毎週土曜日は高校生以下無料（要生徒手帳、学生証）
※障がい者手帳をお持ちの方と介護の方（1名）は無料
※観覧当日に限り本展のチケットで「横浜美術館コレクション展」も観覧可
※本券は、企画展リピーター割引の対象です。
※今後の諸事情により、開館日、開館時間等を変更する場合がございます。
　最新情報は、展覧会公式サイトにてご確認ください。

横浜美術館［みなとみらい駅］

全国のキルト作家による参加型イベントが
パシフィコ横浜にて開催決定！

【前売特典】
 半券で開催期間中、
ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテルの
レストランランチ 10% 割引
※中学生以下無料。
※障がい者手帳をご持参の方（付添1名含む）は無料。

※金・土曜日は、5・6月は20:00まで
7・8・9月は21:00まで
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４～６月　春風薫る企画のお知らせ

申 込 方 法

人間ドック指定期間のアルファメディック・クリニックより

アルファメディック・クリニックで4～6月中に人間ドックを受診した

大田区勤労者共済の会員にもれなく3,000円のギフトカードをプレゼント！

この機会に人間ドックを受診されてはいかがですか？

☎予約専用ダイヤル　（044）511-6116

【健 診 曜 日】 月曜日～土曜日
（日曜・祝日・年末年始は除く）

【予約受付時間】 月曜日～土曜日　8:30～17:00
（日曜・祝日・年末年始は除く）

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
 川崎テックセンター8F

①アルファメディック･クリニック　☎ 044-511-6116で

　受診する内容と日時を予約してください。

②勤労者共済　☎ 03-3733-6107　または 窓口に補助券を

　申請してください。（FAX・メール不可）　

③受診当日に利用補助券を提出し、補助額を差し引いた金額を

　お支払いください。

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。

郵送サービス
ご来館が難しい場合は、チケット類と振込用紙を自宅または事業所にお送りします。
〇合計金額が5,000円未満：普通郵便で翌営業日に投函
〇合計金額が5,000円以上：簡易書留郵便（送料400円は会員ご負担）で翌水曜日に投函


