
プラネタリウム観賞会プラネタリウム観賞会

公益財団法人
名古屋市中小企業共済会

☎〈052〉735-2131
FAX〈052〉735-2134 令和４年

アンケートにご協力ください！ 詳しくは ９月号 または ウェブサイト をご覧ください。
抽選で1,000円分のクオカードプレゼント!!

11月号
 No.309

12月4日（日）
①ファミリーアワー「火星への旅」
　［受　　付］10：30～11：00　［投影開始］11：20（約50分間）
②一般投影～科学館60周年記念～「天文学60年のあゆみ」
　［受　　付］11：50～12：20　［投影開始］12：40（約50分間）

名古屋市科学館（現地集合、入場券は当日配布となります）

ファミリーアワー　50名
一般投影　　　　 30名

事業参加申込書(共済会ウェブサイトからダウンロード可)に
必要事項を記入のうえ、FAXまたは郵送にて共済会へお申
込みください。

11月16日（水）　定員に達し次第、締め切ります。

ファミリーアワーは幼児から小学校低学年のお子様連れ
のご家族を対象としたプログラムです。
※小さなお子様連れの方は、ファミリーアワーへのご参加をおすすめします。

日　時

集合場所

募集定員

※大学・高校生、名古屋市在住の６５才以上の方は別途料
金区分が定められていますが、今回の団体観賞では大
人料金を適用します。

※４才以下のお子様は安全上の理由により、保護者の膝上で観賞
となります。

・申込締切後の人数の変更、キャンセルや返
金はいたしかねます。

・実施決定後（申込締切日以降）に当日のご案
内とチケット引換証をお送りしますので、案内
到着後に参加費をお支払いください。

・入場券は当日お渡ししますので、受付時間内
にお越しください。一般投影にご参加の方
で、受付時間より前に入場券の受取りを希望
される場合は、お申込みの際にお知らせくだ
さい。

申込方法

参加費

その他

申込締切日

同伴者（一般料金）
800円

会員・同居親族
500円大人（高校生以上）

中学生以下 無　料

区　分

※参加者が２０名に満たない場合は中止となります。

プラネタリウム観賞会
共済会
申込
共済会
申込

新型コロナウイルスの感染状況により、止むを得ず観賞会を
中止する場合があります。悪しからずご了承ください。

『空想のような現実の世界』（とだがわこどもランド)
撮影者：長田優子



チケット・補助券等のお申し込みは
申込方法 振込先

三菱UFJ銀行 栄町支店
　普通　0745297　
　ｻﾞｲ）ﾅｺﾞﾔｼﾁｭｳｼｮｳｷｷﾞｮｳｷｮｳｻｲｶｲ
郵便局（ゆうちょ銀行）
　00870－0－64613　
　（公財）名古屋市中小企業共済会

専用の振込用紙はありませんので、共済会料
金を下記振込先へ直接お支払いください。
なお、振込手数料はご負担ください。●電話 052－735－2131

　　　　  （平日8：45～17：15受付）
●ＦＡＸ 052－735－2134
　　　　      　 （24時間受付）

●WEB https://ticket.nagoya-kyosai.jp
                          （24時間受付　一部チケット限定）

○入場券の座席指定及び予約後のキャンセルはできません。
○チケット・補助券は会社へのお届けとなります。

大好評ツアー第3弾!!今年度最後のあっせんです！

事業参加申込書（共済会ウェブサイトからダウン
ロード可）に必要事項を記入のうえ、FAXまたは郵
送にて共済会へお申込みください。お申込み後に
予約の可否をご連絡いたします。
※大ナゴヤツアーズに直接申し込んだ場合、共済
会料金は適用されません。

名古屋や東海エリアのまちの魅力を「体験」や「学び」などを通して、楽しめる体験プログラムツアーです。個性的で愛情あふれるその道の
プロのガイドさんがご案内してくれますので、ここでしか出来ない体験ができ、さらにツアー終了後は、大名古屋ツアーズからツアー写真の
メールが届きます。 

申込方法

ツアー終了後にモニターレポート（所定の様式）を提出いただいた方に
は、2,000円分のQUOカードを進呈します。（1会員につき1枚）

双眼鏡でじっくり野鳥を観察。季節的にオナガガモ、マガモ、カルガ
モなどのカモ類、エナガ、メジロ、シジュウカラなどの小鳥が見られ
ます。姿かたち、可愛い仕草に癒されつつも、
空間の使い方、行動をじっくり観察しましょう。

来年の大河の舞台 岡崎！城下町の岡崎には古くから愛される喫茶
店があちこち残っています。その中でも超個
性的な空間が魅惑的すぎる2軒をはしごする
インパクト抜群の喫茶店ツアーです。 

名古屋の喫茶店、コーヒー文化を60年以上支え続けているボンタ
イン珈琲。目の前で迫力満点の焙煎実演を見学、そして自分で好
みのブレンドコーヒーを100gつくるブレンド体験まで。ボンタイ
ン珈琲のコーヒーの美味しさを体感できる
コーヒー好きにはたまらないツアーです。

大人気の妖怪まち歩き、今回は【鬼編】！！島
田さんのガイドで鬼スポットに立ち寄るな
ど、鬼を軸にして街をじっくり妖怪目線で散
策します。まったく怖くない妖怪まち歩き。
「妖怪の世界」の楽しみ方を知りましょう！

モニター参加について

対象ツアー

・お申込み後のキャンセルおよび人数の変更、返金はいたしかねます。
・付き添いによる無料の参加はできません。（未就学児は参加費不要）
・共済会の貸切ツアーではないため、一般の方も参加されます。

開催日の2週間前　
※定員に達した場合は早期に締切ります。

申込締切日

その他

共済会
申込
共済会
申込

ツアー詳細 ツアー詳細

ツアー詳細
ツアー詳細
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11月27日（日）10:00～12:00　
8名程度　
小幡緑地（本園）大駐車場【無料駐車場あり】　
会員・同居家族　　　2,000円
同伴者（一般料金）　3,000円　
野鳥観察（双眼鏡貸し出し、保険料）
※野鳥は野生の動物ですので、ツアー時に必ずすべての鳥が見ら
れない可能性もあります。ご了承ください。

開催日

募集人数

集合場所

共済会料金

内　容

A双眼鏡片手に野鳥の姿やしぐさに癒されよう！
　野鳥観察ツアー【小幡緑地】
＜ガイド＞伊藤栄一さん　森のなりわい研究所 代表　

11月26日（土）14:00～16:00　
5名程度　
名鉄「東岡崎」駅　北口（地上）　
会員・同居家族　　　1,500円
同伴者（一般料金）　2,500円　
喫茶・レストラン丘、亀屋（喫茶店での飲み物など実費）

開催日

募集人数

集合場所

共済会料金

内　容

B岡崎・レトロ純喫茶めぐり
　喫茶・レストラン丘、亀屋 編
    ～衝撃のキラキラ空間＆亀だらけの激渋喫茶をはしご～
＜ガイド＞ 大竹敏之さん　名古屋在住のフリーライター　

11月26日（土）11:00～13:00　
8名程度　
ボンタイン珈琲本社（名古屋市北区平手町1-23）　
会員・同居家族　　　2,500円
同伴者（一般料金）　4,500円　
ミニ珈琲セミナー（豆の生産からカップま
でのこだわり）、工場見学、ブレンドコーヒーづくり（試
飲、ブレンド）、ブレンドコーヒーお土産、保険料

開催日

募集人数

集合場所

共済会料金

内　容

C迫力満点のコーヒー豆焙煎実演＆オリジナルブレンドづくり！
　ボンタイン珈琲ツアー
    ～1日400kgのコーヒー豆製造する工場へ潜入！！自分好みのマイブレンドづくり＆お土産付～
＜ガイド＞ 深谷幸男さん（株）ボンタイン珈琲本社 直営事業部 兼 企画部 部長

11月27日（日）10:00～12:00　
10名程度　
地下鉄名城線
「ナゴヤドーム前矢田」駅　東改札口前　
会員・同居家族　　　1,500円
同伴者（一般料金）　2,500円　
妖怪まち歩き（晴明神社→上野天満宮→覚王山界隈→
日泰寺→梅花堂）、まち歩き資料、保険料

開催日

募集人数

集合場所

共済会料金

内　容

D陰陽道と鬼、雷神から節分まで！「鬼」の日本での変貌とは。
　なごや妖怪まち歩きツアー
    ～晴明神社から上野天満宮、梅花堂の名物鬼まんじゅうまで～
＜ガイド＞島田尚幸さん　あいち妖怪保存会 共同代表



申込方法・振込先はＰ2をご覧ください。

チケットあっせんチケットあっせん

お申込み後、共済会へ代金をお振
込みください。

ご注文時点ではお取りできていないため、後日お電話にて可否を回答します。お取
りできた場合は共済会へ代金をお振込みください。

共済会に在庫のあるチケットのた
め、準備ができ次第発送します。

利用日や開催期間が近づいたら発
送します。（約1週間前を目途）

共済会ウェブサイトからお申込み
ができます。

映画鑑賞券

●3D作品等を鑑賞される場合は別途追加料金が必要です。　　●特別興業作品などは利用できない場合があります。
●コロナシネマワールド、TOHOシネマズ、109シネマズ、イオンシネマの映画鑑賞券は、ご注文いただくタイミングによって入
荷待ちによる後日発送となる場合がありますので、ご利用予定日から余裕をもってお申込みください。

共済会
申込
共済会
申込 インフルエンザ

予防接種補助
会員本人（年度1回限り）
ただし、負担額が2,000円以上のインフルエンザ予防
接種を本年度10月1日～1月31日の間に受けた方。　
1,000円　
先着1,600名　　
令和5年2月6日（月）共済会必着
※定員に達し次第、締め切ります。　
共済会ウェブサイトの申請用紙のダウンロード（バ
ナー）をクリックし、該当の用紙をダウンロードして印刷
してください。

所定の申請書（共済会ウェブサイトからダウンロード可）に必要事
項を記入、押印のうえ提出してください。補助金は事業所ごとに慶
弔給付金振込口座にお支払いします。なお、個人で接種した場合
と事業所単位で接種した場合では申請書が異なりますので、下記
をご確認ください。
【個人で接種した場合】
「インフルエンザ予防接種補助金申請書（個人）」に必要事項を
記入のうえ、会員氏名、負担金額、接種内容（インフルエンザ予
防接種と明記）、接種日が明記された医療機関発行の領収書を
添付して提出してください。

【事業所単位で接種した場合】
「インフルエンザ予防接種補助金申請書（事業所）」、「インフル
エンザ予防接種者名簿」に必要事項を記入のうえ提出してくだ
さい。なお、接種者名簿には医療機関の証明（医療機関または医
師の印）が必要となります。

申請締切日

募集人数

申請用紙

申請方法

対象者

補助額

大　人

大学生

1,900円

1,500円
1,000円大　人 令和5年

3月末

令和5年
3月末

1,900円
1,500円
1,000円
1,000円

大　人
大学生
小中高生
幼　児

令和5年
2月末

大　人

小　人
幼／小中高生

1,900円
1,500円
1,000円
1,000円

大　人
大学生
小中高生
幼　児

令和5年
4月末

1,000円

700円

1,000円

700円

大　人

小　人
幼／小中高生

1,900円

1,500円

大　人

大学・専門生
1,000円大　人

※名古屋空港：1,800円
中日本興業
・ミッドランドスクエアシネマ
・ミッドランドスクエアシネマ2
・ミッドランドシネマ名古屋空港

大　人

大学生

1,900円

1,500円
1,000円大　人 令和5年

2月末

TOHOシネマズ
・TOHOシネマズ赤池
・TOHOシネマズ津島
　ほか全国のTOHOシネマズ

大　人

大学生

1,900円

1,500円
1,000円大　人 令和5年

4月末

109シネマズ
・109シネマズ名古屋
・109シネマズ四日市
　ほか全国の109シネマズ

大　人

大学生

1,800円

1,500円
1,000円大　人 令和5年

2月末

イオンシネマ
・イオンシネマ名古屋茶屋
・イオンシネマ長久手
　ほか全国のイオンシネマ

・中川コロナシネマワールド
・小牧コロナシネマワールド
　ほか全国のコロナシネマワールド

コロナシネマワールド

・ユナイテッド・シネマ稲沢
・ユナイテッド・シネマ豊橋18
　ほか全国のユナイテッド・シネマ＆シネプレックス

・伏見ミリオン座
・センチュリーシネマ

ユナイテッド・シネマ&シネプレックス

スターキャット

劇　場 区　分 共済会料金 有効期限 通常料金

WEB座席指定可

WEB座席指定可

WEB座席指定可

WEB座席指定可

3福利厚生ニュース［令和４年11月］No.309

チケットチケット Web
申込
Web
申込

チケットチケット

随時
発送

随時
発送

後日
発送

予約
チケット
予約

チケット

Web
申込
Web
申込



共済会
申込
共済会
申込

共済会
申込
共済会
申込

申込方法・振込先はＰ2をご覧ください。

※ジェフグルメカード・
　こども商品券のみ

サンタクロースからの手紙

共済会料金

申込締切日

配達時期

申込方法

1通　1,300円
　　　（通常1,540円）

12月中旬～12月25日頃
※国内から配達日指定郵便でのお届けとなります。

専用の申込用紙（共済会ウェブサイトからダウンロー
ド可）に記入のうえ、FAXまたは郵送にてお申込み後、
料金を共済会にお支払いください。

11月15日（火）17：00

11／8（火）受付開始
11月8日（火）～11月18日（金）
※申込み数が上限に達し次第、締め切ります。

申込期間 WEB申込では本人分のみ注文ができます。なお、FAX、電話で
のお申込みも引き続き可能です。事業所内で複数名を取りまと
めてご注文をされる場合は、WEB申込みは利用できませんの
で、従来通りFAXでご注文いただきますようお願いします。
※利用できる店舗はそれぞれのＨＰにてご確認ください。

その他

12月中旬（予定）
※発送日は前後する可能性があります。

発送日

1セット　4,700円（通常5,000円）
※500円のお食事券10枚で1セット、有効期限はありません。
※ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、サーティワンア
イスクリーム、吉野家など1,000ブランド以上で使えます！　
先着400セット（お一人につき2セットまで）

共済会料金

あっせん数

1セット　4,600円（通常5,000円）
※500円の商品券が10枚で1セット、有効期限：2027年
12月31日まで。　
先着100セット（お一人につき2セットまで）

共済会料金

あっせん数

ジェフグルメカード
～テイクアウトで使って「イエナカ外食」も楽しめる！～ ～クリスマスやお年玉に向けて～

こども商品券

共済会料金

申込締切日

発送日

開催期間 開催中～令和5年5月31日（水）
※12/23（金）～25（日）はクリスマス特別営業のため、本チケッ
トは利用できません。

①クーポン（1,000円分）付き入場券
　小学生以上　　　　2,300円（通常2,500円）
※小学生未満入場無料（村内施設一部有料）
②ベゴニアガーデン入館券付き入場券
　大人（高校生以上）　1,500円（団体1,800円）
　小中学生　　　　　1,200円（団体1,400円）
　幼児（3才以上）　　 　100円（団体　200円）
※幼児はベゴニアガーデン入場券のみの料金です。
※ベゴニアガーデン入館券付き入場券は団体専用プランのため、
なばなの里窓口での販売はありません。

11月24日（木）

12月中旬頃予定
※発送日は予定から
　前後する場合が
　あります。

なばなの里
イルミネーション

チケットチケット

ケンタッキーフライドチキン
パーティーバーレル
1セット　3,900円（通常4,480円）
[セット内容]オリジナルチキン8個、
　　　　    ミートドリア、
　　　　    ドゥブルフロマージュ（クリスマス絵皿付） 
50セット（お一人につき2セットまで、各店舗15名限り） 
12月17日（土）～25日（日）
10：00～20：00の希望日時を指定（30分単位）
※12/24、25は10：00～16：00 
KFC太平通り店、金城店、中村公園店、檀渓通店、
守山大森店、志段味店、イオンモール名古屋茶屋店の
いずれか   
11月25日（金） 
共済会へ受取日時、受取店舗を指定のうえお申込みの
後、料金を共済会へお支払ください。後日、指定いただ
いた受取店舗と日時を記載した商品引換券をお渡しし
ますので、商品受取の際に店舗までお持ちください。
※共済会の会員証特典はご利用できません。

申込締切日

あっせん数

共済会料金

受取店舗

受取日時

利用方法

申込締切日

共済会料金

配達時期

申込方法

1冊　3,600円（通常4,180円）

12月中旬～12月25日頃
※宅配便の国内発送でお届けします。
　（発送日の指定はできません）

専用の申込用紙（共済会ウェブサイトからダウンロード
可）に記入のうえ、FAXまたは郵送にてお申込み後、料
金を共済会へお支払いください。

11月15日（火）17：00

オーダーメイド
絵本

オーダーメイド
絵本

お子様に愛と夢を送る世界で
一冊の絵本です。絵本は10種
類からお選びいただけます。

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。

WEB申込みできます！
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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。

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」

南こうせつ

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 12月17日（土）　17：00開演

名古屋市公会堂　大ホール

全席指定　5,800円
　　　　　（通常7,500円）
※未就学児童入場不可。

10枚（お一人につき4枚まで）

11月24日（木）

あっせん数

さだまさし

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 12月8日（木）　18：00開演
12月9日（金）　18：00開演

日本特殊陶業市民会館
　　　　　フォレストホール

全席指定　8,000円
　　　　　（通常8,800円）
※未就学児童入場不可。

各日10枚（お一人につき各4枚まで）

11月15日（火）

あっせん数

スギテツ
クリスマス
大音楽会2022

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 12月11日（日）19：00開演

三井住友海上しらかわホール

全席指定　2,000円（通常2,500円）
※2歳以下入場不可。3歳以上小学生未満に限り、大人1名につ
き1名膝上鑑賞可。但し席が必要な場合は有料。

10枚

11月18日（金）

あっせん数

ミュージカル
「クリスマス・キャロル」

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 12月15日（木）　18：30開演

日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

S席　5,900円
　　（通常8,000円）
※未就学児童入場不可。

10枚

11月24日（木）

あっせん数

ミュージカル
「東京ラブストーリー」

共済会料金

申込締切日

会　場

公演日時 1月14日（土）
　12：30開演／17：30開演

刈谷市総合文化センター大ホール

S席　10,500円
　　　（通常12,500円）
※未就学児童入場不可。

各回10枚

11月24日（木）

あっせん数

公演日時
12/22（木）　18：30開演　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
12/23（金）　14：00開演　春風亭昇太、柳家喬太郎、三遊亭白鳥、林家彦いち
12/23（金）　18：30開演　春風亭昇太、柳家喬太郎、三遊亭白鳥、林家彦いち
12/24（土）　12：00開演　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開演　桂文珍、三遊亭小遊三、桂米團治、林家たい平、桂吉弥
12/25（日）　12：00開演　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開演　桂南光、柳亭市馬、立川志の輔、立川生志、桂二葉

共済会料金

申込締切日

会　場 名古屋市公会堂大ホール

全席指定（12/22、12/23）
　4,000円（通常5,000円）
全席指定（12/24）
　5,000円（通常6,000円）
全席指定（12/25）
　5,500円（通常6,000円）
※未就学児童入場不可。

各10枚

11月24日（木）

あっせん数

やってみた展
カラダで学ぶ遊園地

共済会料金

申込締切日

会　場

会　期 12月3日（土）～令和5年2月19日（日）
9：30～17：00（入場は16：30まで）
※休館日：毎週月曜日（1/9は開館）、12/16、12/29～1/3、
　1/10、1/20、2/17

名古屋市科学館理工館地下2階イベントホール

一　般　1,500円（前売1,700円/当日1,800円）
高大生　　700円（前売　800円/当日　900円）
小中生　　300円（前売　400円/当日　500円）
※お一人につき6枚まで。
※未就学児童入場無料。高大生は学生証が必要。
※本券でプラネタリウムを除く名古屋市科学館展示室をご覧いただけます。
※障害のある方など及び介護者の方（2名まで）は、当日料金の半
額で入場できますので、当日現地でチケットを購入してください。

※共済会が差額を負担しています。

1月26日（木）

［出演］吉田栄作、早見優、吉田要士、星野真衣、
　　　真樹めぐみ、市川由希、渡辺亮、小林あゆみ 他

クラシックで踊る音楽実験室

［出演］12：30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
　　　17：30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
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南知多ビーチランド

野外民族博物館リトルワールド　第5回世界一周マラソン大会

12月11日（日）

ランネット（https://runnet.jp）から、ご自身
でお申込みください。ご利用にはランネットへ
の会員登録（無料）が必要です。

11月13日（日）
※申込期限内であっても、定員に達した場合は受付を終了いたします。

12月3日（土）・4日（日）

申込専用サイトから、ご自身でお申込みください。

11月28日（月）

申込方法・振込先はＰ3をご覧ください。

世界2周（5km）
世界4周（10km）
リレーマラソン

世界1周ファミリーラン
応援入場

※参加料にはrunnet登録料（100円）、入館料が含まれます。
※世界1周ファミリーランはタイム測定はありません。
※参加料はいかなる場合も一切返金出来ません。予めご了承ください。

参加料/人

≪参加料≫※入園料込み

イベントスケジュール
  9：50～10：30
10：30～11：00
11：05～11：30
11：30～12：00
12：00～14：00
14：00～

北ゲート特設受付にて受付
アシカ・イルカショー
ＳＤＧｓ講座
ウミガメふれあい
未利用魚の海鮮鍋配布
各自にてお過ごしください

おとな(高校生以上）
こども(2歳以上）

通常2,900円
通常1,900円

➡ 2,000円
➡ 1,000円

大人(高校生以上) 小人
3,400円
3,900円
3,900円
2,600円
1,500円

2,900円（小・中学生）
3,400円（中学生）
3,400円（小・中学生）
2,100円（3歳以上）
1,000円（3歳以上）

会　期

会　場

共済会料金

申込締切日

12月10日（土）～令和5年3月5日（日）
10：00～20：00、日曜日は18：00閉館（入場は閉館の60分前まで）
※休館日：12/12、12/28～1/1、1/10

金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）

一　般　　2,000円（前売2,300円/当日2,500円）
高大生　　1,500円（前売1,800円/当日2,000円）
小中学生　1,100円（前売1,300円/当日1,500円）
※未就学児童無料。

2月24日（金）

世界各国で850万人を魅了した展覧会が、
名古屋上陸！シネマ品質の音響と40台の高
画質プロジェクターを組み合わせ、真っ暗な
広い展示室に設置された様々な大壁と床に
大迫力の“ゴッホ”が投影される新感覚のゴッホ展です。

イギリスの作家A.A.ミルンが1920
年代に生み出した『クマのプーさん』
は、E.H.シェパードの挿絵とともに愛
され続けています。本展では、シェ
パードが1950～60年代に描いた
原画約100点とミルンのことば、映
像、写真、立体物などによりプーさん
の世界をたどります。

会　期

会　場

共済会料金

申込締切日

開催中～11月27日（日）
9：30～17：00、金曜日は20：00まで（いずれも入場
は閉館30分前まで）
※休館日：毎週月曜日

名古屋市美術館

一　般　1,000円（前売1,300円/当日1,500円）
高大生　　500円（前売　700円/当日　900円）
※中学生以下無料。

11月22日（火）

「クマのプーさん」展
ゴッホ・アライブ
ゴッホの世界に飛び込め！

詳細はこちら

イベント情報 専用ウェブサイトから
ご自身で直接申込み

普段走ることの出来ない、世界23カ国の建造物が立ち並ぶコース
を駆け抜けよう！ゴールの後には世界のグルメや記念品、大抽選会
をご用意しております♪
開 催 日

申込方法

申込締切日

申込専用サイト

開 催 日

申込方法

申込締切日

※新型コロナウイルス感染防止対策を行っております。
　ご来館前に必ず、南知多ビーチランドの公式HPをご確認ください。

※申込期限内であっても、定員に達した場合は受付を終了いたします。

福利厚生アンケートにご協力をお願いします！ 再掲

回答期限：11月30日（水）

福利厚生ニュース9月号に掲載しましたアンケートの回答はまだまだ受付中です！ご回答いただいた方の中から抽選
で100名様にクオカード（1,000円分）のプレゼントもありますので、まだの方は是非ご回答をお願いします。
アンケートは、ウェブサイト、FAXまたは郵送にて受け付けてい
ますので、皆さまからのご意見をお待ちしております！

アンケートフォーム

家族ふれあいフェスティバル
「未利用魚の海鮮鍋とウミガメふれあい体験」
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入会金・事務手数料　  5,500円（一般7,678円）
月会費　　　　　　　1,100円（一般5,500円）

全店舗（入会時の登録店舗以外も利用可。）

新規

契約施
設

《期間限定》補 助 券（旧 割引利用券）

年間を通してご利用いただける施設のご紹介です。チケット、
補助券は共済会へお申込みください。補助券は共済会ウェブ
サイトからもお申込みいただけます。
詳しくは、福利厚生ニュース通年事業案内または共済会ウェブ
サイトをご覧ください。

通 年 利 用 施 設通 年 利 用 施 設
料金は共済会へお支
払ください。
（P.2に振込先あり）
料金は利用する施設
へお支払いください。

施設利用の際に会員証
を提示してください。

共済会へ申込みのう
え、ご利用ください。

補助券補助券

補助券補助券

会員証会員証チケットチケット

共済会
申込
共済会
申込

共済会料金

利用可能店舗

補助券補助券 会員証会員証

チケットチケット

共済会
申込
共済会
申込

ナガシマリゾート、名古屋アンパンマンミュージアム＆パーク、ラグー
ナテンボス、松竹温泉天風の湯、湯～とぴあ宝、楽の湯、春日井笑福の
湯、RAKU SPA GARDEN名古屋、リトルワールド、南知多ビーチラ
ンド・南知多おもちゃ王国、日本モンキーパーク、明治村、スポルト名古
屋、星が丘ボウル
（現在配布している補助券の有効期限は令和5年3月31日までとなります。）

おんたけ休暇村、名鉄自動車学校、ケンタッキー
フライドチキン、会員制卸万勝、はせがわ、葬儀
会館ティア、スポーツクラブルネサンス、サカイ
引越センター、グッドハウス　他

高森カントリークラブ、こぶしゴルフ倶楽部

名古屋港水族館、東山動植物園、市営トレーニ
ング室・温水プール回数券

利用方法

福利厚生ニュースの表紙写真を募集しています！福利厚生ニュースの表紙写真を募集しています！福利厚生ニュースの表紙写真を募集しています！

応募フォーム

写真について
応募できる方 ・会員本人が撮影した写真かつ未発表の作品に限り

ます。
・一眼レフ、コンパクトカメラ、ミラーレス一眼、スマー
トフォン、携帯端末で撮影した写真など、撮影機材は
限定しません。
・合成処理したものは不可とします。（トリミングや色
調整は可）
・人物が映っている写真は、映っている人の了承を事
前に得ているものとします。
・当会は、応募された作品について福
利厚生ニュースの表紙写真として優
先的に使用する権利を保有します。
また、掲載する写真は、誌面にあわせ
てトリミング等の処理を行う権利を
保有します。（応募作品の著作権は、
撮影者（会員）に帰属します。）

会員本人
※応募された会員が退会または脱会された場合は、選定対象外となります。

募集する写真
愛知県内で撮影した写真（観光名所、風景など）

掲載予定号
福利厚生ニュース令和5年1月号又は令和5年3月号

応募期間
受付中～令和5年1月31日
※上記期間中は随時応募いただけます。
※違う写真であれば何度でも応募いただけます。

応募・選定方法
共済会ウェブサイトの専用応募フォームから、写真をアップロー
ドしてください。掲載する写真は、共済会にて決定し、選定され
た方には掲載の約1か月前にご連絡いたします。QUOカードは
写真が掲載された福利厚生ニュース発行後にお届けします。

掲載された方に
QUOカード
2,000円分進呈！

横向きの写真が採用されやすいです！

蒲郡オレンジパーク  
みかん狩り

みかん狩り　食べ放題＋お土産（1㎏）
大人（中学生以上）
小人（小学生）
幼児（3才以上）
※幼児にはお土産が付きません。

利用期間

共済会料金

11月1日（火）～12月25日（日）
平日　 10：00～15：00（14：00受付終了）
土日祝　9：00～16：00（15：00受付終了）
※土日祝日は、11/12以降、HPから事前予約が必要です。
※天候により、予告なく時間が変更になる場合があります。

蒲郡市清田町小栗見1－93　☎0533－68－2321
http://www.orepa.jp

蒲郡の特産品の1つである「蒲郡みかん」が食べ放題！蒲郡は、湾と山に囲まれた温暖な
気候で、甘みと酸味のバランスが良いコクのあるみかんができる産地としても有名です。

場　所

1,000円（一般1,210円）
　890円（一般1,100円）
　340円（一般　550円）

共済会にご連絡ください。
登録に必要な発行パスワー
ドをお送りします。

共済会へ申込み
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広 告

共済会ウェブサイト https：//www.nagoya-kyosai.jp/
ウェブサイトにも福利厚生ニュースを掲載しております

編集と発行 令和4年11月1日

（株）イノウエ 納 

（公財）名古屋市中小企業共済会
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
☎〈052〉735-2131　FAX〈052〉735-2134
営業時間：8時45分～17時15分
休 業 日：土・日曜日、祝祭日、12月29日～1月3日

〒464-0856
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号　名古屋市中小企業振興会館5階
TEL（052）735-2123　FAX（052）735-0400

公益財団法人

○専門家による経営相談を始め、事業に関するお悩みやご相談にご利用ください。
直通電話：（052）735-2124（事業推進）

〇経営者保証のみでご利用したいかたに
　・成長応援資金（単独）　　　《限度額300万円》

　　　･･･民間金融機関からの借入のないかた
　・成長応援資金（連携推進枠）《限度額500万円》

　　　･･･日本政策金融公庫との連携融資　　
〇経営活性化資金はじめその他にもご利用いただける融資制度がございます。
　※融資には審査があり、ご希望に添えない場合もございます。

金融公社 検索

次回1月号（No.310）は1月1日発行予定です。

チケットの注文は共済会 052-735-2131 へお電話ください。

　名古屋市小規模事業金融公社
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経営相談、事業資金のことなら金融公社へ経営相談、事業資金のことなら金融公社へ

事業資金のご融資

金融・経営相談

事業資金のご融資

金融・経営相談

令和4年度　優良従業員合同表彰式及び記念講演会
本年度も名古屋中小企業振興会と合同で、表彰式及び記念
講演会を開催いたします。詳細は、福利厚生ニュース1月号に
てご案内いたします。

新型コロナウイルスの感染防止対
策を講じたうえで実施いたします。

会　場

日　時 令和5年2月2日（木）　14：00～16：00（予定）

名古屋ガーデンパレス
名古屋市中区錦3－11－13

＜予告＞

大好評のラーメンあっせん企画が今年も登場♪行列店、話題の
お店、有名グルメ雑誌掲載店など・・・「これも食べてみたい！」を
45品！ラーメンで旅する日本旅行、いかがですか？

申込締切日

その他

11月25日（金）
注文後、約2週間前後で事業所
へ一括でお届けします。配送日、
時間の指定はできません。
商品お届け時に同封される振込
用紙（コンビニ専用）にて、2週
間以内にお支払いください。

共済会料金

申込方法

カタログ掲載の価格から割引があります。
割引価格は申込書をご確認ください。
事業所ごとのお申込みになります。専用の申込
書に購入希望個数、合計金額を記入のうえ、㈱ユ
ニオンサービスにFAXでお申込みください。カ
タログ、申込用紙は事業所に1部お届けしていま
すが、共済会ウェブサイト（右のQRコード）から
もご覧いただけます。

日本全国ラーメン紀行日本全国ラーメン紀行
おススメのラーメンをご紹介します♪おススメのラーメンをご紹介します♪おススメのラーメンをご紹介します♪

32宮崎ラーメン響  入魂の一杯（黒）
1,000円（通常1,188円）

❷喜鈴  黄金醤油ラーメン
1,100円（通常１，296円）

き  りん ひびきおうごんしょうゆ

❸会津らぁ麺  うえんで  塩らぁ麺
950円（通常1,134円）

鶏
ガ
ラ
と
煮
干
し
を
合
わ
せ
、

「
コ
ク
」と「
旨
み
」を
最
大
限
に

引
き
出
し
た
、あ
っ
さ
り
と
し
た

黄
金
醤
油
ス
ー
プ
。

会
津
な
ら
で
は
の
ち
ぢ
れ
太
麺
に
、

こ
だ
わ
り
の
塩
味
ス
ー
プ
が

絶
妙
に
絡
み
ま
す
。

旨
味
の
詰
ま
っ
た

と
ん
こ
つ
ス
ー
プ
の
コ
ク

深
い
こっ
て
り
と
し
た
味
わ
い
が

麺
に
絡
み
ま
す
。

共済会ウェブサイト
事業申込書ページ

味
油
醤

味
塩

豚骨味

名古屋市  共済会  で 検索




