
　　法人・団体会員　登録方法　　登録日当日から特典をご利用できます。

近隣店舗

電 話 番 号
053-474-9977 浜松市中区小豆餅2-6-22

 浜松市中区肴町318-12
 豊橋市向山町字三ノ輪2-2

店　舗　名
 カラオケ館　浜松住吉バイパスクラブ
 ＳＨＩＤＡＸ　浜松有楽街クラブ
 ＳＨＩＤＡＸ　豊橋大池通りクラブ

　※TOHOシネマズ、プール券等の購入は、1名で1会員証提示のみとさせていただいております。

　※会員証は現物を販売窓口へお持ち下さい。会員証をスマートフォン等で撮影し保存・販売窓口で提示することはできません。

　TOHOシネマズ映画鑑賞料金の値上げに伴い、令和元年10月1日（火）より、販売料金を改定します。

　改定前 1,200円　→  改定後 1,300円　※1,200円で購入したチケットは有効期限まで利用できます。

　浜松市勤労会館（Ｕホール）ですが、令和元年８月１２日（月）～８月１８日（日）の期間中、

　改修工事（電気設備・消防設備）の為、第一駐車場が使用不可となります。

　わ～くん浜松（浜松本部）にチケットの購入・給付金・助成金の申請をされる方につきましては、

　第二駐車場をご利用ください。　※わ～くん浜松は土日祝休業です。

わ～くん浜松

053-458-7722
0532-66-2200

※一部、ご利用・ご併用できない場合がございます。詳しく各店舗までお問い合わせください。

カラオケ館・ＳＨＩＤＡＸ　法人会員のご案内　従来のカード会員もアプリへの登録が必要です！

消費税増税に伴う

チケット等の料金について

　令和元年10月1日（火）より、消費税増税が予定されいています。

　各施設が料金を改定されましたら、わ～くん浜松の販売料金も改定させていただく場合もございます。

TOHOシネマズチケット

料金改定について

わ～くん浜松 浜松本部

駐車場について

コンビニ支払について

（支払い期日）

　コンビニ支払いをご希望された会員様には、事業所（本社・本部）にコンビニ支払い専用の払込票を

　郵送させていただいております。お手元に払込票が届きましたら、期日までに必ずお支払いをお願いいたします。

法人・団体会員　登録方法　　登録日当日から特典をご利用できます。

住　　　　所

事務通信
発行 令和元年8月15日

浜松市･湖西市勤労者共済会

浜松市中区城北一丁目8番1号

お問合せ先
hamamatsu@workn.or.jp

TEL 471-5900 FAX 471-1255

No.210



　MAAASA　アーティスト　：正岡しのぶ（アコーディオン奏者）　浅岡尚樹（ドラム・パーカッション奏者）

　Sola　アーティスト　：長坂　萌（マリンバ奏者）　木村理沙（ピアノ奏者）

　●日時：令和元年10月6日（日）13時00分　開場 ／ 13時30分　開演

　●会場：浜松市勤労会館　Ｕホール（浜松市中区城北一丁目8番1号）

　●価格：会員＆同居家族　1,000円（定価：2,000円）

　　 ※全席自由（未就学児はご遠慮ください）

　●注意事項：申込締切日　令和元年8月29日（木）

　※チケットの受取場所等は別紙のコンサートチケット斡旋の下部をご覧ください。

第31回　Ｕホールコンサート　チケット募集中!!

　日時：4弾 令和元年9月15日（日）5弾 10月20日（日）

　会場：ホテルコンコルド浜松 1Fシャンゼリゼ

　参加費：会員＆同居（小学生以上）1,100円

　　　　　　  同居（幼児4才～6才）800円

　募集人数：残り　各20名　※再募集のため先着順です。

　　セカンドライフの準備、出来ていますか？

　　セカンドライフセミナー

　日時：令和元年10月16日（水）　19：00～20：00

　会場：浜松市勤労会館（Uホール）24会議室

　参加費：無料

　募集人数：残り　20名　※再募集のため先着順です。

　　約30種類のプチケーキ!!

　　  4弾＆5弾

近江八幡散策＆近江牛すき鍋お刺身御膳の昼食
関西最大級三井アウトレットパーク滋賀竜王ツアー

そば打ち体験（2人前お持ち帰り）＆シャインマスカット食べ放題！！

茶臼山高原4,000本の黄葉を堪能ツアー

　日時：令和元年10月13日（日）

　参加費：会員＆同居家族　7,800円　一般：10,300円

　募集人数：残り　7名　※定員まであと少し！先着順です。

　旅行企画実施：（株）ハマカントラベル

　お問い合わせ先TEL：053-478-2000

　日時：令和元年10月20日（日）

　参加費：会員＆同居家族　7,500円　一般：10,000円

　募集人数：残り　5名　※定員まであと少し！先着順です。

　旅行企画実施：太陽観光（株）

　お問い合わせ先TEL：053-472-2233

屋形船で優雅な夕食＆豊洲･銀座
浅草･迎賓館･横浜 1泊2日ツアー

気候の良い10月に横浜散策はいかがですか！？

格安横浜フリー日帰りツアー

　日時：令和元年9月28日（土）～29日（日）

　参加費：会員＆同居家族　28,000円　一般：33,000円

　募集人数：残り　15名　※再募集のため先着順です。

　旅行企画実施：（株）遠鉄トラベル

　お問い合わせ先TEL：053-457-6470

　日時：令和元年10月6日（日）

　参加費：会員＆同居家族　5,200円　一般：7,700円

　募集人数：残り　15名　※バス増台のため再募集!!

　旅行企画実施：（株）浜松ツーリストサービス

　お問い合わせ先TEL：053-468-7650



　　ⓒ平尾正志

旅芸人ゲサクと少女

キョウコ、謎の男

ヤスオ。

チンドンの歌と踊り、

漫才を繰り広げながら

進むエエカゲン喜劇！

斡 旋

価 格

一般：700円

～12月15日（日）

令和元年9月28日（土）

会 場 クリエート浜松２Fホール

募集数 20枚

斡 旋

価 格

指定席：5,000円

（定価：6,000円）

小中学生：300円

（当日券：1,200円）

高大専門生：400円 一般：3,200円

（当日券：800円） （定価：4,200円）

S席：6,600円

（定価：8,000円） （定価：7,100円）

②令和元年10月13日（日）

令和元年10月29日（火）

18:00開演

令和元年10月22日（火･祝）

15:00開演

20枚

9:30～17:00

細坪基佳 45周年ホールコンサート Round45

日時

斡 旋

価 格

（当日券：600円）

―奇跡の写実絵画―　スーパーリアルワールド展 劇団SPAC（スパック）の演劇『寿歌（ほぎうた）』

会 場

日時

会 場 浜松市美術館

コメント

※未就学児無料

「ｷｯｽﾞｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄしずおか」ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ

提示で静岡県の小学生無料

1会員5枚まで

日時

コメント

※未就学児入場不可。親子室、託児サービス

〔10/13〕をご利用ください。要予約／詳細

はSPAC公式サイトにて。https://spac.or.jp

1会員2枚まで

募集数 計100枚

会 場 静岡芸術劇場(グランシップ内）

募集数

①令和元年10月12日（土）

各公演14:00開演

松原健之　コンサートツアー2019

日時

会 場 菊川文化会館アエル

アクトシティ浜松 大ﾎｰﾙ

募集数 20枚

斡 旋

価 格

指定席：5,500円

（定価：6,000円）

令和元年12月8日（日）

16:00開演
日時

斡 旋

価 格

コメント
※未就学児入場不可

1会員2枚まで

静岡市民文化会館 大ﾎｰﾙ 会 場

令和元年11月19日（火）

18:00開演

指定席：7,000円 斡 旋

価 格

コメント
※未就学児入場不可

1会員2枚まで
コメント

※未就学児入場不可

1会員2枚まで

わ～くん浜松で斡旋するチケットが利用できるのは、会員及び同居家族のみです。

募集数 20枚 募集数 20枚

コメント
※未就学児入場不可

1会員2枚まで

沢田研二　LIVE2019「SHOUT!」 上原ひろみ JAPAN TOUR 2019 ❝SPECTRUM❞

日時



Ａ指定席の応募枚数が多く、抽選に漏れた場合にフリーゾーンを希望の方は、
第１希望：Ａ指定席・第２希望：フリーゾーンと明記してください。
※Ａ指定席またはフリーゾーンのみをご希望の場合は、希望の席種のみご記入ください。

キックオフ日時は、8月中旬発表予定です。公式ホームページでご確認の上、お申し込みください。

or
10月6日（日）

制限枚数 1会員1試合２枚まで

斡旋価格 A指定席：２,７００円

（当日一般価格：4,000円）

フリーゾーン：１,８００円

（当日一般価格：2,800円）

or
10月20日（日）

未定 ヤマハ 10枚

対戦チーム種別

Ｊ リ ー グ　ジ ュ ビ ロ 磐 田　ホ ー ム ゲ ー ム

リーグ サガン鳥栖

開　催　日 キックオフ 会　場
A指定 フリーゾーン

募集枚数

募集数 20枚 募集数 20枚

コメント
※未就学児入場不可

1会員2枚まで
コメント

※1歳以上有料。

1歳未満は、保護者1名につき1名までひざ上鑑

賞無料。

1会員5枚まで

S席：4,900円 斡 旋

価 格

指定席：1,400円

（定価：6,000円） （定価：1,700円）

わ～くん浜松で斡旋するチケットが利用できるのは、会員及び同居家族のみです。

アクト・プレミアム・シリーズ2019

～世界の名演奏家たち　シプリアン・カツァリス(ピアノ)
ガラピコぷ～　とあそぼ！！

日時
令和元年12月9日（月）

日時
令和元年12月22日（日）

19:00開演 ①13:00/②16:00開演

会 場 アクトシティ浜松  中ホール 会 場 竜洋なぎの木会館

斡 旋

価 格

20枚

リーグ 横浜F・マリノス
10月5日（土）

未定 ヤマハ 10枚 20枚

10月19日（土）


