
※ 購入する際は、わ～くん浜松会員証の提示が必須となります。1会員1回10枚まで購入可能です。

TOHOシネマズチケットの価格改定について

　TOHOシネマズ映画鑑賞料金の値上げに伴い、2019年10月1日（火）より、販売価格を改定します。

　（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、追加料金が発生することなく有効期限まで利用できます。

　※4Dやプレミア席等は、従来どおり追加料金は発生します。

わ～くん浜松

家庭用常備薬品 ＆ カレーフェスタ　申し込み開始のお知らせ

　家庭用常備薬品＆カレーフェスタのお知らせが、本事務通信と一緒に同封されています。

　※1事業所1部の同封です。

新居弁天わんぱくランド＆亀崎ファミリーランド プール利用券の販売について

施　設　名 営業期間＆有効期間 わ～くん浜松の販売価格

取　扱　期　間 2019年 7月8日（月）～  9月1日（日）

取　扱　窓　口

　・わ～くん浜松(浜松本部)　・わ～くん浜松(湖西支所)　・Ｕホール　・湖西市商工会

　・新居町商工会　・浜名商工会　・奥浜名湖商工会(細江/三ヶ日)　・浜北商工会

　・毎日ボウル芳川　・天竜商工会(天竜/春野/水窪/佐久間)　・新橋体育センター

　・アイミティ浜松　・BOOKアマノ(三方原/有玉/高丘/入野/アクト北)

中学生以上

200円

ファミリーランド

わんぱくランド

7月12日(金)

～

9月　1日(日) ※通常価格　300円 ※通常価格　150円

7月13日(土)

～

8月31日(土)

4歳～小学生

100円

中学生と高校生を除く

15歳以上　200円

小学生  ～  高校生

70歳以上　100円

※通常価格　500円 ※通常価格　300円

事務通信
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浜松市･湖西市勤労者共済会
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TEL 471-5900 FAX 471-1255

No.209



6,200

5,700

4,500

2,100

5,500

4,300

2,000

SPORTS AUTHORITY　スポーツオーソリティ　割引契約終了について

補助券使用契約一般区分

フリーパス

入園

+

乗り放題 3,800

大人

18歳以上
5,500

中・高生

12～17歳
5,000

小人

7～11歳

1,500

 わ～くん浜松会員証での割引制度につきましては、2019年8月31日（土）をもちまして終了となります。

 引き続き割引特典をご利用希望の方は、スポーツ入会金・年会費無料のオーソリティメンバーズ特典をご利用下さい。

 詳しくは、右記URLをご確認下さい。　https://www.sportsauthority.co.jp/card_members/index.php#menbers

Ｕホール（浜松市勤労会館）利用補助のお知らせ

　わ～くん浜松に加入している事業所が事業所単位でＵホールを利用した場合、

　利用料の一部をわ～くん浜松から補助を受けることができます。

　補助対象： 会員事業所（個人での利用は対象となりません。）

　補助金額： 2,000円／1事業所（年度5回）

　対　　　象： 利用料金2,000円以上（事業所負担）の会議・研修等

　個人型確定拠出年金

　iDeCO イデコ セミナー
　日時：2019年7月17日（水）　18：30～19：30

　会場：ろうきん湖西支店会議室

　参加費：無料

　募集人数：残り　10名　※再募集のため先着順です。

　※浜松会場は満員の為募集を終了しております。

　

新駒鮨or辻の房
ディナー共通お食事券

　　第23回

　　静岡県合同ゴルフ大会
　有効期限：2019年8月1日（木）～9月30日（月）

　利用場所：新駒鮨　または　辻の房

　斡旋価格：3,500円/1枚　※定価5,000円 税サ込

　斡旋枚数：残り　50枚　※再募集のため先着順です。

　その他：除外日（8月13日～15日）

　日時：2019年9月11日（水）

　参加費：会員＆同居家族

　　　　　　　　ビジター　13,500円　メンバー　　9,640円

　　　　　　　　ビジター　18,500円　メンバー　14,640円

　開会式　8：00～（受付：7：10～）

さわやかな気候、冷たい水の満ちる山岳リゾート

上高地自由散策ツアー
御殿場高原ビール「麦畑」で人気No.1バイキングを堪能！！

日本最大級の御殿場プレミアムアウトレット

　日時：2019年7月28日（日）

　参加費：会員＆同居家族　9,000円　一般：11,500円

　募集人数：残り　5名　※再募集のため先着順です。

　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

　日時：2019年8月4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　8名　※再募集のため先着順です。

　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

富士急ハイランド　7月26日付　料金改定について　（変更後）

1～幼児

シニア65歳以上

6,000



~注意事項~
推奨年齢以外のお子様でも参加は可能です。

必ず保護者同伴でお願いします。　お子様のみの参加はできません。

当日の緊急連絡先（携帯電話）を必ずご記入ください。

参加費は、保護者も発生します。

Ｕホール　合同企画



体 験 Ⅱ 11時20分　～　　　バーベキュー体験

当日のスケジュール

 ◯さかなのつかみ取り体験　注意事項

　　 参加費をお支払いの1名につき1匹のつかみ取り体験となります。

　　 取った魚は海湖館にて焼き調理＆揚げ調理をします！バーベキュー中に調理した魚をお渡しします。

 ◯バーベキュー　注意事項

　　 バーベキューメニュー　：　豚肉　牛肉　ピーマン　しいたけ　玉ねぎ　焼きそば

　　 ※メニューは変更の場合があります。バーベキューの席は、他グループと相席となりますのでご了承下さい。

　　 ※ゴミ等は海湖館で回収します。

受 付

体 験 Ⅰ 10時20分　～　　　さかなのつかみ取り体験

　9時45分　～ 説 明 10時00分　～

参 加 費

① 2019年8月22日（木）　② 2019年8月23日（金）

①②ともに　10時00分 ～ 14時00分（予定）

①30名　②30名　計60名

会員＆同居家族　2,000 円　　　一般　3,500 円

開 催 日

時 間

募集人数



オリジナルチキン１０ピース

８月１０日・１１日・１２日・１３日

2,000円 / １セット（定価：2,450円）

※1会員1セットまで

１００セット（応募者多数の場合は抽選）

裏面の申込書でわ～くん浜松へ申込み

申込締切日以降、当選・落選のご連絡

コンビニ払込票が着き次第、お支払いください。

チケット受取窓口で【引換券】を受取り（下記Dより選択）

チケット購入窓口で【引換券】を購入（浜松本部 or 湖西支所）

受取日・受取店舗にて【引換券】と商品を交換（下記A・Bより選択）

A 8月10日・11日・12日・13日より選択して記入して下さい。
※今回の盆バーレルは、受取希望時間の指定は不要です。

B 下記、７店舗より選択して下さい。（番号と店舗名を記入して下さい。）
①佐鳴台店　②イオン浜松西SC店　③浜松有玉店  
④イオンモール浜松市野店   ⑤磐田店　 ⑥アピタ掛川店　⑦豊橋東店

C 携帯電話をお持ちの方は、携帯番号をお願いします。

D 下記、購入または受取窓口より選択して下さい。
①わ～くん浜松（本部）　②わ～くん浜松（湖西支所）　
③湖西市商工会　④新居町商工会　⑤浜名商工会　⑥浜北商工会　
⑦天竜 天竜本所　⑧天竜 佐久間支所　⑨天竜 春野支所　⑩天竜 水窪支所
⑪奥浜名湖 細江支所　⑫ 奥浜名湖 三ヶ日支所 

引換券
購入または
受取窓口

◆Uホール・新橋体育センター・アイミティ浜松・BOOKアマノでは購入できません。

（ 手 順 ⑤ ）

（予約は、わ～くん浜松がしますので、ケンタッキーへの予約は不要です。）

受取日

受取店舗

連絡先

（ 手 順 ③ ） 【ｺﾝﾋﾞﾆ支払】

（ 手 順 ④ ） 【ｺﾝﾋﾞﾆ支払】

【窓口支払】

※  必 ず 裏面の【 専 用 申 込 書 】 で お 申 込 み 下 さ い 。

【斡旋商品】

【 受 取 日 】

【斡旋価格】

【斡旋数量】

（ 手 順 ① ）
  ※実際の商品は画像と異なる場合があります。

（ 手 順 ② ）



わ～くん浜松 FAX（053）471-1255 同一チケットグループ確認用

枚目　 枚中
申込日：　　　　　年　　　　月　　　　日

申込者多数の場合、申込書単位で抽選します。本申込書1枚で必ず1種類・1施設のチケット・商品券のみをご記入ください。

ケンタッキー盆バーレル 専用申込書

事業所番号 事業所名 TEL FAX

例 0 0 0 1

No. 個人番号

2

1
代
表
者

C：連絡先
（携帯番号）

090-△△△△ｰ□□□□

A：受取日

8月13日

4

3

合計枚数

5

　　　　　　　　　枚 合計金額 　　　　　　　　　　　　　　　円

□⑪奥浜名湖（細江）

□⑫奥浜名湖（三ヶ日）

※ご記入いただいた個人情報は、わ～くん浜松事業の目的以外には使用いたしません。

会員氏名

共済　太郎

商
工
会

□③湖西市 □④新居町 □⑤浜名

□⑥浜北 □⑦天竜（本所） □⑧天竜（佐久間）

□⑨天竜（春野） □⑩天竜（水窪）

D：受 取 場 所 支 払 方 法

□①浜松本部 □②湖西支所

B:受取店舗

⑤磐田店



・・・ 令和元年8月17日（土）　　10:00～12:30

・・・ アイミティ浜松　料理実習室

浜松市中区船越町１１－１１

・・・ 会員/同居家族　　 1,500円

非会員 2,000円

・・・ １０名

（参加者1名につき幼児～小学生のお子様１名まで無料で同伴可能）

※申込書にはお子様の氏名もご記入ください。

・・・ ① 粉を練る

② 足で踏む

③ 前日に講師が仕込んだ生地を棒で伸ばす

④ 切る

⑤ 茹でて試食

※①②で出来上がった生地は持ち帰られます。

   生地を寝かせて工程③から自宅でも行えます。

工 程

日 時

場 所

参 加 費

募 集 人 員



大人（中学生以上） :4,200円（定価：5,400円）

小人（小学生以下）：1,800円（定価：2,160円）

※小学生以下の入場のみは今年の花火大会から

令和元年8月3日（土） 無料となりました。（チケット不要です。）

19：00～21：00

鹿島花火大会 本部前桟敷席

遠州鉄道鉄道線・天竜浜名湖線

西鹿島駅から徒歩10分

募集数 30枚 

A指定
フリー
ゾーン

リーグ 19:00 10枚 10枚

【注意事項】

●リオ･カーニバルの時間設定

・7月20日（土）・・・Ⅰ部　17：00～18：40　Ⅱ部　19：10～20：50

会　　　場 ・7月21日（日）・・・Ⅰ部　16：00～17：40　Ⅱ部　18：10～19：50

募集枚数 ・7月18日(木)19日(金)22日(月)23日(火)24日(水)・・・Ⅰ部　18：00～19:40　Ⅱ部　20：10～21:50

※チケット1枚につきⅠ部もしくはⅡ部に1回限り入場できます。

●ご希望の日時を必ずご記入ください。

内　　　容

鹿 島 花 火 大 会  桟敷席＆弁当付
桟敷席＆会席弁当＆

お茶付き
チケット（引換券）

斡旋
価格

日　時

コメント

①荒天時は、翌8月4日（日）に延期
②開催日に会場のスタッフに引換券を渡し、チケットと交換。
駐車場は、ありません。公共交通機関をご利用ください。
1会員2枚まで

会　場

対戦チーム

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。

種別 キックオフ
募集枚数

会　場

ヤマハ

開　催　日

8月24日（土）

フリーゾーン：１,８００円

（当日一般価格：4,000円） （当日一般価格：2,800円）

セレッソ大阪

斡旋価格

　1会員1試合２枚まで

令和元年7月18日（木）～24日（水）　7日間

※詳細は、右記参照

A指定席：２,７００円

制限枚数

リオ･カーニバル

   （希望日時が満席となった場合は、
　　　　日程の調整をお願いすることがあります。）

ショー＆飲み放題
（アルコール類・ソフトドリンク飲み放題、料理券3枚+付）
※19歳以下はアルコール類を除きます。

斡旋価格

日　　　時

ホテルコンコルド浜松

100枚

大人：5,000円（定価：6,500円）

19歳以下：2,000円（定価：3,000円）



会　場 会　場

募集数 募集数

(当日券：1,200円）
前売高大専門生：400円
(当日券：800円）
前売小中生：300円
(当日券：600円）

コメント コメント

会　場 会　場

募集数 募集数

会　場 会　場

募集数 募集数

幼児(3歳～6歳)：600円

令和元年8月2日(金)

19:00開演

会　場

募集数

※3歳以下無料
1会員5枚まで

20枚

TSUKEMEN　LIVE　2019

日　時

アクトシティ浜松　中ホール

コメント
※未就学児入場不可
1会員2枚まで

斡　旋
価　格

指定席：3,500円
（定価：4,500円）

コメント

チケットのお渡しは、
7月中旬を予定しています。

計50枚

斡　旋
価　格

アクトシティ浜松展示ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

前売一般：700円
(当日券：1,300円）

前売中学生以下：400円
(当日券：800円）

ホテルコンコルド浜松シャンゼリゼ

計100枚

斡　旋
価　格

コメント ※1会員5枚まで

チケットのお渡しは、
7月中旬を予定しています。

(通常価格：2,376円）

小学生：1,000円

(通常価格：1,458円）

(通常価格：864円）

大人：1,800円

ﾊﾟﾙﾌﾟｰﾙ&ｳｪﾙｼｰｽﾞﾝ浜名湖ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

斡　旋
価　格

前売大人：600円

※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

～令和元年9月8日（日）有効
期限 ※休館日：7/18～19 ・ 9/2～6

チケットのお渡しは、
7月中旬を予定しています。

箱根小涌園ユネッサンパスポート前売券

有効
期限

～令和元年9月8日（日）
9:30～17:00

木梨憲武展　Timing－瞬間の光り－

有効
期限 令和2年8月31日まで

箱根小涌園ユネッサン

計50枚

斡　旋
価　格

浜松市美術館

計50枚

大　人：1,800円
（定価：3,500円）

小　人：1,200円
（定価：1,800円） チケットのお渡しは、

7月中旬を予定しています。

浜松恐竜ワールド　2019

開催
期限

ﾊﾟﾙﾊﾟﾙﾌﾟｰﾙ＆ｳｪﾙｼｰｽﾞﾝ浜名湖＋α

計100枚

斡　旋
価　格

コメント
※その他割引券との併用不可
1会員5枚まで

チケットのお渡しは、
7月中旬を予定しています。

～令和元年9月1日（日）

9:30～17:00

大　人：4,000円(定価：4,536円）

小学生：2,800円(定価：3,240円）

3歳～幼児：2,200円(定価：2,592円)

※小人（3歳～小学生）
施設メンテナンスのため除外日あり
1会員5枚まで

サンリオピューロランド　パスポート

コメント
※2歳以下無料
1会員5枚まで

大人・シニア・小人共通

パスポート：1,800円

（定価：2,200円～3,800円）

サマーランチバイキングチケット

有効
期限

～令和元年9月30日（月）

①11:00～　②13:00～

有効
期限 ※休館日：9/4・5・11・12

～令和元年9月30日（月）

サンリオピューロランド

20枚

斡　旋
価　格チケットのお渡しは、

7月中旬を予定しています。



会　場 会　場

募集数 募集数

指定席：6,200円 

（当日券：3,000円） （定価：6,900円）

コメント

会　場 会　場

募集数 募集数

S席：5,300円

（定価：5,800円） （定価：5,800円）

コメント コメント

会　場 会　場

募集数 募集数

（定価：8,800円） （定価：18,000円）

コメント コメント
※未就学児入場不可
1会員2枚まで

アクトシティ浜松開館25周年記念
ワレリー・ゲルギエフ(指揮)マリインスキー歌劇場管弦楽

団

日　時
令和元年12月3日（火）

19:00開演

※未就学児入場不可
1会員2枚まで

アクトシティ浜松　大ホール

20枚

斡　旋
価　格

S席：15,700円

ⓒE.Miyoshi

斡　旋
価　格

指定席：8,300円

日　時

静岡市民文化会館　大ホール

20枚

※17歳以下入場不可
1会員2枚まで

※未就学児入場不可
1会員2枚まで

高橋真梨子　コンサート

斡　旋
価　格

指定席：5,300円斡　旋
価　格

令和元年10月5日(土) 

18:00開演

20枚

14:00開演
日　時

静岡市民文化会館　大ホール

20枚

令和元年9月16日（月）

15:00開演

スターダスト☆レビュー「還暦少年」

日　時

高嶋ちさ子　12人のヴァイオリニスト

斡　旋
価　格

引換券：2,000円

17:00～

浜松まちなか対象店舗

100枚

浜松バル　第1９回ほろ酔い祭り
3店舗飲み歩き　引換券

浜松市浜北文化センター

20枚

綾小路きみまろ　爆笑スーパーライブ2019

コメント

斡　旋
価　格

日　時
令和元年8月6日･7日・8日

※わ～くん浜松では引換券を斡旋します。
利用日に受付場所で引換券をチケットに交換
していただきます。
受付場所：肴町公会堂・Any・第一通り駅前
詳しくは、浜松バル　ほろ酔い祭りのホーム
ページをご覧ください。
1会員1枚まで

静岡市民文化会館　大ホール

※未就学児入場不可
ジュニア割引(25歳以下）、シニア割引（65歳以
上）あり
公演当日に年齢確認できる証明書を提示で
1,000円キャッシュバック！
1会員2枚まで

令和元年9月18日（水）
日　時

令和元年9月15日（日）

17:00開演


