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ITI申込用紙は最終ページにあります。FAXまたは郵送にて八―トピア共済へお申込み下さい。※お申込みは会員に限らせていただきます。

2いずれの公演も先着30枚限りとなります。10｀席の指定はできません。C先着順とさせていただきます。●申込み状況はホームページで確

認できます。C八―トピア共済から振替用紙等を送付します。お近くの山口銀行またはゆうちょ銀行にてお振込み下さい。振込料はお客様

負担です。17チケットは振込みの確認ができた後、発送日に送付します。

●開場/14:30 開演/15:00

0会場/シンフォニア岩国コンサートホール

●料金 (全席指定)

GD国 3ヮ100円

剛Д鼻4鷺鸞鳳恩
出演 前橋汀子、久保田巧、川本嘉子、原田禎夫
日本を代表するトッププレイヤーによるオールベートーヴェンプログラム

寺申込締切/9月 20日 (火)  0発 送日/10月 4日 (火 )

0未就学児入場不可

●料金 (全席指定)

◎量艇!彙0具椒11

松田華音  小林研一郎
A,ako_Ya,am● o    C読 響

機申込締切/9月 20日 (火)  0発 送日′′10月 4日 (火 )

●未就学児入場不可
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指揮ンJヽ林研―郎  ピアノ:松 田華音
F演 奏曲目|チャイコフスキー:ビアノ協奏曲第1番  変口短調

チャイコフスキー:交響曲第4番 へ短調
X都合により,賞奏者及び曲目が変更になる場合があります:予めご了承ください:

ヴァイオリニスト高嶋ちさ子が、2006年 に
立ち上げた“観ても、聴いても、美しく、楽しい"

ヴァイオリン・アンサンブルコンサートです。

●申込締切/9月 6日 (火 )

○未就学児入場不可

惨 訛建1絆?g「鶏罹〕
〇日時/10月 10日 (月・祝 )

撥開場/13:30 開演/14:00
0会場/周南市文化会館
●料金 (全席指定)

蠅D国 4,200円

剛Д鼻,黒鸞鳳思
歌劇 《コジ・ファン・ トゥッテ》序曲、ビアノ協奏曲第26番 《戴冠式》
ディウェルティメントK138、 交響曲第41番 《ジュピター》
※辻井伸行はピアノ協奏曲のみに出演致します。

●申込締切/9月 20日 (火 )

●未就学児入場不可

鬱ぷ躙躙ツ:T俯
“極上のモーツアル ト"

日時11月 2日 (水 )
い開場 18i30 開演 19:00
じ会場/防府市公会堂 大ホール

●料金 (全席指定)

●l塩臭鯉鯖

塩ガ剛【乙
●開場/13:30 開演/14:00
0会場/ドリームシップ

(下関市生涯学習プラザ 海のホール)

●料金 (全席自由)

●1=鼻雲思

リサイタル

Program(予 定)

久石 譲 :Stand Alone
～NHKス ペシャルドラマ「坂の上の雲」メインテーマ～

菅野 よう子 1花は咲く
～NHK「明日へ」東日本大震災復興支援ソング～ ほか

※プログラムは都合により変更になる場合があります。
ご了承ください。

●申込締切/9月 6日 (火)   ●発送日/9月 20日 (火 )

●未就学児入場不可

●開場/13:00
開演//13:30

0会場/山口県立劇場
ルネッサながと

●料金 (全席指定)

喘D□ 5,900円
(一般前売珂階席6,800円 )

出演 :高畑 淳子 榊原 郁恵

柴田 理恵 青木さやか 山崎 静代

湖月わたる 的場 浩司 ほか

癬申込締切/9月 20日 (火)  鍮発送日/10月 4日 (火 )

●未就学児入場不可



注意事項 肌 OV♭ι
①申込用紙は最終ページにあります。FAXま たは郵送にて八―トピア共済へお申込み下さい。※お申込みは会員に限らせていただきます。
②支払方法/八―トピア共済から振替用紙等を送付します。お近くの山口銀行またはゆうちょ銀行にてお振込み下さい。振込料はお客様
負担で丸③チケットは振込みの確認ができた後、発送日に送付しま丸

ハー トヒア共済会員様に映画鑑賞券をお得な価格でご提供します !!

松竹映画

「超高速 !参勤交代リターンズ」＼
2014年に公開され、大ヒットを記録した『超高速!参勤交代』
「超高速」で続編が決定!あ の個性豊かな貧乏弱小藩が帰ってきた!

行きは参勤、帰りは交代。まだ参勤交代は終わっていなかった一

金なし、人なし、時間なし!おまけに帰る城もなし!?

さらに超高速に!さ らにピンチに!

パワーアップして帰ってきた歴史エンターテイメント超大作 !

●斡旋価格 :1,o50円
範 常窓口料金1,800円、通常前売料金1,400円 )

●申込締切 :平成28年8月 30日 (火 )

●発 送 日:平成28年9月 14日 (水 )

※上映開始日は9月 10日 (土 )ですが、映画鑑賞券の発送は9月 14日 (水)と なりま丸

●映画の上映開始日:平成28年9月 10日 (土 )全国ロードショー

●県内上映予定劇場:MOViX周南、シネマ・スクエア7

シネマサンシヤイン下関

督 :本木克英

本 :土橋章宏

演 :佐々木蔵之介、深田恭子、伊原剛志、寺脇康文、上地雄輔

知念侑李 (Hey!Say!」 UMP!)、 柄本時生、六角精児、吉田新太、市川猿之助

石橋蓮司、陣内孝則、西村雅彦 他
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◎2016「超高速!参勤交代 リターンズ」製作委員会
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道の駅「萩し―ま―と」

● _

出缶田

萩市にある道の駅「萩 し―ま―と」は、萩漁港に直結

した立地が特徴。ケンサキイカ、瀬つきあじ、金太郎

など、萩沖で獲れたばか りの新鮮な魚が手に入る

ので、観光客や地元の人でにぎわいます。対面方式の

売り場で、お店の方と交流 しながら買い物ができる

のが魅力。

所 在 地/萩市椿東字北前」Ⅷ

4160-61番 地

電   話/0838-24-4937
営業時間/9:30～ 18:00

※金土日祝は9:00～

(レストランは11100～ 18:00)

休 業 日/元旦

施設・設備/駐車場、トイレ、身

障者用設備、レス トラン、喫茶・

軽食、物産売店、休憩所、公園、体

験施設、電話、情報コーナー、手L

幼児用施設、ポス ト、EV充電器

新鮮な魚がズラリと並びます。夏 に

かけて、ケンサキイカや瀬つきあ じ

がおすすめ。

萩の地魚「金太郎Jを オイルに漬 け

込んだ「オイル・ルージュ」。サ ラダ

やパスタに添えると華やかに。

萩 の蔵元 を中心 に、県内の地酒が

揃っています。「東洋美人」「長陽福娘」
「長門峡」などが充実。

冷やして食べる

"頃
みカリtシヤ~ペット」。

萩の味覚噴みかん」の果汁と果肉をたつぷ

り使い、甘酸っぱくさわやか創風味です。
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第10回 通 総会のご報告

I 一般正味財産増減の部

1経常増減の部

(1)経常収益合計

(2)経常費用合計

当期経常増減額

2経常外増減の部

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

290,570,502
270,001,100

20,569,402

389,796

20,959,198

680,497,459
701,456,657

I 指定正味財産の部

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高 701,456.657

拶共済会ぅものあ矢口らせ

(平 成27年 6月 1日 ～平成 28年 5月 31日 ))

(単

死 亡 47 30,140,000

重度障害 2 3,400,000

障害 13 13,168,000

入院 536 18,104,000

通院治療 77 3,462,000

自宅治療 34 1,303,000

住宅災害 32 3,283,652

結婚 131 1,910,000

出産 103 1,330,000

小中高校入学 56 560.000

銀 婚 5 50,000

合  計 1.036 76,710,652

一般社団法人山口県勤労福祉共済会の第 10回通常総会が、さる7月 28日 (木 )に山口市の翠山荘で開催

されました。

第3年次事業の報告、決算報告等について、原案どおり承認されました。

カロ″入事『ウ簑可■2,934 加入者 :22,289人  (平成28年5月 31日 )

◇共済事業及び福祉厚生事業の充実と利用促進を図り、加入者サービスを行いました。

◇マスメディアを利用し、幅広い広報活動を行い、新規獲得に努めました。

◇公益目的事業について、公益目的支出計画に基づき実施しました。

正味財産増減計算書

(平成27年 6月 1日 ～平成28年 5月 31日 )(単位 :円 )

1. 共済事業加入者の減少傾向に歯止めをかけるため、既加入者へきめ細か く対応するとともに、

加入促進活動を効果的に展開します。

[平成29年 5月 末 加入促進目標]カロ入者:22,500人 加入回数 :43,900回

共済事業を魅力あるものにするため、給付事由の見直し及び給付金支給の迅速化に努めると

ともに福利厚生事業の充実と利用促進を図ります。

公益 目的支出計画に基づ き、公益 目的事業を実施 し、労働福祉の向上に努めるとともに、当

共済会のPRに努めます。

事務局体制の強化を図り、安定した経営基盤を維持 します。              1

９

“

勤労者の福社の増進 に

寄与され、15年以上かつ

30口以上カロ入されている

事業所を表彰しました。

貸借対照表

月31日 現在)(単位 :円

I 資産の部

1流動資産合計

現金・預金

その他の流動資産

2固定資産合計

資産の部合計

260,723,198

257,944,512
2,778,686

507,669,752

768,392,950

Ⅱ 負債の部

1流動負債の合計

2固定負債の合計

負債の部合計

2,053,757

64,882,536

66,936,293

Ⅲ 正味財産の部

正味財産の部合計 701.456.657

負債及び正味財産合計 768,392,950

永年にわたるご加入ありがとうございます

●岩TJll地 区

ltl山本総業

●周南地区

l■lタ ケミ産業

●防山地区

梁川鋼材m
l■l松若工業

●長南地区

西本薬局グループ0
●萩・長門地区

太陽技建工業0


