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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いずれの公演も先着30枚限りとなりま丸③席の指定はできません。④先着順とさせていただきま丸⑤申込み状況はホームページで確

認できます。⑥八一トピア共済から振替用紙等を送付しま丸 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
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クリスマス・キヤロル

●日時/12月 23日 (金
0祝

)

●開場/17:00 開演/17:30
●会場/シンフォニア岩国コンサートホール

●料金 (全席指定)

● □4,000円
国1ヮ [111![]

(…般前売:大人5,000円 、学生2,000円 )

※25歳 以下の学生

●申込締切/11月 14日 (月 )

●4歳未満入場不可

出演 川崎麻世、杉本彩、吉田要士 ほか

不朽の名作「クリスマス。キャロル」。クリスマ
スにぴったりの建びやかなショーナンバーを、
ちょっびり不思議なキャラクターたちが、心温
まるストーリーで綴るミュージカルファンタジー。

●

)西

本智鞘 跡 ιl疑響楽団

●日時/12月 3日 (土 )

●開場/18:30 開演/19:00 ●会場/周南市文化会館

●料金 (全席指定)

←警争□8,000円
□7,000円
国6,000円

(―般前売:S席 9,000円 、Atta00o円、B席 7,000円 )

●申込締切/10月 31日 (月 )

●未就学児入場不可

演奏曲目

ドヴォルザーク/チェロ協奏曲口短調作品104
マーラー/交響曲第5番

●開場/13:30 開演/14:00
●会場/防府市地域交流センター

(アスピラート)3階 音楽ホール

●料金 (自 由席 )

e自 1り 400円
(一般前売:2,000円 )

なかなか聞けないオルガンの世界と合唱組曲「スター・ウォーズ」、
すぎやまこういち&東京メトロポリタン・プラス・クインテットをお楽しみください。

●申込締切/11月 14日 (月)●発送日/11月 30日 (水)03歳未満入場不可

●指定席2,500円 、高校生以下500円 (自由席)あり。お申し込みは直接アスピラート

(0835‐ 26‐ 5151)へ お問い合わせください。

′
第 16回防府音楽祭

ファイナルコンサー

ι日日寺/2017月 1 月9日
●開場/13:30 開演/14:00

●会場/防府市地域交流センター

(アスピラート)3階 音楽ホール

●料金 (自 由席 )

IHlヮ 875円
(一般前売:2,500円 )

オラトリオ「メサイア」よιり抜粋、サン=サーンス
の交響曲第3番 (オルガン付き)

●申込締切/11月 14日 (月)●発送日/11月 30日 (水)●未就学児入場不可

●指定席3,000円、高校生以下500円 (自由席)あり。お申し込みは直接アスピラート

(0835‐ 26‐ 5151)へ お問い合わせください。

(月・祝 )

フレッシュアーテイスト

―《松田華音 ビアノ・リサイタル》

●日時/11月 26日 (土 )

●開場/17:30 開演/18:30

・プレミアムコンサート

=《牛田智大 ビアノ・リサイタル》

●日時/12月 23日 (金
0祝

)

●開場/13:00 開演/14:00
ショバンピアノ・ソナタ第3番 口短調Op.58
ショバンポロネーズ第7番 変イ長調Op.61「幻想」他

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 Op.110

ショバン4つのマズルカよりOp.33‐ 1,2   他

●会場 (両公演とも)/山国市民会館 大ホール

●料金 (全席指定)

e自□3りOQQ瞑 国1り500円
河売:一般4,000円、学生2,000円 )

マ

◎Anga Teragma◎Ayako Yamamoto

●申込締切/10月 31日 (月 )● 発送日/11月 14日 (月 )● 未就学児入場不可
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拶 共済会からのあ知 らせ
県共済会と協定している施設を加入者及びその家族が結婚式で利用した場合に、協定施設

から料金の害」引を受けられます。
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ホテノL西長門:Jゾートイ

・料理代金 10%割引                  。t

O挙式当日 (ま たは前日)新郎新婦宿泊ご招待       `
・挙式当日 (ま たは前日)ゲス ト宿泊 20%OFF

(※ 8月 1日 よリゲスト宿
'自

50%OFFが 20%OFFに変更になりました。)

0フ リー ドリンク 10%OFF
・ピラミッドメインキャンドルサービス無料
・ウェルカムロビー喫茶無料

・両家親族控室 (新郎親族控室・新婦親族控室)無料
01周年記念ディナーご招待

料理・飲み物代金5%割引

【10名からでもOK】 少人数・挙式のみ限定プラン相談会

【平日限定開催 !】 無料試食付クイックフェア

【ドレス試着で花嫁体験♪】平日試着フェア

【お仕事が忙しいお二人にオススメ】★平日夜の相談会☆

【初めて見学なら 3′000円クオカード付き】演出&試食体験フェア

・料理代金 5%割引
・新郎新婦の挙式当日宿泊無料
・参列者宿泊 20%OFF
030名様以上ご披露宴・送迎無料 (地域限定 )

●海辺のチャベル見学&お見積り相談会

(予約制・無料 )毎週土曜・ 日曜開催

●平日ゆつたり相談会

(予約制・無料 )月曜～金曜開催

宇部市 (と きわ湖畔)上宇部75

TEL:0836-33-6116

営業時間/9:00～ 18100

■時間外でも相談に応じます。

httpプ/wwwococolandocojp/

〒759-5331

下関市豊北町つ くの温泉海岸

丁EL:083-786-2111

営業時間/婚ネL受付 10:00～ 19:00

httpノ/www.kgh.neJp/10/

イク
ソ

T753-0056
山口市湯田温泉 2-6-24

丁EL:083-923-1313

営業時間/年中無休
10:00-19:00

http://newtanakajp/

蝙

米村でんじろう
おもしろサイエンスショー

●日時/12月 25日 (日 )

11開場/12:30 開演/13:00
12開場/15:00 開演/15:30

●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 (全席指定)

e自 1り700円
(―般前売:2,500円…大人。子ども共通、税込)

●申込締切/11月 14日 (月) ●発送日/11月 30日 (水 )

● 3歳以上チケット必要麟柿 lll知名に力 締上で鵠職。ただし席が煙場合はチケットが幅となります。)

※写真の実験はイメージです。

Kc(―社)山 口 県 勤 労 福 祉 共 済 会

疇げ賓―社)全国中」企業勤労i酵靴サービスセンター

《協 定 施 設 割 引 券 》

利 用 日 利用施設名

事 業 所 名

会員又は家族名

☆ 使 用 上 の 注 意 ☆

・予約の際には、(―社)山 口県勤労福祉共済会及び(―社)全国中

」企 業勤労者福祉サービスセンターの会員であることを伝えてく

ださい。(※共済会の協定施設利用の場合は共済会会員である旨

のみ伝えて下さい。)

・利用の際(ホテル等はチェックインの関 に本券を提出してくださ

。(―社)山 口県勤労福祉共済会の協定施設については共済会の
「こ契約のしおり」等を、(―社)全国中」盗 業勤労者福祉サービス

センターの協定施設については「協定施設―動 を御覧ください。

発行:C←欄山口県勤労福祉共済会
閻
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道の駅「北浦街道豊北」
ノ
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「行つてよかった !道の駅ランキング2016J(ト リップ

アドバイザー)で第 1位 に輝いた道の駅。和久漁港

を見下ろす丘の上にあり、角島大橋が見える眺望の良

さが自慢です。豊北町や北浦の漁港で水揚げされた

鮮魚や刺身、寿司、加工品も人気。海が見える、大きな

ガラス張りの屋外 トイレは必見ですよ。

所 在 地/下関市豊北町大字神田上314番 1

電   話/083-786-0111
休 業 日/毎月第卜第3火曜日

※季節により変動あり
営業時間/物販8:30～18:∞、

レストラン10:∞～18:∞
※いずれも7・ 8月 は19:00閉 店、

12～2月 は17:00閉店

豊北町の特産品である「剣先イカ」を

使った一夜干しや塩辛などがいっぱい。

活イカも販売 しています。

地元で水揚げされた魚を使った「地魚

寿司」。土日限定の人気商品です。

角島の黄金千員 (こ がねせんがん )

を]00%使った芋焼酎「夢さき」。今年

発売の道の駅オリジナル商品。

角島の塩を使 つた「塩パターばん」。

塩のトッピングがパターの風味を引き

立てます。

l② 墓曇み童みオtニフ募芽ふけ
①刺身用マグロのブロックを食べやすい

サイズにする (カ ットされたものでもOK)。

②醤油50∝、みりん25ccに マグロを5分

程度漬け込む。

③マグロを盛り付けて、オリーブオイル
ー  大さ じ2をかけます。

l④ブラックペッパー、小ネギを散らして

1  完成。

団 和食にオリーブオイル

血液中の悪玉コレステロールを下げる効果のあるオレ

イン酸をはじめ、ビタミンEやミネラル、抗酸化成分

が豊富なオリーブオイルは、健康にも美容にも良い

効果があります。意外にも和食でのオリーブオイルは

相性抜群。毎日の食事に取り入れてみませんか。

鬱納豆 xオ リープオイル

タレは使わずに、オリーブオイルスプーン1杯 と

醤油を少し入れます。便秘予防や美肌効果が倍増 !

拳お刺身 xオ リープオイル

お束」身にオリーブオイルをかけて、粗挽き塩を軽く

ふります。とろりとした食感のお束」身になります。

薔冷や奴 xオ リープオイル

冷や奴にオリーブオイル、塩少々をかけ、お好み

で黒胡椒も。洋風でコクのある豆腐の味わいに

なります。
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