
岡崎を元気にする“イベント商品券” ダブルチャンス抽選会ご当選者 発表 

  

 

 

 

 

【賞品】福島県会津の特産品セット（お米、醤油、季節の漬物 など全 10 種類） 

【当選事業所】                                    （順不同・敬称略） 

アイズ 株式会社あさ岡 有限会社アサヒクリーンメンテ 

株式会社板倉工務店 株式会社イワツキ 岩原健税理士事務所 

ＥＣＯＬＯＮＹ エンジェル・ハーツ オカザキ製パン株式会社 

岡崎米穀株式会社 おかしん信用保証株式会社 有限会社笠井板金工業所 

株式会社カーザミカワ 有限会社河口商店 キッチン いまもり 

有限会社サンテラス 有限会社新名工業岡崎 成雅堂表具店 

中華料理 成龍 株式会社デンソーパーラー 有限会社中田屋 

株式会社永田屋 株式会社中根商会 西三河食糧株式会社 

ハンコーズ 久嶋建築 有限会社ＭＡＸ保険企画 

やはぎ設備株式会社 有限会社山川木型 レーベン山の手 

 

昨年、岡崎商工会議所創立 120 周年の記念事業として、全会員の皆様にお配りしました、“イベ

ント商品券”につきましては、たくさんのご利用ありがとうございました。 

利用いただきました皆様の中から、さらにダブルチャンスとして、新年祝賀会（1 月 11 日開催）

において抽選をさせていただきました結果、下記の皆様が当選されました。おめでとうございます。 

なお、賞品については順次お届けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

“イベント商品券”については、下記のイベントにおいて、今年１月末までご利用いただけます

ので、まだお持ちの方は、ぜひご活用ください。  
▲ 賞品見本 



 

 岡崎を元気にする“イベント商品券” 利用イベント一覧 

№ イベント名 開催日時 開催場所 備考 当商品券の使い方 連絡・お問合せ先 

1 
おかざきファーマー

ズマーケット 

1 月 19 日（土） 

9:00～12:00 

暮らしの杜 

（JR 岡崎駅東口 

服部工業工場

跡地） 

地元三河で採れた、新鮮な野菜や

果物、鮮魚、加工品等を販売する

こだわりの朝市です。 

地産地消にこだわった、ちょっと手

に入らない自慢の逸品が目白押し

です。 

マーケット内でのお買い物にご利

用いただけます。 

岡崎商工会議所 

☎53-6190 

 （当日のみ：090- 

      8861-1200） 

2 

渡辺香津美ジャズ講

座 

 

「渡辺香津美ジャズ

ギターを語る」 

～師・高柳昌行の思

い出とともに～ 

（岡崎市図書館交流

プラザ自主事業） 

１月 19 日（土） 

開場 15：30 

開講 16：00 

岡崎市図書館

交流プラザ 

Ｌｉｂｒａホール 

名実共に日本が世界に誇るギタリ

ストとして認知され、常に最先端イ

ンストゥルメンタルを創造している

渡辺香津美を講師に迎えて開催

するジャズ講座です。 

入場料 2,000 円（全席自由） 

チケットをご購入いただく際にご利

用ください。（チケット発売中） 

 

※りぶら館内のチケット販売窓口で

の購入に限り使用できます。 

岡崎市図書館交流 

プラザ 

☎23-3100 

9：00～21：00 

（休館日を除く） 

3 

親子で楽しむゆかい

なステージ 

親子コンサート「ケロ

ポンズ」 

2 月 17 日（日） 

     午前  午後 

開場 10：30  13：30 

開演 11：00  14：00 

終演 11：50  14：50 

岡崎市せきれい

ホール 

歌あり遊びありの親子で楽しめる

保育界のスーパーデュオステージ

です。  

前売券 

大人 S 席 1,600 円 A 席 1,500 円 

小学生以下   

     S 席 1,100 円 A 席 1,000 円 

チケットをご購入いただく際にご利

用ください。（チケット発売中） 

※１/31 までにご購入ください。 

※岡崎市民会館、岡崎市せきれい

ホール、岡崎市竜美丘会館の 3 か

所のみ利用可 

岡崎市せきれいホール 

☎25-0511 

（休館日を除く） 



4 

第 8 回甲山落語会  

 

「桃月庵白酒」 

2 月 17 日（日） 

開場 15：00  

開演 15：30 

岡崎市甲山会

館 

（岡崎市民会館

敷地内） 

東京の独演会ではチケットが直ぐ

に完売するという、若手落語家で

最も注目を集める桃月庵白酒師

匠の登場です。   

前売券 2,500 円 

チケットをご購入いただく際にご利

用ください。(12 月 9 日発売開始) 

※１/31 までにご購入ください。 

※岡崎市民会館、岡崎市せきれい

ホール、岡崎市竜美丘会館の 3 か

所のみ利用可 

岡崎市民会館 

☎21-9121 

（休館日を除く） 

5 小椋佳「歌談の会」 

3 月 20 日（水・祝） 

開場 17：30   

開演 18：00 

岡崎市民会館  

大ホール 

小椋佳が心に浮かぶ話を普段着

の姿勢でゆったりと語り、気の向

いた曲をつづるソング（歌）&トーク

（談）ショー 

前売券  S 席 5,000 円   

A 席 4,500 円 

チケットをご購入いただく際にご利

用ください。(12 月 8 日発売開始） 

※１/31 までにご購入ください。 

※岡崎市民会館、岡崎市せきれ 

いホール、岡崎市竜美丘会館の 3

か所のみ利用可 

岡崎市民会館 

☎21-9121 

（休館日を除く） 

6 

 

りぶら寄席 

 

雷門獅篭＆雷門福

三 二人会 

（岡崎市図書館交流

プラザ自主事業） 

3 月 20 日（水・祝） 

開場 15：30 

開演 16：00 

岡崎市図書館

交流プラザ 

Ｌｉｂｒａホール 

世界でただ一人、落語家にして漫

画家の雷門獅篭と地元ネタ満載で

楽しい高座の雷門福三による二人

会です。 

前売券 1,500 円  

当日券 2,000 円（全席自由） 

チケットをご購入いただく際にご利

用ください。(12 月 22 日発売開始) 

※１/31 までにご購入ください。 

※りぶら館内のチケット販売窓口で

の購入に限り使用できます。 

岡崎市図書館交流 

プラザ 

☎23-3100 

9：00～21：00 

（休館日を除く） 

 


