
 

 

 

 

  

関西サイクルスポーツセンター ご入場招待券 プレゼント 

事務局よりお願い ～ 会費振替日 ～ 年末年始の休業日 

本年は、共済センターをご利用いただき 

ありがとうございました！ 

来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

１月は 2020 年度第４四半期の会費振替月になっております。 

会員の入退会の異動届のご提出は、12 月 22 日（火）まで  

にお願いいたします。また、会員の異動が生じた場合は、 

速やかに事務局まで異動届の提出をお願いいたします。 

 なお、すでにご退職されている方の退会異動届を、退職月の 

翌月にご提出された場合は翌月の会費が発生いたしますので 

ご注意ください。 

 

 

 

12 月 29 日（火）から 

１月３日（日）まで 休業いたします。 

１月４日（月）から 

平常通り業務を行います。 

劇場案内 
事務局まで電話または FAX にてお申込みください。各公演のチケットは事務局に在庫はありません。 

お申込みいただいてからの発注になります。 

席の位置、指定はできません。また人気公演などは手配できない場合がございますので、ご了承ください。 

チケットが届き次第ご連絡させていただきますので、事務局までお越しください。 

第６２回 秋桜寄席 

2021 年 2 月 13 日（土） 

14：00 開演 コスモスシアター 大ホール 
 
出演：笑福亭 福笑、笑福亭 松枝、笑福亭 たま、 

笑福亭 喬介、笑福亭 飛梅 

※1/8（金）締切 ※未就学児の入場不可。託児サービスあり。 

2021 年 2 月 16 日（火） 

～３月２８日（日）  

【 通常 】10：00～18：00 

【金曜日】10：00～19：30 

※入場は閉場の 30 分前まで 

※休館日：月曜日 
 
京都文化博物館 

4 階・3 階展示室 

     1,100 円（通常【当日】1,600 円） 

       800 円（通常【当日】1,300 円） 

      100 円（通常【当日】  600 円） 

 

 

中小生 
 

 

大高生 
 

 

一般 
 

 

全席指定 
 

 

     1,400 円（通常 1,800 円） ※1/29（金）締切 ※未就学児は無料。（要保護者同伴） 

※障がい者等をご提示の方と付き添い 1 名まで無料。 

※学生料金で入場の際には学生証をご提示下さい。 

お正月からレッツコギコギ★ 初遊園地はイベント目白押しな関西サイクルで決まり！ 

1 月 2 日 (土) 

1 月 3 日 (日) 

1 月 4 日 (月) ～ 9 日 (土)   

1 月 10 日 (日) ～ 11 日 (月祝)   

変わり種自転車広場無料開放！【入れ替え制】 

 
・よしもとお笑いライブ！【整理券配布】人気の若手芸人が 3 組来園！ 

・新春餅まき大会【整理券配布】豪華賞品が GET できるチャンス☆ 

新春ガラガラ抽選会 豪華賞品が当選するかも！ 

ステージショー開催！ 11：00～、14：00～ 【整理券配布】 

観覧無料！ 子どもたちに人気のキャラクターたちがやってくる！ 

◆利 用 期 間：～2021 年 3 月 14 日（日） 

◆利 用 期 間：※休園日・営業時間につきましては、関西サイクルスポーツセンターのホームページをご覧ください。 

◆受取限度枚数：1 会員 6 枚 まで 

◆限        定：100 枚（先着順） 

◆申 込 方 法：事務局まで電話・FAX・E メールにて、事業所名・会員氏名・必要枚数をお伝えください。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予告なく変更・中止になる場合がございます 

営 業 時 間 ・ イ ベ ン ト な ど 詳 細 は

http://www.kcsc.or.jp/ 

共済センターニュース 
働くあなたのための福利厚生制度！ 第 350号 令和２年 12月 

貝塚市中小企業勤労者福祉共済センター事務局 

〒597-8585 貝塚市畠中 1 丁目 17 番 1 号 

 貝塚市都市政策部商工観光課内 

 業務時間：月～金 9：00～17：00(12/29～1/3 除く) 

TEL:072-433-7191(直通) FAX：072-423-9760 

E-mail: info@kaizuka-kyousai.org 

ホームページ: https://www.kaizuka-kyousai.org 

冬季特別企画 貝塚市内 お風呂特集 

祝 30 周年記念企画 第 3 弾！

毎年恒例の大人気企画『お風呂特集  』 

今年は限定枚数を大幅に増加いたします！ 

例年、1 会員様 10 枚までのところ、今年はなんと 15 枚まで お買い求めいただけます！！ 

ゆっくり湯船につかって、体の芯まで温まってください ＼(＊＾o＾＊)／ 

※販売は上記期間限定です。それ以外は通常会員価格、限定枚数になります。 

※チケットに関するお問合せは事務局まで（各施設へのお問合せはご遠慮ください）。 

 

清児の湯 虹の湯 美笹のゆ （入浴券） 滝の湯 （平日券） 

貝塚市清児  

072-447-2626 

2021 年 4 月 30 日まで有効 

貝塚市澤 

072-439-2227 

2021 年 8 月 31 日まで有効 

貝塚市木積 

0120-041-551 

2021 年４月 30 日まで有効 

貝塚市橋本 

072-432-4126 

2021 年 9 月 30 日まで有効 

◆予約受付：12 月７日（月）10：00 ～ 

   共済センター事務局（TEL：072-433-7191） 

      ※予約受付開始以前のお申込みは全て無効とさせていただきます。 

◆販売期間：12 月７日（月）～ 12 月 18 日（金） 

◆販売価格：いずれも 1 枚 ３００円 

◆限定枚数：各施設 ２００枚（「美笹のゆ」のみ ３００枚） 

※売り切れ次第終了 

※通常販売分とは別に１会員１５枚まで 

◆購入方法：電話・FAX・Ｅメールでご予約のうえ、事務局までお越しください。 

      ※ご予約の際は、事業所名・会員氏名・利用施設名・必要枚数をお伝えください。 

限定販売 

10 月号より行ってまいりました『30 周年企画』もいよいよ最後となります。 

今回はなんと、超豪華な賞品が目白押しの大抽選会！！ 

またとないこの機会にぜひご応募ください。 

かしこいロボット掃除機ルンバを筆頭に、フォルクスワーゲンの折り畳み自転車、 

感動の食パンが焼けるバルミューダトースター、豪華すぎる松坂牛のギフトなどなど、 

衝撃のラインナップで企画いたしました！ 詳しくは同封チラシをご覧ください。 

総額 40 万円 ☆ 大抽選会！！ 

木梨憲武展 Timing –瞬間の光り- 

tel:072-433-7191


 

臨海スポーツセンター  
アイススケートリンク 

    二階の奥さん＆新春ご挨拶 公演チケット斡旋 

息子の新妻より若い美人な後妻をめとった左官の吾平。さすがに照れくさいのか、遠方に住む息子には 

言い出せずにいる。しかし突然、息子がお嫁さんを連れて来訪すると聞いて大慌て！ 

 ちょうど二階を貸していた坂野さんの奥さんが故郷に帰っているのをいいことに、嫁を二階の奥さん 

だとごまかして、やってきた息子夫婦と引き合わせるのですが…。 

 
◆公演日時： 2021 年１月２日（土）１３：00 開演 

2021 年１月４日（月）１１：00 開演  

※各公演先着１０枚まで 

◆会  場：南座（京都市東山区四条大橋東詰中之町） 

◆料  金：会員料金 1，０００円 （通常料金 ３，０００円） 

◆席  種：２等席 

◆申込方法：電話・FAX・E メールにて、事業所名・会員氏名・ 

      公演日・必要枚数をお伝えください。 

◆申込締切：１２月１４日（月）正午 

アイススケート滑走券＋貸靴のセットを特別価格で斡旋！！ 

◆料 金： 

大人 会員料金 １，１２０円 (通常料金１，８６０円) 

小人(中学生以下) 会員料金 ８１０円(通常料金１，４２０円) 

※フリータイム、貸靴料込 

◆利用期間：～２０２１年３月３１日(水)まで 

◆営業時間：１１時３０分～１７時３０分 

 

ひし 

※休館日は毎週木曜日(祝日の場合は営業)、年末年始 

 ※大会等で臨時休業の場合もあります。 

※詳しくは大阪府立臨海スポーツセンターHP(https://shisetsu.mizuno.jp/m-

7313)にてご確認ください。 

◆申込方法：電話・FAX・E メールにて、事業所名・会員氏名・

区分・必要枚数をお伝えください。 

（TEL:072-268-8351） 

リフト優待券 

東急スノーリゾート９施設のリフト 

利用料金が割引になるクーポン券！ 

クーポン券利用手順 

①当センターHP の 

【おすすめ情報（HP 限定）】へアクセス 

②「リフトクーポン券」を印刷 

③クーポン券をチケット売り場に提出 

※事務局でのお渡しは行っておりません。 

※施設・料金など詳細は「東急スノーリゾート 

WEB チラシ」をご覧ください。 

※新型コロナウイルス感染症対策に関しては、 

東急スノーリゾート公式 HP(https://www.tokyu-

snow-resort.com)をご覧ください。 

当センターHP はこちら ➡ 

イオンシネマの斡旋価格変更 

薬の斡旋 

会員及びご家族の方への健康管理の一助として、家庭用常備薬を斡旋します。 

おトクな商品が多数ございます♪ 健やかな生活のために、ぜひご活用ください！ 

お申込～お支払までの流れ 

① 申込書（ニュースに同封）に記入 

② 事業所ごとに取りまとめ、「斡旋申込取りまとめ書」に記入 

③ 郵便もしくは持参にて事務局へ申し込み ※FAX でのお申し込みはできません 

④ 下記締切日から４週間程度で直接事業所に納品 

⑤ 事業所ごとに商品同封の振込用紙で取りまとめの上、コンビニまたは郵便局より振込 

◆申込締切：12 月 18 日（金）必着 ※期限厳守 

※ご注文合計額 5,000 円未満の場合は送料 550 円がかかります。 

※合計額 5,000 円以上で送料無料。事業所でまとめ、合計額が 5,000 円以上の場合も送料は無料になります。 

チケットが更にお求めやすくなりました！ 

11 月より、なんと９００円でお買い求めいただけます！ 

ゆったり映画鑑賞はいかがでしょうか(*^_^*) 

 
◆販売価格：会員料金 ９００円（通常 １，７００円） 

◆販売枚数：年度内１会員 １５枚 まで（イオンシネマ・ユナイテッド合わせての枚数）      

◆購入方法：電話・FAX・E メールでご予約のうえ、事務局までお越しください。 

購入方法：ご予約の際は、事業所名・会員氏名・必要枚数をお伝えください。 

※品切れの際は入荷までお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。 

フリーパス引換券付入園券(冬季) 
ウインターカーニバル入場券付入園券 

 

１会員 
６枚まで 

 

◆申込方法：事務局まで電話・FAX またはＥメールにて、

事業所名・会員氏名・区分・必要枚数をお伝えください。 

 

※フリーパスは「のりもの乗り放題」です。 

※フリーパスはご利用当日ご本人様のみ有効です。 

※ウインターカーニバル入場には別途料金が必要です。 

※ウインターカーニバルは１２月１９日（土）より営業です。 

※ウインターカーニバルは、アイススケート＋スノーランドです。 

※スケート貸靴のご利用には、別途 7００円が必要です。 

（http://www.hirakatapark.co.jp） 

◆利用期間：2020 年 12 月５日（土）～2021 年２月 2８日（日） 

 

 ◆フリーパス引換券付入園券 

※休園日・営業時間等につきましては、ひらかたパークのホームページ              

をご覧ください。 

◆申込締切：2021 年２月 12 日（金） 

◆ウインターカーニバル入場券付入園券 

 

※コロナウイルス感染予防策についてもご確認ください。 

※無くなり次第終了 

会員料金 通常料金

 おとな（中学生以上） 3,500円 4,500円

 小学生　　　　　　　 3,000円 3,800円

 キッズ（2歳~未就学児）  2,000円 2,600円

券

種

会員料金 通常料金

 おとな（中学生以上） 1,300円 2,100円

 こども（2歳~小学生）　,800円 1,400円

券

種

https://shisetsu.mizuno.jp/m-7313
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7313
tel:072-268-8351
http://www.tokyu-/
http://www.tokyu-/
http://www.hirakatapark.co.jp/

