
 

  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。 

30 周年記念事業 第３弾 大抽選会当選者発表 
応募総数はなんと 152 名様！ 

沢山のご応募、ありがとうございました！ 

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 35２号 令和３年２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 

大阪マリオット都ホテル  

ハルカス 300 展望台チケット付食事券 

◆利用期間：２０２１年２月８日（月）～３月３１日（水） 

◆利用店舗：大阪マリオット都ホテル 19 階 ライブキッチン COOKA TEL:06-6628-6111(代表) 

レストラン予約は 0120-611-147 （携帯電話の方は 06-6628-6187） 

※ご利用の際は事前にご予約ください。 

◆申込方法：電話・ＦＡＸ・Ｅメールで、事務局まで 事業所名・会員氏名・チケット区分・必要枚数 

をお伝えください。 

◆申込締切：２０２１年３月１５日（月） 

※他の割引併用不可。 ※掲載料金はお１人様料金。 ※料理内容は入荷状況により変更あり。 

1 会員６枚まで 

多彩なア・ラ・カルトメニューとメインをチョイスできるセットメニュー＋     

 ワンドリンクに、なんと展望台チケットまで付いた超お得なチケット！   

   野菜をテーマにした内装がポップで明るく、調理の音や香りを楽しめる   

オープンキッチンにて、お子様から大人までお楽しみいただけます。 

 

住友生命いずみホール特別演奏会 

MARCH！MARCH！MARCH！ 

第 135 回定期演奏会 
室内楽シリーズ ～響～ 

3 月 20 日（土・祝） 15：00  

コスモスシアター 中ホール 

 

 一般     2,800円 (通常3,500円) 

高校生以下     800 円 (通常 1,000 円) 

出演：馬渕清香（ヴァイオリン）、 

   西川修助（ヴィオラ）、 

池村佳子（チェロ）、土居知子（ピアノ） 

 

3 月 26 日（金） 19：00  

住友生命いずみホール 

 指 揮：齊藤一郎 

吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra 

プログラム：第 1 部 … 世界の名行進曲 

第 2 部 … 大作曲家の行進曲 

       

 S 席     2,800 円 (通常 3,500 円) 

※2/25（木）締切 ※10 枚限定。先着順。 

※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等に変更がある場合 

があります。予めご了承ください。 

※未就学児童の入場不可。  

3 月 20 日（土） 14：00  

ザ・シンフォニーホール 

 指 揮：西村友 

ピアノ：松永貴志 

吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra 

プログラム： 

M.ラヴェル（西村友 編曲）：ラ・ヴァルス 

G.ガーシュウィン（伊藤 康英 編曲）： 

ラプソディ・イン・ブルー 

B.バルトーク（西村友 編曲）： 

中国の不思議な役人 Op.19 

                     他 

 S 席     4,500 円 (通常 5,000 円) 

 A 席     3,500 円 (通常4,000 円) 

※2/25（木）締切 ※各 10 枚限定。先着順。 

※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等に変更がある場合 

があります。予めご了承ください。  

※未就学児童の入場不可。  

©Jorgen_Axelvall 

※2/25（木）締切 ※全席指定 

※未就学児童の入場不可。託児サービスあり。 

A-na Lunch (１ドリンク・展望台チケット付) 

大阪産・兵庫県産の新鮮な季節野菜を用いたリーフ 

サラダとともにパスタやハンバーガー、カレーなど 

の中からお好きなメイン料理をチョイス。 

食後には数種類から選べるジェラートも付いた 

女性に人気のカジュアルランチ！ 

◆価格：会員価格 3,400 円 (通常価格 5,856 円) 

◆利用時間：11:30～15:00 (ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 14:00) 

COOKA Set (１ドリンク・展望台チケット付) 

前菜としてリーフサラダか前菜４種盛りをチョイス。 

メイン料理として自慢のブイヤベースかグリル 

ビーフをチョイス。 

食後には数種類から選べるジェラートも付いた 

女性に人気のディナーセット。 

◆価格：会員価格 5,000 円 (通常価格 7,550 円) 

◆利用時間：17:00～21:30 (ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 20:30) 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、営業日・営業時間等が変更となる可能性がございます。 

ご利用の際は事前に大阪マリオット都ホテル（TEL：06-6628-6111）までご確認ください。 

 

事業所名 会員氏名 事業所名　 会員氏名

貝塚市木積土地改良区 松浪泰子　様 奥田商工株式会社 奥田康雅　様

株式会社中央クリエイトワークス 寺田祐三　様 奥田商工株式会社 菊川恵秀　様

株式会社中央クリエイトワークス 和田長敏　様 奥田商工株式会社 野口俊明　様

三和合繊株式会社 芝　美穂　様 奥田商工株式会社 金本なな　様

佐藤登記測量事務所 北村宏美　様 合同会社こころ 岩田愛理　様

佐藤登記測量事務所 佐藤八千代　様 後野設備株式会社 後野佐知子　様

泉南オートグラス 岩谷晃司　様 会員事業所 匿名希望

泉南オートグラス 岸上亜希　様 会員事業所 匿名希望

宮﨑機械システム株式会社 宮本慎司　様 会員事業所 匿名希望

宮﨑機械システム株式会社 高木正勝　様 会員事業所 匿名希望

杉浦捺染株式会社 杉浦伸次　様 会員事業所 匿名希望

杉浦捺染株式会社 藤田好子　様 会員事業所 匿名希望

延生金属株式会社 𠮷田　賢　様 会員事業所 匿名希望

東邦製綱株式会社 安部勝治　様 会員事業所 匿名希望

株式会社平野電気商会 平野トキ子　様 会員事業所 匿名希望

tel:072-433-7191
tel:06-6628-6111


 

新規加入キャンペーン 

都をどり 

※満席となり、お受け出来ない日もございますので予めご了承下さい。 

※上記ご料金には、祇園甲部歌舞練場前「豆寅」でのご昼食と「都をどり」１等観覧券が含まれます。 

但し、ご昼食場所でのお飲み物は各自ご精算下さい。 

※当日はマスクの着用、咳エチケット、手洗い、手指消毒をお願いいたします。 

TEL：090-8387-4580  Ｅ-mail：kyoto-osaki@ksn.biglobe.ne.jp 

京都総合プランニング㈱ 担当:大崎 

お取引先やお知り合いの事業所で、貝塚市共済センターについてご存じないかたや、他の福利厚生サービス

に加入しているが利用していないかたがいらっしゃれば、是非ご紹介ください！ 

必要であればご紹介先事業所まで、事務局担当者が共済センターのサービス内容等の説明に伺います！ 

実施期間  ：１月４日（月）～３月 3１日（水） 

ご紹介方法：同封のチラシの「新規加入事業所ご紹介 

キャンペーンご紹介シート」に必要事項をご記入 

いただき、事務局まで FAX にてお送りください。 

加入条件  ：貝塚市内の事業所の勤労者 

及び事業主（事業所全体での加入となります） 

入 会 金  ：１人 ５００円   会費：１人 月額７００円 

キャンペーン中の加入特典：右記参照  

 

 

加入された事業所特典： 

加入者お一人につき、５００円の図書カードをプレゼント 

します。 

すでに入会されている事業所の異動入会は該当しません。 

 
ご紹介者特典： 

 

 

新規ご紹介人数 特典

１人〜５人 　図書カード　　３，０００円

６人〜10人 　図書カード　　５，０００円

１１人以上 　図書カード　１０，０００円

「ヨーイヤサー」の掛け声と共に春の到来を告げる風物詩。 

柔らかな陽春の日ざしに、風の薫りも華やぎ心なごむ季節の京都。 

京都四條「南座」で、洗練された舞踏と格調高い絢爛豪華な舞台をお楽しみ下さい。 

◆日  時：４月１日（木）～４月２０日（火） 

◆会  場：京都四條 南座 （京都市東山区四条大橋東詰） 

◆料  金：会員料金 １１，５００円 （通常料金 １４，０００円） 

◆観 覧 席：全席指定 

◆申込方法：電話・ＦＡＸ・Ｅメールで、事業所名・会員氏名・必要枚数・観覧希望日・ 

郵便番号・ご住所をお伝えください。 

※お申込み受付完了後、会員様に個別で京都総合プランニング㈱より下記 4 つの書類が送付されます。 

【 ①ご予約確認書 ②都をどりパンフレット ③祇をん豆寅パンフレット ④周辺地図 】 

※当日は ①ご予約確認書 を必ずご持参ください。  

©松竹株式会社 

11:30 歌舞練場前「祇をん豆寅」集合 

11:40 御昼食開始、ご昼食後、散策を兼ねて各自徒歩で南座へ移動 

13:50 京都四條「南座」入場 

14:20 都をどり開演（約 45 分）終演後、解散となります。 

行程 

ご予約・ 

お問い合わせ 

©祇園甲部歌舞会 

たなかの苺 

たなかの苺では、特においしいと定評のある「あきひめ」と「まり香」の２種類のイチゴを食べ比べ 

できます！ メディアでも取り上げられる人気施設なので、ご予約はお早めに★ 

◆内  容：園内(ビニールハウス)いちご狩り＆いちご食べ放題！（１時間） 

◆内  容：※おみやげは別途代金必要 

◆利用期間：２月３日（水）～５月５日（水） 

◆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 

◆申込方法：お伝えください。 

※いちご狩りは事前に予約が必要です。 ※予約時、電話の場合は「貝塚市共済センター」の会員である旨をお伝えください。 

※ネット申込の場合は「お名前」欄に「氏名（共済会員）」と入力してください。 

◆料金： たなかの苺 

住   所：〒597-0041 貝塚市清児 300 

T E L ：072-486-0015 

090-9540-1381 

受付時間 ：午前 9 時〜12 時 

H   P ：(https://www.tanaka-15.com) 

券種 会員料金 通常料金

 大人（中学生以上） 2,000円 2,800円 

 シルバー(７０歳以上) 1,700円 2,500円 

 小学生 1,400円 2,200円 

 ３歳以上小学生未満 800円 1500円 

 １・２歳 300円 500円 

岸和田フィッシングパーク 

◆利用方法：受付にて会員証提示で、下記表の会員料金でご利用いただけます 

◆お問い合わせ先：岸和田フィッシングパーク管理事務所 TEL：080-9370-2359 

 
※新型コロナ感染対策の観点により、係員にはマスク及びフェイスシールドを着用する場合があります。 

※感染防止対策の中での運営になりますのでサービスの一部が提供できない場合がありますので、予めご了承ください。 

※感染状況により、係員からマスク着用の指示をする場合があります。 

※ソーシャルディスタンスの観点により、密になるような行為はお控えください。 

※安全の観点(暴言・危険行為など)により係員により、ご退場を指示する場合があります。(入場券の払い戻しは致しません)  

子供から大人まで楽しめるフィッシングパークが期間限定オープン！！ 

◆場  所：岸和田市中央公園（岸和田市西之内町 8 まなび中央公園プール内） 

◆期  間：～ 令和３年５月９日（日） 営業時間：９：００～１７：００（定休日：毎週月曜日） 

※月曜日が祝祭日の場合は翌日定休日 

※気象条件及び水温の状況により早期終了及び臨時休業の場合があります。 

※開門時間の前に来場者が多数の場合感染対策の方針により早く開門する場合があります。 

※大人は高校生以上、こどもは中学生以下です。 

※料金表内の（○匹）はニジマス持ち帰り匹数です。 

 
※詳しくは岸和田フィッシングパーク HP(https://kishiwadafishingpark.jimdofree.com)をご覧ください。 

券種
会員料金

(大人)

通常料金

(大人)

会員料金

(こども)

通常料金

(こども)

１日券(15匹) 3,600円 4,000円 2,500円 2,800円

半日券(10匹) 2,500円 2,800円 1,800円 2,000円

２時間券(5匹) 1,600円 1,800円 1,100円 1,300円

こどもプール(3匹) 1,000円 1,200円 700円 800円

見学入場料 200円 300円 無料 無料

レンタル

ロッド
料金

ルアー竿  1,600円～ (ルアー別)

エサ竿  600円 (エサ別)

エサ  400円～

1 会員６枚まで 


