
 

  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。 

fox capture plan special LIVE 

7 月 11 日（日） 18：00 コスモスシアター大ホール 

出演：fox capture plan 

 全席指定   2,800 円 (通常 3,500 円) 

※5/31（月）締切    ※未就学児童の入場不可。 

SNS シェアにて公演当日 300 円キャッシュバック 

事務局からのお知らせ 

・ご当選またはご予約されたチケットにつきましては、お早めに引き取りに来ていただきますよう、お願いいたします。 

なお、お申込みされたチケットがイベント開催後または有効期限切れになった場合もチケット料金はお支払いいただき 

ますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

・ご購入されたチケットの有効期限をご確認いただき、期限内にご使用ください。 

・ご購入されたチケットにつきましては、交換・返金等は一切出来ませんので、ご注意ください。  

絵本作家 金澤麻由子の世界 
〜映像と音楽で楽しむ 

絵本の読み聞かせとコンサート〜 

  

6 月 27 日（日） 14：00 コスモスシアター中ホール 

出演：金澤麻由子、古後公隆、白根亜紀、福田容子  

 一般     900 円 (通常 1,200 円) 

高校生以下  500 円 (通常  700 円) 

※4/28（水）締切  

※3 歳以上有料。3 歳未満は保護者１名につき、お子様１名まで膝上無料。 

絵本「きみのいる家」にて文部科学大臣賞を受賞し、絵本作家デビューを果たした 

金澤麻由子。新作「さすらいのルーロット」をメインに、映像と音楽、語りで広げ

られる創作舞台をお楽しみください。 

「現代版ジャズロック」をコンセプトに活動する三人。 

2012 年発表の『Sampleboard』は全くプロモーションを行わなかったにも関わらず、 

タワーレコード新宿店でフロアデイリーチャート 1 位の売り上げを記録。近年は 

「コンフィデンスマン JP」「事故物件」などの劇中音楽を担当する、勢いあるバンドです。 

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 354 号 

（令和 3 年） 
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 

2021 年 4 月 

二色の浜 潮干狩り 割引入場券 

入学給付金のご案内 

毎年 4 月恒例の潮干狩り！ 白い浜と松の緑に包まれた二色の浜。心地よい磯の香りに包まれな 

がら、楽しく過ごしませんか？ くまでやバケツなどの道具は、レンタルや購入が可能なのでら 

くちんです。潮干狩りの後は、手ぶらで楽しめるバーベキューもおススメですよ☆ 

◆利用期間：4 月 17 日（土）〜 6 月 6 日（日） 

◆場  所：二色の浜 潮干狩り会場 

◆入場時間：潮の満ち引きにより変動 

（詳しくは下記 QRコードのリンク先、潮干狩りのページ内にある『潮見表』をご確認ください。） 

 

潮干狩り 手ぶら BBQ 

◆料  金： 

 

 
 

◆必要道具：①くまで（砂を掘るもの） ②濡れてもよい靴（サンダル等） ③バケツまたはビニール袋 

◆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・区分・必要枚数をお伝えくだ 

      さい。 

潮干狩り・ＢＢＱに関する詳しいお問い合わせは → 二色の浜観光協会：072-432-3022 

 

会員料金 お土産の貝

大人（中学生以上） 800円（通常1,500円) 拾った貝のうち 800ｇまで

こども（３歳〜小学生） 400円（通常   750円) 拾った貝のうち 400ｇまで

１会員６枚 まで 

お子様が小学校にご入学される会員の方は、入学祝金（12,000 円）が給付されます。 

お住まいの市町村の教育委員会より送付される「就学・入学通知書」をコピーし、保管しておいて 

下さい（給付金申請の際に必要となります）。 

＊入学祝金は小学校入学のみです。受付は 4 月 1 日 (木) から です。 

＊給付金の請求期限は２年ですので、お忘れのかたは早急に申請してください。 

小学校に入学されるお子様がいらっしゃる方へ 

tel:072-433-7191


 

【再掲載】 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 

東京ディズニーセレブレーションホテル 宿泊割引 

 

『東京ディズニーセレブレーションホテル』は、手軽にリゾートステイを楽しめるバリュータイ 

プのディズニーホテルです！ 会員様とそのご家族なら 10％割引で宿泊することができます☆ 

◆対 象 者：会員と登録家族 

◆宿泊期間：4 月 2 日 (金) 〜 2022 年 3 月 31 日 (木)  

◆予約期間：4 月 1 日 (木) 11：00 〜 2022 年 3 月 30 日 (水) 20：59 まで 2 か月前から予約可能 

◆予約方法：「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用者専用サイト」(dcp.go2tdr.com) 

より「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」にアクセスし、本宿泊予約 

に必要なプランパスワードを入力の上、ご予約ください。 

◆予約期間：※プランパスワードにつきましては、個別に当センターまでご連絡ください。 

【ご留意点】 

・予約状況により、希望日に予約できない場合がありますので予めご了承ください。 

・内容は予告なく変更・中止となる場合があります。・予約の状況については、予約専用画面に記載の案内事項をご確認ください。 

・ご予約の際は「東京ディズニーランド・オンライン予約・購入サイト」でのユーザー登録が必要となります。・残室数等の予約状況に応じて客室価格が変動いたします。 

・宿泊料金の一部を「コーポレートプログラム利用券」を使ってお支払い頂く場合は、チェックイン時にホテルフロントへご提出ください。 

・チェックイン時に、係員より会員証（コピー可）の提示を求められる場合がありますので、その際はご協力をお願いいたします。 

◆その他、本プラン予約に伴う操作方法でご不明な点は下記までお問い合わせください。 

利用期間が 5 月末日 まで延長されました！ 

ジェラート付のランチ＆ディナーに展望台チケットまで付いてます♪ 

◆利用期間： 5 月３１日（月）まで 

◆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）※要事前予約 

◆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 

◆申込方法：をお伝えください。 

◆申込締切： 4 月３０日（金） 

A-na Lunch (１ドリンク・展望台チケット付) 

◆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) 

◆価格：会員価格 5,000 円 (通常価格 7,550 円) 

◆利用時間：17:00～21:00 (ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 20:00) 

1 会員 
６枚まで 

※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。※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有。 

 

割引チケット情報 

・各チケットご入用のかたは、あらかじめ事務局 

に予約してください。 

・事務局にお越しの際は会員証をご持参ください。 

・各チケットには使用期限がございますので、使 

用期限までに必ずご利用ください。 

・ご購入されたチケットの交換・返金などは一切 

出来ませんのでご注意ください。 

・上記以外でご不明な点は、事務局までお気軽に 

お問い合わせください。 

ガイドブック同封     時間変更のお知らせ 

本ニュースと共に、各事業所様へ 

『全福ネットガイドブック 2021』を同封いた 

しました。 

当センター会員様ならどなたでも受けられる 

サービスが多数掲載されておりますので、 

共有スペースでの周知など、福利厚生の一環 

にぜひお役立てください。 

◆営業時間：11：00～翌９：00 (定休日：不定休月 1 回) 

※現在、短縮営業（11：00～22：00(最終入館 21：00)）と 

なっております。 

 

共済センターニュース 10 月号にてご案内いたしました、 

空庭温泉の短縮営業の時間が変更となりました。 

※営業時間・定休日・利用規約等は事前に公式 HP         

でご確認ください。 

 

（https://solaniwa.com/） 

 

●映画券 ＜年度内１会員 あわせて15枚＞

イオンシネマ（りんくう泉南等）

大人（高校生以上) 1,700円 → 900円

ユナイテッドシネマ（岸和田カンカン等）

大人 1,800円 → 1,000円

小人（高校生まで) 1,000円 → 600円

●美笹のゆ（貝塚市・橋本）

＜入浴・岩盤浴 年度内１会員 あわせて15枚＞

入浴券 大人（中学生以上）

平日・土日祝 700円 → 450円

平日・土日祝 700円 → 550円

●虹の湯 （貝塚市・澤）＜年度内１会員 10枚＞

大人（中学生以上）入浴券  平日 630円 → 450円

土日祝 650円 → 450円

●清児の湯（貝塚市・清児）

大人（中学生以上）入浴券 450円 → 400円

●滝の湯（貝塚市・木積）

大人（中学生以上）入浴券  平日 720円 → 570円

土日祝 720円 → 620円

●太平のゆ（忠岡町）

大人（中学生以上）入浴券 650円 → 500円

●りんくうの湯（泉佐野市・りんくうタウン）

＜年度内１会員 あわせて10枚＞

※取扱は大人券（中学生以上）のみ

入浴券 620円 → 400円

ゆったりコース券 930円 → 700円

岩盤ゆったりコース券 1,240円 → 1,000円

●りんスポアイススケート（高石市・高師浜）

フリータイム・貸靴代込み・年中滑れます

大人（高校生以上) 1,860円 → 1,120円

こども（４歳～中学生) 1,420円 → 810円

岩盤浴券 大人（中学生以上）

●小林美術館（高石市・羽衣）

入館料　　　　　　　  大人 1,000円 → 500円

高校・大学生 600円 → 300円

小学・中学生 300円 → 150円

●湯快リゾート ゆかいなあったかギフト券

＜発行日より１年間有効／年度内１会員４枚＞

（１枚につき１名利用可能） 5,000円 → 4,200円

●QUOカード ＜年度内１会員４枚＞

3,000円 → 2,900円

●ジェフグルメカード＜年度内１会員４組＞

500円券 5枚セット 2,500円 → 2,200円

●こども商品券 ＜年度内１会員10枚＞

（有効期限2024年12月31日)

1枚　500円 → 430円

事務局で補助券を受け取り現地窓口で使用する券

●ナガシマスパーランド

料金等の詳細は、事務局までお問い合わせください。

●大観覧車りんくうの星

＜１枚につき５名まで利用可＞ 1名 700円 → 500円

●天保山大観覧車

＜１枚につき５名まで利用可＞ 3歳以上 100円引き

tel:06-6628-6111
https://solaniwa.com/

