
 

  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。 
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　会員の銀婚（25年）
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　子の死亡

　父母の死亡

　配偶者の死亡

12,000円

～30,000円　自然災害（損壊の種類・程度により異なる）

グルメチケットお風呂

割引券・無料券配布

宿泊補助金

1,000円

映画 大人

各種 割引

健康管理補助金

レジャー

該当事由が発生したとき、会員様やご家族に給付金が支給されます。

（障害の程度に
より異なる）

（障害の程度に
より異なる） ※請求には期限がございます。詳しくはお問い合わせください。

慶弔給付金

人気の

ホテルグルメ

など 割引

会員と同居家族に

契約宿泊施設

年度内 3泊まで

会員2,500円 家族1,500円の補助

会員（35歳以上）

年度内1回

～ 10,000円 の補助

脳・人間ドック

従業員への

慶弔金が充実

Osaka Shion Wind Orchestra 第 138 回定期演奏会 

9 月 26 日（日） 

13：00 開場/14：00 開演 

ザ・シンフォニーホール 

S 席 3,500 円（通常 5,000 円） 

A 席 2,500 円（通常4,000 円） 

※先着 10 枚 

※9/9（木）締切 

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。 

公式 HP 

Ballet Muses―バレエの美神 2021― 

10 月 11 日（月） 
17：30 開場/18：30 開演 

東大阪市文化創造館 
Dream House 大ホール 

Ｓ席 13,000 円（通常 17,000 円） 

※未就学児入場不可 
※9/16（木）締切 

1999 年、2003 年、2006 年と 3 度開催され、

マイヤ・プリセツカヤを筆頭に、錚々たるダ

ンサーが出演した「バレエの美神（ミューズ）」

が 15 年ぶりに復活！今回は世界から”今”見

ておきたい旬のダンサーたちが出演予定。 

 

2021年８月 
（令和３年） 

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 35８号 

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 

秋の京都散策パスポート 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各施設の営業時間等に変更が生じる可能性がございます。 
ご利用の際は、事前にご確認をお願いいたします。 

1 会員 4 セットまで 先着 150 セット限定 

◆利用期間：10 月 1 日（金）～12 月 12 日（日） 

※食事施設ご利用の際は、各食事施設への事前予約が必要です。 

  各食事施設の電話番号・詳細等は「京都散策専用ガイド冊子」にてご確認いただけます。 

◆料  金：4,200 円（最大 6,900 円相当） 

◆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。 

◆申込締切：8 月 27 日（金） ※9 月中旬のお渡し予定になります。お渡しが可能になり次第、ご連絡いたします。 

窓口にて受け取りの際、お支払いをお願いします。 

リーガロイヤルホテル京都 鉄板焼 葵 京都大原の料理旅館 芹生 

お品書き 

◆本日の前菜 ◆ポタージュ 

◆お魚の鉄板焼き 

◆国産牛フィレの鉄板焼き

と焼き野菜 

◆ご飯 ◆赤出汁 ◆香の物 

◆デザート 

◆コーヒーまたは紅茶 

 

※お料理の内

容は、季節に
より異なりま
す。予めご了

承ください。 
※写真はイメ
ージです。 

※下記メニュ
ーはサンプル
メ ニ ュ ー で

す。 

※お料理の内容は、

季節により異な
ります。予めご了
承ください。 

※写真はイメージ
です。 

※下記メニューは

サンプルメニュ
ーです。 

お品書き 

◆湯豆腐 ◆付出し 胡麻豆腐 

◆一の重 季節の魚菜・山菜の

取合わせ 

◆二の重 季節の魚菜・山菜の

取合わせ 

◆三の重 味御飯・味付きしば

漬け 

◆汁物 

 

天龍寺 常照寺 寂光院 青蓮院

常寂光寺 南禅寺・三門 しょうざん庭園 平安神宮

化野念仏寺 南禅寺・方丈 大徳寺・龍源院 三千院

清凉寺 南禅寺・南禅院 六波羅密寺 勝林院

大覚寺 東寺 大徳寺・大仙院 実光院

仁和寺 高台寺 長楽寺 宝泉院

龍安寺 智積院 知恩院 来迎院

東映太秦映画村

利用予定施設名（神社・仏閣）

※食事施設例（一部抜粋） 

 

・京都散策ガイド冊子（１冊） 

・昼食券（１枚） 

・共通拝観、入場券（３枚） 

日本を代表する作曲家２名の名曲による心安らぐ旋律がもたらす 

至福のひとときをお楽しみください。 

利用予定施設（食事施設）

◇京都駅

◇市　内 がんこ高瀬川二条苑・泉仙 紫野店・かめや本家

◇東　山 南禅寺順正

◇木屋町 京料理 梅むら・いそべ本店 ◇祇　園 京料理 古都梅

◇嵐　山 泉仙 嵯峨野店・渡月亭・花筏・花のいえ ◇大　原 芹生

京都新阪急ホテル：ロイン・美濃吉

リーガロイヤルホテル京都：トップオブキョウト・グルマン橘・皇家龍鳳・葵

tel:072-433-7191


 

 

冬の日帰り温泉プラン 

 

ご家族・ご友人とお好きな時に、冬の温泉旅行をお手軽にお楽しみいただけるフリープランはいかがでしょうか。 

約 6 か所の施設よりお選びいただける利用クーポン券と、温泉プランの案内書をセットにしてご用意いたします。 

1 会員 4 セットまで 先着 150 セット限定 

◆利用期間：11 月初旬～3 月末日 
※施設ご利用の際は、事前予約が必要です。 

各施設の電話番号・詳細等は「冬の日帰り温泉プラン案内書」 

にてご確認いただけます。 

◆料  金：3,000 円（最大 4,980 円相当） 

◆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。 

◆申込締切：9 月 9 日（木）※10 月中旬のお渡し予定になります。お渡しが可能になり次第、ご連絡いたします。 
窓口にて受け取りの際、お支払いをお願いします。 

京都るり渓温泉 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各施設の営業時間等に変更が生じる可能性がございます。 

ご利用の際は事前にご確認お願いいたします。 

露天風呂 

肩こりや疲れを癒すラジウムを

多く含む大浴場。 

水着着用でゆっくりとお過ごし

いただけます。 

和食膳イメージ 

万葉倶楽部 神戸ハーバーランド温泉 

和食膳イメージ 

「さとわき湧玉の湯」を港都の

美しい景観のなか神戸流の「新

湯治」を堪能することができま

す。 

・冬の日帰り温泉プラン案内書（１部） 

・利用クーポン券（１枚） 

 

阪神タイガース オリジナルグッズプレゼント 

新規事業所 ご紹介キャンペーン 

湯快リゾート ご宿泊優待券「VIP チケット」プレゼント 

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  ：８月２日（月）～９月 3０日（木） 

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

全会員様に、湯快リゾート宿泊時に利用できる「VIP チケット」をプレゼント！ 

ニュースに同封しておりますので、宿泊の際には是非ご活用ください✨ 

◆チケット内容：1,000 円割引 又は 10％割引 ※優待内容は施設により異なります 

◆利用方法： ①お電話の場合「湯快リゾート予約センター」よりご予約 

②インターネットの場合「公式 WEB サイト」よりご予約 

し、ご宿泊日にチケットをご持参ください。 

◆有効期限：2021 年 10 月 29 日（金） ◆除外日：特定日、土曜日、８月 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。 

湯快リゾート予約センター  
（TEL：0570-550-078） 

公式 WEB 
サイト→ 

◆応募方法：ＦＡＸ・E メールにて、件名に“阪神タイガースオリジナルグラス申込”と記載いただき、 

本文に ①事業所名 ②会員氏名 ③ニュースに名前掲載の可否 を明記の 

うえ、事務局までご応募ください。 

◆締  切：8 月 26 日（木）  

当選者には 8 月 30 日（月）までに事務局よりご連絡します。 

事務局まで取りに来てください。 

阪神タイガース オリジナルグラス（２個入り）を１名様にプレゼント！！ 

白浜 ホテルシーモア 和食膳

京都 るり渓温泉 和食膳

神戸 万葉倶楽部　神戸ハーバーランド温泉 和食膳

亀岡 渓山閣 和食膳

有馬 メープル有馬 華かご御膳

久美浜 湯元館 プレミアム会席

利用予定施設（関西地区）


