
 

  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。 

✤イオンシネマ映画チケット 特別特価でのご案内✤ 

【重要】会費の振替日について 

 

笑福亭たま独演会～師弟対談あり～ 

11 月 21 日（日） 
14：00 開演（13：15 開場） 

コスモスシアター中ホール 

出演：笑福亭たま  

＜ゲスト＞笑福亭福笑 

全席指定 
 

※未就学児の入場不可。 

※託児サービスあり。（公演の２週間前までに要申込） 

※10/28（木）締切 

一般    2,000 円 
（通常 2,500 円） 

18 歳未満    800 円 
（通常 1,000 円） 

11 月 23 日（火・祝） 

14：00 開演（13：15 開場） 

大阪市中央公会堂 中集会室 

出演：里アンナ、中林万里子（ピアノ） 
＜ゲスト＞上妻宏光 

自由席 5,500 円 
（通常 6,000 円） 

※公演日の 2 週間前（11/9）以降のお渡し予定となります。 

※10/21（木）締切 

tupera tuperaのかおてん 
tupera tupera といっしょに顔をあそびつくそう！ 

9 月 17 日（金）～11 月 7 日（日） 

あべのハルカス美術館 

火～金   10：00～20：00 
月・土・日・祝  

10：00～18：00 
（最終入場は閉館の 30 分前まで） 
 

一般 1,000 円（通常 1,500 円） 

大高生 500 円（通常 1,100 円） 

子ども（中学生～3 歳）  

200 円（通常 500 円） 

※9/16（木）締切 

亀山達矢と中川敦子によるクリエイティブ・ユニット tupera tupera
は、絵本を中心に幅広い分野で活躍してきました。 
本展では彼らのアイディアとユーモアの源泉である「顔」をテーマに 
人気の絵本原画から映像、大型立体作品まで、様々な作品を展示します。 
めくるめく「かお」だらけの世界へようこそ！ 

10 月は 2021 年度第 3 四半期（10 月～12 月分） 

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、 

９月１５日（水）まで にお願いいたします。 
 

※９月１６日（木）以降にご提出された入退会分に

つきましては、会費のご請求金額を変更出来かねま

すので、予めご了承ください。 
 

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。 

 

９月３０日までの限定販売！ 

イオンシネマ映画チケットを更にお求めやすく、特別価格で販売します！ 

◆料金：９００円 ⇒ ７００円（通常 １，７００円） 

◆販売期間：９月 30 日（木）まで      

◆申込方法：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。      

◆チケット有効期限：2021 年９月 30 日（木）      

※通常年度内１５枚までのご購入となっておりますが、今回はその枚数とは別に１会員様１０枚までご購入いただけます。 

※先着順で無くなり次第終了となります。ご了承ください。 

 

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 359号 2021年 9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 

関西サイクルスポーツセンター 
入場+フリーパス+炭火 BBQ(食材 1 人前) 

 

✨ ジェフグルメカードプレゼント企画 ✨ 

1 会員様 6 枚まで 

◆利用期間：～11 月 29 日（月） 

◆営業時間：【平日】10：00～17：00 

      【土日祝】9：30～17：30 ※季節により変動あり 

◆料 金： 

◆定 休 日：毎週火曜日（11/23 は営業） 

 

◆イベント：11 月 20 日（土）・21 日（日） 
・23 日（火祝） 

◆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。 

◆申込締切：11 月 22 日（月） 

※園内「BBQ テラス」での食事となります。BBQ メニューは「上肉セット」か「海の幸セット」より、 
お選びいただけます。事前予約不要。 

※こども B は乗り物に制限があります。※特別イベント等、一部ご利用頂けないものがございます。 
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、営業時間の変更、入場制限や臨時休園となる場合がございます。 

予めご了承ください。詳しくは、関西サイクルスポーツセンター公式 HP をご確認ください。 

上肉セット 

海の幸セット 

関西サイクル H P 

手作り雑貨やワークショップが揃う「関西サイクルロハス」

開催予定！他にもキャラクターショー等の 

イベントも開催予定です！ 

区分 会員料金 通常料金

おとな（中学生以上） 3,000円 4,760円

こどもA（3歳～小学生、身長110㎝以上） 2,500円 4,460円

こどもB（3歳～小学生、身長110㎝未満） 1,700円 3,660円

シルバー（60歳以上） 2,000円 3,960円

全国共通お食事券 ジェフグルメカード 2,500 円分を 20 名様にプレゼント！ 

 内  容  ジェフグルメカード 2,500 円分（500 円券×5 枚）を 20 名様 

※お申込み多数の場合は抽選となります。 

 

応募方法  事務局まで、電話・FAX・E メールにて、下記①～④を全てご記入の上ご応募ください。 

 ①「ジェフグルメカードプレゼント企画」 ②事業所名 ③会員氏名 ④ニュースに名前掲載の可否 

 ※応募は 1 会員１回まで。重複申込は無効。 
※必要事項の記入漏れがある場合、無効となる場合がございますのでご注意ください。 

応募締切  ９月 30 日（木）※必着 

当選連絡  当選された方のみ、10 月 20 日（水）までにご連絡いたします。 

ご連絡後、事務局まで取りに来てくださいますようお願いいたします。 

 お好きな時にお好きなお店でご利用いただけます。 

◇有効期限：無し 

◇加盟店：全国 35,000 店舗 

※詳細はジェフグルメカード公式 HP よりご確認ください 

ジェフグルメ 

カード 

公式 HP 

 

先着順 

※入場整理番号付 

tel:072-433-7191


 
割引チケット情報 

  事務局からのお知らせ【チケットについて】 

・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。  

ガーデニング教室 ～季節の寄せ植え～ 

2021 年 船釣り会～人気のタチウオ狙いませんか？～ 

 

宝塚歌劇団 公演チケット 

◆宝塚 花組 
 
・忠臣蔵ファンタジー 
『元禄バロックロック』 
作・演出/谷 貴矢 

 
・レビュー・アニバーサリー 
『The Fascination 
（ザ ファシネイション）!』 
作・演出/中村 一徳 

◆公演日時：11 月 20 日（土） 11 時開演 

◆主  演：柚香 光・星風 まどか 

 
◆会  場：宝塚大劇場 

◆席  種：S 席 10 席（抽選） 
※抽選結果は、10 月 1 日（金）までにご連絡いたします。 

※10 月中旬～下旬のお渡し予定となります。 

 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に、お支払いをお願いいたします。 

 

1 会員様 お申込み 1 回限り 

◆料  金：7,000 円（通常 8,800 円） 

◆申込締切：9 月 28 日（火）12：00 まで 
※郵送の場合は必着 

©宝塚歌劇団 

宝塚歌劇 
公式 HP 

◆日  時：10 月 3 日（日）※小雨決行 荒天中止 

      出航 6：30（受付 5：45～） 帰港 12：00 予定 

◆釣 り 船：瑞宝丸（貸切予定）と堺市用１艘 
     ※席は先着順です。※定員に達しない場合は一般客を受け入れます。 

◆出船場所：泉南郡岬町多奈川谷川 2904-2 

◆対 象 者：会員または登録家族 

◆募集人数：30 名（4 市合計） 

◆料    金：1 名 5,600 円（通常 7,000 円） 

※乗船料・氷・えさ代・保険代・税金を含んでいます。 

※仕掛け（テンヤ）はついていません。 

※貸竿・仕掛けが必要な方は、申込時にお願いします。（表参照） 

※9/24（金）以降キャンセル料が発生します。 

◆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・参加人数・参加者氏名 

・備品（表参照）が必要な方は備品名・個数をお伝えください。 

◆申込締切：9 月 17 日（金） 

※駐車料金（500 円）は当日現地にてお支払ください。 
※参加者は全員マスクの着用をお願いします。 

◆お問い合わせ：072-474-6866 

備品 価格

貸竿（手巻リール）1本+仕掛け（テンヤ） 1,700円

貸竿（手巻リール）1本 1,000円

仕掛け（タチウオテンヤ40号） 700円

ライフジャケット 無料

ご自宅で空いている鉢を使って、寄せ植えをしていただきます！ 

◆日  時：10 月 16 日（土）10：00～11：30 ※終了時間は予定 

◆募集人数：10 名（3 市：泉佐野市・貝塚市・岸和田市） 
※最少催行 3 名 ※申込みは 1 会員につき 1 名（本人または登録家族）  

※申込み多数の場合は抽選 

◆料  金： 5,000 円（通常 6,200 円）※花材・土代・税込 

◆場 所：金久（泉佐野市日根野 2545） 
        TEL：072-467-2413 
 ◆講 師：金久スタッフ 

◆持 ち 物：寄せ植えの鉢 
（鉢の大きさの目安は、直径 25～30 ㎝深さ 20～25 ㎝のもの） 

           筆記用具・エプロン・薄手のゴム手袋・花切りバサミ 
      ※当日は汚れても良い服装でお越しください。 

◆申込方法：事務局まで、電話・FAX・Ｅメールにて事業所名・申込者名・

参加者名をお伝えください。 

◆申込締切：9 月 24 日（金） 
※抽選結果は、9 月末～10 月頭頃にお知らせします。※参加者は全員マスクの着用をお願いします。 

※10 月 7 日（木）以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。 

※ライフジャケットが必要な場合はお申し出ください 


