
 

  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。 

   
 

契約解除 

契約解除施設 

 
解 除 日 

 
利 用 期 限 

 

かんぽの宿「ラフレさいたま」 

２０２１年１０月３１日（日） 

２０２１年１０月３１日（日） 

チェックアウト分まで 

津軽三味線☆三絃士 feat.くめだんす×太鼓部
や 

12 月 25日（土） 
 
14：00 開演 
(13：00 開場) 

コスモスシアター 
大ホール 

出演：津軽三味線☆三絃士（馬場淳史・杉山大祐・伊藤ケイスケ） 

ゲスト：久米田高校ダンス部・久米田高校太鼓部 

※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） 

※11/11（木）締切 

全席指定 
一 般 2,000 円（通常 2,500 円） 

 
18 歳未満 800 円（通常 1,000 円） 

恐竜にもし本当に出会えたら・・・ 

「恐竜との生きた出会い」を実現する 

世界初のリアル恐竜体験プロジェクトです。 

Osaka Shion Wind Orchestra  
第 139 回定期演奏会 

11 月 28日（日） 
 
14：00 開演 
(13：00 開場) 

ザ・シンフォニーホール 
プログラム： 

アルフレッド・リード 

生誕 100 年記念 

オール・リード・プログラム 

序曲「春の猟犬」 

エル・カミーノ・レアル 

アルメニアン・ダンス パート 1 

             ほか 

※各10枚まで 

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。※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ございます。予めご了承ください。 

※本公演は座席の間隔を空けて配席しておりますので、複数枚お申込みの場合は

お席が離れる場合がございます。 ※11/11（木）締切 

指揮：秋山 和慶 

演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 

Ｓ席 3,500円（通常 5,000 円） 
 
A 席 2,500 円（通常 4,000 円） 

恐竜ラボ！ディノ・サバイバル DINO-A-LIVE 

ＮＨＫ大阪ホール 

2022年 

1月 8日（土）16：30 

1月 9日（日）16：30 

1月 10日（月祝） 

10：30/13：30/16：30 

S 席 2,500円(通常 3,900 円) 

※３歳以上有料、２歳以下膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合は有料。 

※37.5℃以上の発熱のある方はご入場をお断りさせて頂きます。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク（マウスシールド不可）を着用

の上ご来場ください。※入場時に検温、手指消毒のご協力をお願いいたします。※ご

購入後は公演中止を除き、お客様のご都合による変更・キャンセルは一切お受けでき

ません。※感染の再拡大等により、公演の中止や公演内容、座席配置等が変更になる

可能性がございます。※今後の対策に関しまして、感染拡大状況により方針および対

策を変更させていただく際は、随時公演ホームページにてお知らせいたしますので、

チケットご購入前やご来場前には必ずご確認いただきますようお願いいたします。 

※11/25（木）締切 

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 360号 2021年 10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 

日本全国ラーメン紀行 
 

※詳しくはニュースの同封チラシをご覧ください 

 

食欲の秋・・・ということで、豪華グルメプレゼント企画を行います！ 

お肉や蟹・スイーツなど、贅沢なグルメを自由に選べるカタログギフトを 

プレゼントします！お家で豪華グルメをご堪能下さい。 

 

※一部抜粋 

事務局まで、はがき・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「カタログギフトプレゼント企画」  ②事業所名  ③会員氏名 

④ニュースに名前掲載の可否   

※電話でのご応募不可 ※応募は 1 人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。 

11 月 11日（木）必着 

       当選された方のみ、賞品が準備出来次第ご連絡いたします。 

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。 

応募方法 

 

応募締切 

 当選連絡 

 

通常価格 
会員価格 

(特別価格) 

最大 

約35％OFF 

ニュースに同封の申込書（事業所に１部配布）に必要

事項を各事業所単位で代表者がとりまとめて記入のう

え、㈱ユニオンサービスへ Fax(052-821-8331)でお申

込みください。 

１１月２6日（金） 

申込方法 

 

申込締切 

 

tel:072-433-7191


 

大阪松竹座 松竹新喜劇 錦秋公演 

 会 場 

 公演日時  

 

料 金 

 

申込方法 

 
申込締切 

 

大阪松竹座（大阪市中央区道頓堀 1-9-19） 

1 等席：3,500円（通常 11,000 円） 
※各日程 10 枚 計 40 枚（先着順） 

※新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた席配置となるため、 

お席が離れる場合があります。 

※特別価格での販売のため、お席はお選びいただけません。 

日程 区分

11月13日（土） 午後の部（15時30分開演）

11月18日（木） 午前の部（11時開演）

11月20日（土） 午前の部（11時開演）

11月21日（日） 午前の部（11時開演）

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。 

10 月 21日（木）正午 
※チケットのお渡し予定は、10 月 28 日前後となります。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。 

『お祭り提灯』 

代々受け継がれる松竹新

喜劇随一の人気作を、賑々

しくお届けします。 

『お家はんと直どん』 

昭和の名作を 43 年ぶり

に復活上映。笑いと涙のほ

ろ苦い人生模様をお楽しみ

ください。 

年末大掃除早割キャンペーン 

 

蓬莱本館での豚まん手作り体験教室 

 

キャンセル料について 

日 時   

 

場 所 

 対 象 

募集人数 

料 金 

 
申込方法 

 
申込・支払締切 

 

内 容   

 

12 月 11日（土）集合 13 時 30 分（開始 14 時～） 
※体験は 15 時までの予定ですが、蒸し時間がかかるため終了時間が前後します。       

体験終了後、一旦退席いただいても構いません。予めご了承の上、お申込みください。 

蓬莱本館レストラン 3F(大阪市中央区難波 3-6-1)☎06-6634-6836 

会員または会員登録家族 ※小学校４年生以上 

20 名（3 市合計）※先着順 ※最少催行 10 名 
※お子さまだけの参加はできません。※体験のみでお食事はありません。    

※参加者は、全員マスクの着用をお願いします。 

1,700 円（通常 2,100 円） 

事務局まで、電話・FAX・E メールにて事業所名・会員氏名・参加者氏名・参加者の緊急連絡先を

お伝えの上、支払締切日までに事務局窓口にてお支払いください。 

10 月 29日（金）正午 

1 名分：豚まん 4 個・焼売 10 個 

※支払締切日までにお支払いいただけない場合、申込は無効となります。 

当センターからの参加人数により、キャンセル料が変動します。
（最大 2100 円） 後日追加で徴収（最大 400 円）させていた
だく場合がございますので、予めご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染症拡大などにより、中止となる場合があります。 

※11 月 11 日より発生します 

株式会社ブレス 
 

※詳しくはニュースの同封チラシをご覧ください 

 施工箇所 一般価格（税込） 特別価格（税込）

排水管清掃 ¥44,000 ¥34,700

ベランダ清掃 ¥13,200 ¥9,378

水廻り一式 ¥59,950 ¥43,500
詳細は担当者がご案内

0120-36-7799
換気扇・キッチン・浴室・トイレ

その他、エアコン、窓網戸、格安で賜ります。詳しくはお電話で！

申込締切 ※ご注文の際に、会員である旨をお伝えください。

2022年1月31日（月）

大掃除フェアー価格施工箇所 一般価格（税込） 特別価格（税込）

排水管清掃 ¥44,000 ¥34,700

ベランダ清掃 ¥13,200 ¥9,378

水廻り一式 ¥59,950 ¥43,500
詳細は担当者がご案内

0120-36-7799
換気扇・キッチン・浴室・トイレ

その他、エアコン、窓網戸、格安で賜ります。詳しくはお電話で！

申込締切 ※ご注文の際に、会員である旨をお伝えください。

2022年1月31日（月）

大掃除フェアー価格

みかん狩り 井川みかん園・やぶ果樹園 
 

10 月 16日（土）～12月 5日（日）10：00～16：00 
      ※みかんがなくなり次第終了 

下記の期間中に、どちらかの園でご利用ください。 

1 会員 4 枚まで 

現地でのみかん食べ放題！※おみやげは別料金です 

事務局まで、電話・E メール・FAX にて 

      事業所名・会員氏名・必要枚数をお伝えください。 

12 月 3日（金） 

ご利用前に 
各園へご予約を 
お願いいたします。 

井川みかん園 

住所：貝塚市三ケ山 396 

☎：447-0891 

やぶ果樹園  

住所：貝塚市三ケ山 

1218-1 

☎：446-1777 

利用期間   

 
内   容 

申込方法 

 

申込締切 

 

安芸グランドホテル＆スパ  

潮騒と磯料理の宿 美浜レステル 

 

新規契約 

詳細情報 

はこちら 

詳細情報 

はこちら 
0829-56-1717 

 
0558-94-3555 

広島県廿日市 

市宮島口西 1-1-17 

安芸グランドホテル＆スパ 潮騒と磯料理の宿 

美浜レステル 

静岡県沼津市戸田 362-5 

 

安芸の宮島の対岸に佇

みオーシャンフロント

から眼前に広がる瀬戸

内の海と世界遺産「厳

島神社」を堪能できま

す。 

夕映えの絶景と駿河湾で獲れた

ての海の幸が自慢のお宿です。

春は河津桜、夏は海水浴、秋・冬

はここでしか味わえない「高足

かに」を堪能できます。 

場 所   

 
T E L  

 

場 所   

 
T E L   

 

利用内容   

 対象者   

 利用方法   

 

予約時のベストレート保証（最低保証価格） 

会員およびその同伴者 

予約時に「全福センター会員」である旨お伝えいただき、利用時にフロントにて会員証をご提示ください。 

ベストレート保証とは？ 
公式サイト以外のサイトやチラシに、公式価格よりも安い価格の
記載がある場合、その旨伝えるとその価格にてご利用出来ます。 


