
 

 

 

  

ジェフグルメカードプレゼント企画 当選者発表 

 

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。 

当選された 20 名様 おめでとうございます！！ 沢山のご応募、ありがとうございました！ 

 

お風呂特集予告 

１２月号（次月号）では毎年恒例のお風呂特集を行います。 

美笹のゆ、虹の湯、清児の湯、滝の湯の入浴券を１枚３００円 で販売！！ 

更に、今年度は例年（10 枚まで）に比べ、購入限度枚数も大幅に拡大！ 

通常販売分とは別に、１会員様１５枚までご購入できます。 

※詳しくは 12 月号（次月号）をチェックしてください。 

 

事業所名 会員氏名 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 三木泰税理士事務所 根耒 真子 様 ㈱後野設備 　後野 義一 様　

(公社)貝塚市シルバー人材センター 稲田 隆 様 杉浦捺染㈱ 須浪 みよ子 様 〃 武田 良二 様

溝端化学㈱ 西出 公平 様 三和合繊㈱ 芝 美穂 様 会員事業所 匿名希望

〃 江藤 美津子 様 宮﨑機械システム㈱ 塩谷 晃一 様 会員事業所 匿名希望

泉南オートグラス 曽根 嘉寛 様 合同会社 こころ 肥後 杏奈 様 会員事業所 匿名希望

〃 岸上 亜希 様 〃 上田 典子 様 会員事業所 匿名希望

佐藤登記測量事務所 佐藤 八千代 様 〃 北川 令二 様 ／ ／

梅田芸術劇場メインホール 

12 月 28 日（火） 
18：30 開演（開場 17：30） 

S 席 7,200 円（通常 8,000 円） 

※未就学児入場不可 

※ソーシャルディスタンスを考慮した

座席配置となる可能性がございま

す。予めご了承ください。 

※11/25（木）締切 

恐竜ラボ！ディノ・サバイバル DINO-A-LIVE 

S 席  
2,500 円（通常 3,900 円） 

※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。 

フェニーチェ堺 

2022 年 4 月 30（土） 
10：30/13：30/16：30 

※12/23（木）締切 

※3 歳以上有料、2 歳以下膝上観賞無料 
但し、座席が必要な場合は有料 

クリスマス・オルガンコンサート 
敬虔な祈りは音楽となって羽ばたく 

住友生命いずみホール 

12 月 18 日（土） 
12：00 開演（11：30 開場） 
16：00 開演（15：30 開場） 

全席指定 4,500 円（通常 5,000 円） 

出演：山口綾規（オルガン） 

オクサーナ・ 

ステパニュック（ソプラノ） 

※未就学児入場不可 

※11/25（木）締切 

世界のクリスマス・キャロル、「ア
ヴェ・マリア」をはじめとした定
番を中心に、パイプオルガンの醍
醐味を十分にお楽しみください。 

2022 年１月 15 日（土） 
14：00 開演（開場 13：30） 

コスモスシアター 中ホール 

一般 1,600 円（通常 2,000 円） 

18 歳未満 800 円（通常 1,000 円） 

全席指定 

※未就学児童の入場不可 

※託児サービスあり（公演の２週間前までに要申込） 

※12/23（木）締切 

出演：片岡リサ・橋本桂子・原 茉里・

島田彩寧・小野弥生・饗庭凱山 

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 361号 2021年 11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  
COOKA ウインターチケット 

 

1 会員６枚まで 

※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。  

※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ので、 

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

 

大人気のブッフェスタイルが復活いたします！     

シェフが手がけるできたてのメニューをお好きなだけ召し上がって 

いただけるのはもちろん、装いも新たにワゴンサービスを導入。 

スタッフが各テーブルを回る新たなパフォーマンスで    

今まで以上に充実のひとときとサービスをご提供いたします。 

COOKA の Re：START！BUFFET STYLE をお楽しみに！ 

先着 200 枚限定 

※チケットの有効期限は利用期間に準じます。 

※期間中にご利用いただけなかった場合は、 

2022 年 3 月 1 日（火）～3 月 31 日（木）迄  

直営店舗 ZK、BAR、LOUNGE、M-Boutique、COOKA

で 6,500 円金券としてご利用いただけます。（釣銭返金

不可） 

 
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」（クーカ） 

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 

利用期間 

 

2022 年 1 月 4 日（火）～2022 年 2 月 28 日（月） 

利用時間 

 

17：00～21：00  

料 金 

 

会員料金 4,500 円（通常料金平日 7,800 円、土日祝 8,400 円）  

※土日祝は+500 円で利用可能。レストラン受付にてお支払いください。 

申込方法 

 

電話・FAX・E メールにて、事務局まで事業所名・会員氏名・必要枚数をお伝えください。 

2022 年 1 月 31 日（月）※先着順 ※無くなり次第終了 申込締切 

 

※状況により変動いたします。 

※お料理とお飲み物は 20：30 までご用意しております。 

tel:072-433-7191


 
宝塚歌劇団 公演チケット 

 
宝塚歌劇 月組 

ミュージカル・キネマ 
『今夜、ロマンス劇場で』 
原作/映画「今夜、ロマンス劇場で」 
©2018 フジテレビジョン  

ホリプロ 電通 KDDI 
脚本・演出/小柳 奈穂子 
 
ジャズ・オマージュ 
『FULL SWING!』 
作・演出/三木 章雄 

主 演 月城 かなと・海乃 美月 

会 場 

 

宝塚大劇場 

日 時   

 

2022 年 1 月 23 日（日）11：00 

席 種 Ｓ席 10 席（抽選） 

※抽選結果は 11 月 24 日（水）までにご連絡いたします。 

※12 月上旬～中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。 

料 金 

 

7,800 円（通常 8,800 円） 

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 

 

11 月 17 日（水）12：00 まで 

※郵送の場合必着 

宝塚歌劇 
公式 HP 

©宝塚歌劇団 

1 会員様 お申込み 1 回限り 
※最大 4 枚まで 

阪神タイガース オリジナルグッズプレゼント 

ＦＡＸ・E メールにて、 

件名に“阪神タイガース オリジナルトートバッグ申込”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。 

11 月 25 日（木）  

当選者には 11 月 29 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 オリジナルトートバッグを１名様にプレゼント！！ 

  退職準備セミナー 
 

１名様限定 

“知る”と“知らない”では、将来的に大きな違いがでてくる手続きなど、定年退職を迎えるにあたり知っておきたい

「年金・税金・雇用保険・健康保険に関する基本的知識」についてわかりやすく解説するセミナーです。 

2022 年１月 15 日（土）13 :30 ～ 16 :00 

 サンスクエア堺Ａ棟 第２会議室 

      堺市堺区田出井町 2-1(JR 阪和線「堺市駅」徒歩３分) 

松井 祐一氏 （社会保険労務士） 

無料  

筆記用具、ねんきん定期便 

（日本年金機構より誕生月に送付されています。） 

事務局まで電話・FAX・E メールにて、 

事業所名・会員氏名・年齢・性別・当日の連絡先番号 

をお伝えください。 

12 月 16 日（木） 
※申込多数の場合は抽選（当選された方には 12 月 23 日（木）以降ご連絡いたします。） 

セミナー内容 

●公的年金はいつから・いくらもらえる？ 

●退職後の健康保険は？税金は？ 

●雇用保険は退職時だけ？ 

  継続雇用・再就職でもらえる給付 

（全体）２０名 

※新型コロナウイルス感染防止のため、座席の間隔
を空けて開催します。ご参加いただく際は、マス
クの着用をお願いします。 

応募方法 

 

締 切 

 

日 時 

 
場 所 

 
講 師 

 

参加費 

 

募 集 

 

持ち物 

 

申込方法 

 

申込締切 

 

KG 株式会社 かにあっせん 
 

 

01 ずわいがに(生)カニ脚

02 ずわいがに(茹)カニ脚

03 ずわいがに(生)かにしゃぶ　棒爪 ¥9,300

04 ずわいがに(生)かにしゃぶ　棒肉 ¥6,800

05 ずわいがに(生)カニすき用カット ¥8,800

06 本たらばがに(生)カニ脚 ¥24,300

07 姿ずわいがに(茹) ¥8,900

申込

番号
商　　品　　名

¥13,300

会員価格

（送料込※）

※配送先が北海道・沖縄県の場合 

 １点につき 1,300 円（税込）が別途必要となります。 

 

 

１．チラシ裏面のお申込用紙に必要事項を記入し、 

ＫＧ㈱へ FAX にてお申込みください。 

FAX：06-6464-8866 

２．チラシ記載の振込口座に入金してください。 

３．入金確認後、ＫＧ㈱より商品がお届け指定先へ 

届きます。 

年末年始、自分へのご褒美や家族サービスに、新鮮な海の幸はいかがでしょうか。 

詳しくは ニュース同封のチラシをご覧ください。 

または KG㈱ にお問い合わせください。 【TEL:06-6131-6928】 

または 

※一部抜粋 

申込方法 

 

   契約解除 

 

湯快リゾート株式会社 （2021 年 9 月 30 日） 


