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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。 

グランフロント大阪 北館  
ナレッジキャピタル 
イベントラボ 

4 月 23 日（土）～ 
     6 月 12 日（日） 
平日 11：00～20：00 
土日祝 10：00～19：00 
※入場は閉場の 30 分前まで 
※4/23 初日は 11：00～ 
※会期中無休 

一 般 (平日)1,200 円(通常(当日)2,000 円) 

     (土日祝)1,400 円(通常(当日)2,200 円) 

大高生 (平日)1,000 円(通常(当日)1,800 円) 

      (土日祝)1,200 円(通常(当日)2,000 円) 

中小生 (平日)700 円(通常(当日)1,300 円) 

      (土日祝)800 円(通常(当日)1,500 円) 
※未就学児入場無料 ※5/26（木）締切 

一  般 900 円(通常(当日)1,600 円) 

中高生 700 円(通常(当日)1,300 円) 

小学生 400 円(通常(当日)1,000 円) 

※5/26（木）締切 

ミュージカル 『メリー・ポピンズ』 
新たなキャストを迎えて、 

待望の再演決定！ 

梅田芸術劇場メインホール 

5 月 29 日(日) 
12：30 開演 

S 席 8 席(抽選) 
11,000 円 
(前売料金 14,000 円) 

メリー・ポピンズ：濱田めぐみ／笹本玲奈(W キャスト)ほか 

※4/25(月)正午締切 

※4 歳以上入場可(チケットが必要になります)。 

※膝上でのご観劇はできません。 

笑福亭たま独演会 
～師弟対談あり～ 

コスモスシアター中ホール 

7 月 2 日(土)14：00 開演 

(13：30 開場) 

出演：笑福亭たま 
ゲスト：笑福亭福笑 

※未就学児の入場不可。 

※託児サービスあり。 
※5/26(木)締切 

※全席指定 

 新規契約 

 

●株式会社日本旅行リテイリング 

●東武タワースカイツリー株式会社（東京スカイツリー） 

 新規契約 

 

一般 2,000 円(通常 2,500 円) 

U18   800 円(通常 1,000 円) 

鈴木敏夫とジブリ展 

※未就学児入場無料 

京都文化博物館 

4 月 23 日（土）～ 

6 月 19 日（土） 

10：00～18：00 

(金曜日は 19：30 まで) 

※入場はそれぞれ 

30 分前まで 

※休館日：毎週月曜日 

(ただし 4/25、5/2 は 

臨時開館) 

バンクシーって誰？展 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 366 号 2022 年 4 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 

二色浜 潮干狩り 入場券 

2022 年 プロ野球 阪神甲子園球場 ―４・５月分― 

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！ 

利用期間 4 月 16 日（土）～6 月 5 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) 

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。 

申込締切 6 月 2 日（木） 

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 600ｇまで

こども（３歳～小学生） 400円（通常   750円) 拾った貝のうち 300ｇまで

※新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止または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。 

潮干狩り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 

潮干狩り 

QR コード 

1 会員 8 枚まで 

アイビーシート一塁側（内野席） あっ旋（４段 87・88） 

２席で 7,000 円 

事務局までＥメール・ＦＡＸにて、 

事業所名・会員氏名・希望試合日程を記入しお申込みください。 

申込方法 

料 金 

販売締切 

先着順 

各試合２日前 

※試合前に必ず事務局まで取りに来てください。 

 ※先着順のため、お申込後のキャンセル不可。 

 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、 

急遽中止または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。 

試合日 対戦相手 開始時間

４月  6日（水） ＤｅＮＡ 18:00

４月  8日（金） 広島 18:00

４月27日（水） 中日 18:00

tel:072-433-7191


⚫  

宝塚歌劇団 公演チケット 

フリーパス引換券付入園券 

宝塚歌劇 花組 

ミュージカル 

『巡礼の年～リスト･ 

フェレンツ、魂の彷徨～』 

作･演出／生田 大和 

 

ショー グルーヴ 

『Fashionable Empire』 

作･演出／稲葉 太地 

主  演 

柚香 光、星風 まどか 

日  時 6 月 19 日（日）11：00 

会  場 宝塚大劇場 

席  種 S席 10席 （抽選） 

料  金 7,800 円（通常 8,800 円） 

※抽選結果は 5 月 10 日（火）までにご連絡いたし 

ます。 

※5 月中旬～5 月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。 

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 4 月 25 日（月）12：00 まで ※郵送の場合は必着 

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 

年度内 1 会員 10 枚まで 

利用期間 ～2023 年３月 31 日（金） 

料   金 会員料金 一般料金

 おとな（中学生以上） 　3,500円 4,600円

 小学生　　　　　  　  3,000円 3,900円

 キッズ（2歳~未就学児）2,000円 2,700円

券

種

※フリーパスは「アトラクション乗り放題」です。 

（ご利用当日ご本人様のみ有効） 

※イベントホール入館には別途料金が必要です。 

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・区分・必要枚数を 

お伝えください。 

販売終了 2023 年 3 月 31 日（金） 

※チケットがなくなり次第終了。 

※休演日・営業時間につきましては、ひらかたパーク公式 HP をご確認ください。 

※新型コロナウイルス感染予防策についてもご確認ください。 

公式 HP 

割引チケット情報 

●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

岩盤浴券 大人（中学生以上）

●虹の湯 （貝塚市・澤）＜年度内１会員 あわせて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

●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 650円 → 400円

ゆったりコース券 960円 → 700円

岩盤ゆったりコース券 1,270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

●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

・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

　にご利用ください。

・一旦ご購入されたチケットの交換・返金などは一切できま

　せんのでご注意ください。

 上記以外のご不明な点は事務局までお問い合わせてください

●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

映画券＜年度内１会員 あわせて 15枚＞ 

美笹のゆ （貝塚市・橋本） 

虹の湯 （貝塚市・澤）＜年度内１会員あわせて 10枚＞ 

清児の湯 （貝塚市・清児） 

大平のゆ （忠岡町） 

りんくうの湯 （泉佐野市・りんくうタウン） 

りんスポアイススケート （高石市・高師浜） 

小林美術館 （高石市・羽衣） 

QUO カード＜年度内１会員４枚＞ 

ジェフグルメカード＜年度内１会員４組＞ 

こども商品券＜年度内１会員 10枚＞ ●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 

事務局で補助券を受け取り、現地窓口で使用する券 

490円 → 440円

・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

　にご利用ください。

・一旦ご購入されたチケットの交換・返金などは一切できま

　せんのでご注意ください。

 上記以外のご不明な点は事務局までお問い合わせてください

入学給付金のご案内 

小学校に入学されるお子様がいらっしゃる方へ 

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 (金) 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。 


