
 

  

臨海スポーツセンター アイススケートリンク 

 

施工箇所 組合員価格（税込） 据置価格（税込）

エアコンノーマル ¥10,780 ¥9,878
エアコンロボ付 ¥22,000 ¥17,380
エアコン天井埋込 ¥20,900 ¥19,800
その他、台所レンジフード、キッチン水廻り、浴室、トイレ

0120-36-7799　排水管等　格安にて賜ります。　何でもご相談下さい。

申込締切 ※ご注文の際に、会員である旨をお伝えください。

9月30日（金）

エアコン清掃価格据置きセール

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。 

利用期間 

アイススケート滑走券 + 貸靴 のセット を特別価格でご利用いただけます。 

 
～2023 年３月 31 日(金) 

 

料 金 

※休館日は毎週木曜日と原則第２水曜日(祝日の場合は営業)、年末年始 

※大会等で臨時休業の場合もあります。 

申込方法 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。 

 

大人 1,120 円 (通常 2,030 円) 

小人(中学生以下) 810 円 (通常 1,480 円) 

※詳しくは大阪府立臨海スポーツセンター公式 HP よりご確認ください。 

 

公式 HP 

ディズニー･オン･アイス 
JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY 

[会場] 大阪城ホール 

[料金] S 席 

①6,500 円(通常 7,500 円) 

②5,500 円(通常 7,500 円) 

[日時] ※開場は各公演 1 時間前。 

①土日祝朝･昼公演 8 月 11 日(木)15:00、 

13 日(土)10:30･14:30、14 日(日)11:00 

②平日･土日夜公演 8 月 10 日(水)11:00･15:00、 

12 日(金)11:00･15:00、13 日(土)18:30 

[申込締切] 5 月 26 日(木) 

※2 歳以下のお子様は大人 1 名につき 1 名まで膝上無料。 

 お席の必要な方は有料。 

※上映時間：約 2 時間(途中休憩含む) 

©Disney, ©Disney/Pixar 

夏川りみ コンサートツアー2022「たびぐくる」 

[会場] COOL JAPAN PARK OSAKA  

TT ホール 

[日時] 7 月 2 日(土)15:00 ※開場 14:00 

[料金]  
 

一   般  6,200 円(通常 6,800 円) 

小中学生 1,800 円(通常 2,000 円) 

※お 1 人様 4 枚まで。 

※小中学生チケットをお持ちの方は、ご入場の際身分証明書(保険証や 

学生証)を確認させて頂く場合がございます。 

※小学生･未就学児のみでの入場は出来ません。  

※未就学児は保護者 1 名につき 1 名まで膝上無料。 

 お席の必要な方は有料。 

 
[申込締切] 5 月 26 日(木) 

宝塚歌劇団 公演チケット 

 
宝塚歌劇 月組 

ミュージカル 
『グレート･ギャツビー』 
―F･スコット･フィッツジェラルド作 

〝The Great Gatsby″より― 

脚本･演出／小池 修一郎 

主 演 

月城 かなと、海乃 美月 

宝塚歌劇 
公式 HP 

©宝塚歌劇団 Photographer LESLIE KEE(SIGNO) 

会 場 宝塚大劇場 

１会員様 お申込み１回限り 
※最大４枚まで 

日 時 ７月 30 日(土) 11:00 開演 

座 種 S 席 10 席(抽選) 

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 ５月 24 日(火) 正午 ※郵送の場合必着 

※抽選結果は 5 月 31 日(火)までにご連絡 

いたします。 

※６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、お支払いお願いいたします。 

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 367号 2022年５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 

2022 年 プロ野球 阪神甲子園球場 ―5・６･７月分― 

 

阪神タイガース 公式イヤーブック 2022 プレゼント 

※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。 

 

５月試合 先 着 料 金 ２席で 7,000 円 

申込方法 

販売締切 各試合２日前 

※試合前に必ず事務局まで取りに来て下さい。 

※先着順のため、お申込み後のキャンセル不可。 

抽 選 ６･７月試合 料 金 ２席で 7,000 円 

申込方法 事務局まで E メール･FAX にて、事業所名･会員氏名･希

望試合日程をご記入の上お申し込みください。 

試合毎にお 1 人様につき１口のみお申込可能 

(複数試合申込可能)。 

※申込多数の場合は抽選。 

※当選後のキャンセル不可。 

申込締切 ５月 19 日(木) 

当選発表 ５月 23 日(月) 

１名様 

５月試合日 対戦相手 開始時間

 ５月10日(火) 広島 18:00

 ５月25日(水) 楽天 18:00

 ５月31日(火) 西武 18:00

６月試合日 対戦相手 開始時間

 ６月 ２日(木) 西武 18:00

 ６月 ４日(土) 日ハム 14:00

 ６月18日(土) DeNA 14:00

 ６月24日(金) 中日 18:00

 ６月26日(日) 中日 14:00

７月試合日 対戦相手 開始時間

 ７月 ６日(水)  広島 18:00

 ７月12日(火)  巨人 18:00

 ７月14日(木)  巨人 18:00

 ７月16日(土) 中日 18:00

 ７月22日(金)  DeNA 18:00

 ７月24日(日) DeNA 18:00

 ７月29日(金)  ヤクルト 18:00

 ７月31日(日) ヤクルト 18:00

アイビーシート塁側(内野席) あっ旋(４段 87･88) 

入場者数を制限して試合が開催される場合においても、 

ご観戦いただくことが出来ます。 

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申し込みください 

矢野監督や主力選手のインタビュー、大山選手×近本選手対談『覚悟と決意』、 

佐藤輝選手×中野選手『２年目ヤングタイガーお互いの素顔と秘密を大暴露』 

トークなど、2022 年のタイガースの魅力が余すことなく掲載されています。 

 

応募方法 事務局まで、はがき･FAX･E メールにて、 

下記①～③を全てご記入の上ご応募ください。 

①『阪神イヤーブックプレゼント』 ②事業所名 ③会員氏名 

④ニュースに名前掲載の可否 

 

抽 選 

当選発表 当選された方のみ５月 23 日(月)までに事務局よりご連絡いたします。 

ご連絡後、事務局まで受け取りに来てください。 

 

応募締切 ５月 19 日(木) 必着 

※電話でのご応募不可 ※応募はお 1 人様１回まで(重複申込は無効)。 

 

当選された方のみ、事務局よりご連絡いたします。 

ご連絡後、試合前に必ず事務局まで受け取りに来てください。 

 

tel:072-433-7191


 
SDGs 企画 さつまいも･マリンスポーツ体験ツアー 

開催日 内容 時間(予定) 集合時間

1回目 ５月29日(日) 　さつまいも植付け＆シーグラス探し 10:00～12：00 9:30

2回目 ７月24日(日) 　草取り作業＆マリンスポーツ体験
13：00～14：00(草取り)

14：00～16：00(マリン体験)
12:30

3回目 11月６日(日)
　さつまいも掘り

　※状況により焼き芋にしていただく事も！

11：30～13：00(さつまいも堀り)

OP 8：30～10：30(手ぶらで釣り教室)

11:30

OP参加者 8：30

会員事業所名

  会員氏名 当日連絡先 　　　―　　　　―　　　　　

３回目 OP『手ぶらで釣り教室』

参加希望者は〇

□本人

□登録家族

□本人

□登録家族

□本人

□登録家族

□本人

□登録家族

  申込先 FAX：072-423-9760

案内書と請求書の送付先 【 □自宅　□会社 】  案内送付先／

  送付先住所
〒

参加者・フリガナ(必須)・年齢

〒597-8585　貝塚市畠中1-17-1(貝塚市役所商工観光課内)

　　　　　　  貝塚市中小企業勤労者福祉共済センター事務局

年齢(　　　歳)　　

年齢(　　　歳)　　

年齢(　　　歳)　　

年齢(　　　歳)　　

集合場所 

自分で植え、収穫したさつまいもは別格！さつまいもの植え付けや収穫以外に、マリンスポーツ体験や、 

海岸でのシーグラス探しにもご参加いただけます。 

自然と触れ合える楽しみいっぱいの体験ツアーに、是非ご参加ください。 

 
日時・内容等 

※３回参加での募集です。※小雨決行。※汚れてもよい服装でご参加ください。※水分補給のため、飲み物をご持参ください。 

(OP：オプション) 

１･３回目：南海本線「淡輪駅」 

２回目：大阪府立青少年海洋センター 玄関前 

(大阪府泉南郡岬町淡輪 6190 駐車場あり) 

 募集人数 50 名(８市 SC 合計) 

料 金 大人 5,000 円 (通常料金 8,000 円) 

小人(４歳～小学校６年生)4,500 円 (通常料金 7,000 円) 

 ※各回不参加の場合の返金はございません。 

※見学のみの場合も料金は必要です。 

※OP『手ぶらで釣り教室』は別料金となります。 

 

申込方法 事務局まで、FAX･郵送にて、下記の【申込書】に 

必要事項をご記入の上お申込みください。 

 

【申込書】 

申込締切 ５月 16 日(月) 必着 

※申込多数の場合は抽選。 

企画・実施 ㈱ライフサポート関西 担当：吉本 博一･西村 清一 (TEL：050-3577-0111) 

請求書･案内書は㈱ライフサポート関西からご案内いたします。 

 ※申込締切後のキャンセル及び当日ご欠席の場合でも参加費の返金はございません。予めご了承ください。 

 

11 月６日(日)「手ぶらで釣り教室」の詳細情

報につきましては、今後の共済センターニュ

ースにてご案内いたします。 
 

[集合時間] 8：00 

[集合･開催場所] 

大阪府立青少年海洋センター 

[料金] 未定(竿１本+エサ付) 
 

※通常料金 5,000 円より更にお安い 

会員料金にてご案内予定 
 

[優先申込] 

当体験ツアーお申込時、 

『３回目 OP 手ぶらで釣り教室』をご希望 

の会員様を優先させていただきます。 

 

３回目の OP(オプション)企画 

 大阪松竹座 『七月大歌舞伎』 

スターゲイトホテル関西エアポート レストラン優待割引 

毎年恒例、大阪の夏を彩る七月大歌舞伎。 

豪華な演目と出演者で大阪の夏を盛り上げてくれます。 

大人気の七月大歌舞伎のチケットを、イヤホンガイドとセットで特別価格にてご用意することが出来ました。 

ぜひこの機会に歌舞伎デビューをしてみてはいかがでしょうか。 

 
演 目 豪華演目選定中 

出演者 

各日程先着 10枚 お 1人様 4枚限定 

会 場 大阪松竹座(大阪府大阪市中央区道頓堀 1-9-19) 

公演日時 ７月 3 日(日)昼の部 12:00 開演 

７月 9 日(土)夜の部 16:30 開演 

７月 13 日(水)夜の部 16:30 開演 

７月 21 日(木)昼の部 12:00 開演 

料 金 

10,500 円(通常 17,000 円)  

一等席チケット+イヤホンガイド 

のセットプラン 

 ※各日程先着 10 枚。無くなり次第終了。 
※一等席は１･２階を予定しております。 
※お席はお選びいただけません。 

また、お席が離れる場合がございます。 
予めご了承ください。 

 

申込方法 事務局まで、電話･FAX･E メールにて、事業所名･

会員氏名･公演日時･必要枚数をお伝えください。 

申込締切 ５月 19 日(金)  

※無くなり次第終了。 

イヤホンガイドとは 

舞台の進行に合わせてあらすじ･配役･衣裳･道

具･歌舞伎･文楽の独特な約束事などが、タイミ

ングよく、楽しく説明されます。歌舞伎、文楽

初心者の方には必需品のガイドです！ 

 

スターゲイトホテル関西エアポート内の対象レストラン６店舗にて、会員証をご提示いただくと、 

10％割引にてご利用が可能となります。お得な期間中に是非、ご利用ください。 

利用期間 ～2023 年３月 31 日(金) 

利用方法 ご精算時、会計にて会員証をご提示ください。 

※事前にご利用店舗への予約が必要となります。 

各店舗のお問い合わせ先は、スターゲイトホテル  

関西エアポート公式 HP をご確認ください。 

 

優待内容 右記対象店舗ご利用時、正規料金価格より 

10％割引にてご利用可能。 

※他の割引や特典との併用不可。 

※ホテルが実施するキャンペーン商品など一部割引

対象外商品がございます。 

 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、営業時間の短縮･営業休止となる場合がございます。 

ご利用の際は、事前に公式 HP でのご確認・各店舗へお問い合わせください。 

 

場 所 スターゲイトホテル関西エアポート(大阪府泉佐野市りんくう往来北１番地) 

TEL：072-460-1111(代表) 

 

※ご利用時間：各店舗の営業曜日･時間に準じます。 

※対象メニュー：各店舗のグランドメニュー及び、 

季節のお薦め商品など、全般のメニュー 

※１･４･５の店舗については営業休止中(４月６日時

点)のため、営業再開時ご利用可能となります。 

 

公式 HP 
 

 

対象店舗 フロア

1 ペストリーカフェ『パティステージ』  ２階

2 日本料理『有馬』 52階

3 鉄板焼『りんくう』 52階

4 『しゃぶしゃぶ』 52階

5 中国料理『星龍』 53階

6 ダイニング＆バー『スターゲイト』 54階

中村鴈治郎、片岡孝太郎、中村勘九郎、 

中村七之助、松本幸四郎、中村扇雀、片岡仁左衛門 

※『演目』・『出演者』の詳細は、大阪松竹座の公式 HP をご覧ください。 

公式 HP 
 

 


