
 

  
劇 場 案 内 

事務局窓口まで、申込フォーム･FAX･E メールにて、事業所名、会員氏名、公演日時、座種、必要枚数をお伝えください。 

※席の位置、指定はできません。また人気公演などはお申込み時期により手配できない場合がございますので、ご了承ください。 

取 寄 

東京バレエ団「くるみ割り人形」 
全２幕 

[会場]  

フェニーチェ堺 大ホール 

[日時] ※17:30 開場 

12 月 21 日(水) 18:30  

 [料金] 

S 席 9,500 円(通常 11,000 円) 

[申込締切] 11 月 17 日(木) ※5 歳から入場可能、4 歳以下入場不可。 

クリスマスはマーシャと一緒にファンタジーの世界へ！ 

チャイコフスキーの珠玉の音楽にのせたバレエのワンダーランド

が今年も戻ってくる！ 

[アーティスト] 

出演：マーシャ/涌田 美紀 くるみ割り王子/秋元 康臣 

指揮：フィリップ･エリス 演奏：大阪フィルハーモニー交響楽団 

清水ミチコリサイタル 
～カニカマの夕べ～ 

[会場]  

フェスティバルホール 

[日時] ※17:30 開場 

12 月 16 日(金) 18:30  

 
[料金] 

全席指定 6,000 円(通常 6,500 円) 

[申込締切] 11 月 17 日(木) ※未就学児入場不可 

 

全国ツアー開催決定！！清水ミチコ コメント「カニカマのような

私の芸風。今回のライブは、今年の時事ネタや面白音楽を中心に色

んな人のモノマネをオールスターで登場します。蟹のエキスを楽し

んでください！」 

[アーティスト] 清水ミチコ 

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。 

[会場] 住友生命いずみホール 

[日時] 12 月 24 日(土)  

①12:00 ※11:30 開場 

②16:00 ※15:30 開場 

[料金]全席指定  

①4,000 円(通常 5,000 円) 

②3,000 円(通常 5,000 円) 

[申込締切] 11 月 24 日(木) 

) 

※未就学児入場不可 

世界のクリスマス・キャロル、J.S.バッハ「トッカータとフーガニ

短調」、「アヴェ・マリア」を初めとしたクリスマス・オルガンコン

サートの定番を中心に、パイプオルガンの醍醐味を十分にお楽しみ

ください。 

[アーティスト] 山口綾規(オルガン)、コロンえりか(ソプラノ) 

しまじろう英語コンサート冬 2022 
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』 

[会場] 森ノ宮ピロティホール 

[日時] ※各公演会場：開演 45 分前 

12 月 24 日(土)  

11:45、14:15、16:45★ 

12 月 25 日(日) 

10:45、13:15、15:45★ 

[料金]全席指定 3,000 円(通常 3,580 円) 

[申込締切] 11 月 24 日(木) 

※3 歳以上有料。3 歳未満は保護者 1 名につきお子様 1 名まで膝上無料。 

お席が必要な場合有料。※★公演：通常のステージに加え、歌やダンス 

がさらに追加した特別な公演です。※上演時間は休憩を含め約 75 分。 

しまじろうと Mimi と一緒に生の英語で遊べる、歌や踊り、クイズ

などのお楽しみがいっぱいの客席参加型コンサート 

[アーティスト] しまじろう、Mimi、Beepy、Nancy、Andy 

BLACK BOTTOM BRASS BAND LIVE in 貝塚 
 

[会場] コスモスシアター大ホール 

[日時] ※14:00 開場 

2023 年 1 月 28 日(土) 14:30  

 
[料金] 全席指定   

一般 1,600 円(通常 2,000 円)  

18 歳未満 400 円(通常 500 円) 

[申込締切] 11 月 24 日(木) ※4 歳未満大人 1 人につき 1 人膝上鑑賞可 

関西出身。その場を「まつり」に一変させる FUNKY な GROOVE！

ニューオリンズ・ジャズのスタイルをベースにしながらも常に進化

し続けるブラスバンド！ 

三浦一馬 五重奏団 
《PIAZZOLLA Standards ＆ Beyond》 

[会場] 会場名 ザ･シンフォニーホール 

[日時] ※18:20 開場 

2023 年 2 月 4 日(土) 19:00  

 
[料金]全席指定 4,000 円(通常 5,500 円) 

[申込締切] 11 月 24 日(木) 

※車椅子でご来場の際はお座席までのスムーズなご案内のため、チケット

ご購入後、必ずご観劇の 2 営業日前までに Mitt(下記)までご連絡くださ

い。お連れ様がご観劇される場合もチケットは必要です。 

※公演中止以外の払い戻しはいたしません。予めご了承ください。 

[ご連絡先] Mitt 03-6265-3201 

(平日 12:00～17:00) 
 

[曲目] 天使のミロンガ,ミケランジェロ 70,

天使のイントロダクョン ほか 
※曲目は公式サイトをご確認ください。※都合に

より曲目･曲順などを変更させて頂く場合がござ

います。※未就学児入場不可。 

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 37３号 2022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 

奥水間温泉 ご入浴優待 

 

各チケットをご購入いただく際は、事前に事務局へのお申込みが必要です。 

※お申込み無しで窓口へお越しいただく際は、チケットの在庫が切れている場合がございますので、予めご了承ください。 

取 寄 お申込み後、取り寄せいたします。当センターに納品され次第、会員様へご連絡いたします。 

ご連絡後、会員証をお持ちの上、事務局窓口までお支払い･商品の受け取りにお越しください。 

窓 口 お申込み後、会員証をお持ちの上、事務局窓口までお支払い･商品の受け取りにお越しください。 

※在庫切れの場合は、入荷予定日等のご案内をいたします。 

申込フォーム 

新規契約 

渓流を見下ろす露天風呂から、四季折々の自然を眺めながら、 

その効能から“美人の湯”や“奇跡の湯”とも呼ばれる大阪随一の 

天然ナトリウム温泉をお楽しみください。 

奥水間温泉のご入浴を、特別価格（会員価格）にてご利用

いただけるようになりました。 

  

利用時間 

公式 HP 

2022 年 10 月から利用開始しております。 

料 金 大人(12 歳以上) 会員料金 660 円(通常 1,100 円) 

  
※繁忙期(年末年始･盆休み等)については利用可能か、事前に奥水間温泉まで

お問い合せください。 

※こども(0 歳～12 歳未満)については、通常料金 660 円での提供となります。 

※フェイスタオル、バスタオル等は別料金。 

利用方法 会員証提示にて、会員様を含むご家族･ご友人 

1 グループまで、会員料金にてご利用いただけます。  

場 所 奥水間温泉(貝塚市木積 3159)  

問合せ先 072-478-8511 

11:00～20:00(受付 19:00 まで) 

温泉のお湯は濃度が非常に高い天然ナトリウム温泉で、様々な

効能が認められており「奇跡の湯」とも呼ばれています。ぜひ、

ご利用ください。 

 共済センターニュース 12 月号掲載 お風呂特集予告 

 

12 月号(次月号)ニュースでは、毎年恒例 大人気の『お風呂特集』を行います！ 

  虹の湯･美笹の湯･清児の湯の入浴券を、1 枚 300 円

にて販売いたします！ 

※販売枚数･期間等の詳細は 12 月号にてご確認ください。 

通常販売の限度枚数とは別に、1 会員様 15 枚まで 

お買い求めいただけます！ 

既に上限までご購入いただいている会員様もお買

い求めいただけます。 

虹の湯 美笹の湯 清児の湯 

[場所] 貝塚市澤 

[TEL] 072-439-2227 

[場所] 貝塚市橋本 

[TEL] 072-432-4126 

[場所] 貝塚市清児 

[TEL] 072-447-2626 

[ゲスト] 貝塚市立第四中学校、第五中学

校、府立貝塚南高校 吹奏楽部 
⒞Toshinori Iida 

tel:072-433-7191


 

お正月寄せ植え教室『モダン BONSAI』(4 市共催) 

 

公式 HP 

お正月に、室内を彩る縁起の良い飾りとして松竹梅の寄せ植えを楽しみますが、今年は、ご自身で寄せ植えをした『モダン BONSAI』

で新しい年を迎えませんか。必要な花材・道具は用意していますので、初心者の方も安心してご参加ください！  

公式 HP 

窓口･抽選 

宝塚歌劇 公演チケット 【1 会員様 お申込み 1 回限り ※最大 4 枚まで】 

 

取寄･抽選 
公式 HP 

月城 かなと、海乃 美月 

宝塚大劇場 

 

2023 年 2 月 18 日(土) 

11:00 開演 

S 席 10 席(抽選) 

7,800 円(通常 8,800 円) 

事務局まで、申込フォーム･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。 

12 月 15 日(木) 

※抽選結果は 12 月 22 日(木)までに 

ご連絡いたします。 

※2023 年 1 月中旬～下旬のお渡し予

定となります。窓口に受け取りの際

に、お支払いお願いいたします。 

©宝塚歌劇団 

平安朝クライム 

『応天の門』－若き日の菅原道真の事－ 

原作/灰原 薬「応天の門」(新潮社バンチコミックス刊) 

脚本･演出/田渕 大輔 

場 所 

日 時 

出 演 

宝塚歌劇 月組 

座 種 

料 金 

申込方法 

申込締切 

2023 年大相撲三月場所 (5 市共催)【1 会員様 お申込み 1 回限り ※最大 4 枚まで】 

 

取寄･抽選 

日 時 12 月 11 日(日曜日)午前 10:00～12:00 

  

※終了時間は予定です。 

 場 所 金久(泉佐野市日根野 2545) TEL072-467-2413〔講師〕金久・神藤知治 氏 

  
持ち物 筆記用具・エプロン・薄手のゴム手袋・花切りバサミ 

 

※持帰り用の箱は用意いたします。 

 

 

募集人数 10 名(4 市合計) 

 

※最少催行 5 名。 

 料 金 会員・登録家族 4,500 円(通常料金 6,000 円税込) 

 

  

申込方法 事務局まで、申込フォーム・FAX・E メールにて、 

事業所名・会員氏名・参加者氏名・当日連絡先をご記載ください。 

申込締切 11 月 22 日(火)正午 

 ※申込み多数の場合は抽選。その場合は当選者にのみ 11 月 25 日(金)までにご連絡します。※キャンセルは、11 月

25 日までにお願いします。それ以降は料金(6,000 円)が発生します。予めご了承ください。※当日は、ご自宅での検

温とマスクの着用をお願います。新型コロナウイルス感染状況により、変更及び中止となる場合がございます。 

 

㊤イメージ画像 

日 時 2023 年 3 月 12 日(日) (自由入場) 

  場 所 エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館)  

料 金 椅子 S 席 6,500 円(一般料金 9,000 円) 

 

  

※状況により、座種が椅子 A 席 5,000 円(一般料金 7,000 円)となる場合があります。 

予めご了承ください。 

 
募集人数 30 名(5 市合計) 

 
※最少催行 20 名。※申込み多数の場合は抽選。お申込みいただいた会員様へ、後日個別に

抽選日等のご案内をいたします。 

11 月 17 日(木) 申込締切 

申込方法 事務局まで、申込フォーム・FAX・E メールにて、 

事業所名・会員氏名・必要枚数をご記載ください。 

※申込後のキャンセル及びご欠席の場合も返金できませんのでご注意ください。※観戦マナー

をご確認ください。(マスク着用必須、大声での声援禁止･応援は拍手で行ってください 等)※来

場当日、検温で 37.5 度以上の場合は入場をお断りします。 

湯快リゾート VIP チケットプレゼント 

 

公式 HP 

湯快リゾート施設でご利用いただける特別優待割引券”VIP TICKET”を全会員様にプレゼントいたします！ 

11 月号(今月号)ニュースに同封しておりますので、この機会に是非ご利用ください。 

本券 1 枚持参で 1 名様あたり 1,000 円又は 3,000 円 OFF 

  

特典内容 

公式 HP 

 ※グループ内中学生以上全員対象 

特典内容 本券ご利用の際は、1 グループ内に 1 名様以上の会員様が含まれている必要があります。 

チェックイン時に、会員様の事業所名･お名前を確認できる書類(社員証、保険証、会員証、名刺、名札など) 

のご提示が必要です。  ※詳しくは、チケット裏面をご確認ください。 

株式会社グッドハウス エアコン清掃価格据置フェア 

 

申込先 〒530-0012 大阪市北区芝田 1-10-8 株式会社グッドハウス TEL:0120-375-007 申込締切 2023 年 3 月 31 日(火) 

施行箇所 内容 会員価格(税込) 据置価格(税込)

水廻り一式

バリューコース

換気扇･キッチン(シンク、壁、ワークトップ、排水口)･浴室(上記A,B)･トイ

レ(便器、便座、タンク表面、壁、手洗いボウル、親水コート)
¥44,000 ¥43,000

ベランダ掃除 床面･手すりを洗浄。間口5m、奥行き2m迄 ¥9,878 ¥8,878

施行箇所 内容 一般価格(税込) 会員価格(税込)

台所レンジフード清掃 内外拭取り･フィルター洗浄･シロッコファン分解洗浄 ¥12,100 ¥9,878

浴室清掃A 換気扇廻り･バスタブ下 ¥12,100 ¥9,878

浴室清掃B 天井･壁･バスタブ･扉･蛇口 ¥13,200 ¥10,780

浴室まるごと 上記A,Bに由佳、鏡、照明カバー、窓、排水溝をプラス ¥24,200 ¥23,100

エアコン清掃 内部アルミフィンを洗浄し、カビ、汚れを除去 ¥12,800 ¥10,780

エアコン清掃ロボ付き 内部アルミフィンを洗浄し、カビ、汚れを除去 ¥22,800 ¥19,800

ラテン グルーヴ 

『Deep Sea －海神たちのカルナバル－』 

作･演出/稲葉 太地 

椅子 A 席  

椅子 S 席 


