
 

  

宝塚歌劇 公演チケット 

 

劇 場 案 内 
事務局窓口まで、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。 

宝塚歌劇 星組 

ミュージカル『クリスマス・キャロル』 
 

[会場]コスモスシアター 大ホール [日時] 11 月 23 日(水･祝)  

14:00 ※45 分前開場 
[料金] ※全席指定 

Ｓ席 4,400 円(通常 5,500 円) 

Ａ席 2,800 円(通常 3,500 円) 

[申込締切] 9 月 29 日(木) ※4 歳未満入場不可 

[出演]吉田栄作、早見優、

吉田要士   ほか 

Osaka Shion Wind Orchestra 
第 144 回定期演奏会 

[会場]ザ・シンフォニーホール 

[日時] 9 月 25 日(日)  

14:00 ※13:00 開場 

[料金]  
 

S 席  4,000 円(通常 5,000 円) 

A 席  3,200 円(通常 4,000 円) 

[申込締切] 9 月 7 日(水) 

※未就学児入場不可※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更に

なる場合があります。予めご了承ください。※各先着 20 枚 

[出演] 
指揮/作曲：フランコ・チェザリーニ 

吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra 

AI ❝DREAM TOUR❞ 
 

[会場]フェニーチェ堺大ホール 

[日時] 11 月 4 日(金)  

19:00 ※18:00 開場 

[料金] 全席指定  

7,000 円(通常 7,900 円) 

 

[申込締切] 9 月 29 日(木) 

[アーティスト]AI 

2022 年の全国ツアーの開催が決定！ 

AI コメント「史上最強の最高のライブになっています。皆様。お楽し

みにいいいいいいいいいいい、、、、、、、AI」 

林周雅 ヴァイオリン・リサイタル 2022 
 

[会場]あいおいニッセイ同和損保ザ･フェニックスホール(大阪) 

[日時] 10 月 8 日(土) 14:00 ※13:30 開場 

[料金] 全席指定 ※先着 8 枚 

3,000 円(通常 4,000 円) 

 

[申込締切] 9 月 15 日(木) ※未就学児入場不可 

 

※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。 

交響詩「アルプスの詩」、ビザンティンのモザイク画、 
交響曲第 3 番「アーバン・ランドスケイプス」(日本初演)、シンフォニ
エッタ第 3 番「ツヴェルフマルグライエンのスケッチ」(日本初演) 

 主 演 

 会 場 

日 時 

料 金 

申込方法 

申込締切 

浪漫楽劇 
『ディミトリ～曙光に散る、紫の花～』 
―並木陽作「斜陽の国のルスダン」よりー 

脚本・演出／生田 大和 

礼 真琴、舞空 瞳 

宝塚大劇場 

 
11 月 19 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、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。 

9 月 21 日(水) 

※抽選結果は 9月 28日(水)までに 

ご連絡いたします。 

※10 月中頃～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 

【１会員様 お申込み１回限り ※最大４枚まで】 
公式 HP 

メガファンタジー 
『JAGUAR BEAT－ジャガービートー』 

作・演出／齋藤 吉正 

座 種 

[出演] 林周雅(ヴァイオリン) 

    ロー磨秀(ピアノ)  

[ご連絡先] Mitt TEL：03-6265-3201(平日 12:00～17:00) 

 ※4 歳以上チケット必要 

取 寄 

取寄･抽選 

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 371号 2022年 9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 

選べる! カタログギフトプレゼント企画 

 

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。 

阪神タイガース 限定オリジナルグッズプレゼント 当選発表 

 

関西サイクルスポーツセンター  

 

当選者様 

豪華グルメのカタログギフト を抽選で にプレゼント! 

詳しくは、同封チラシ『選べる! カタログギフトプレゼント企画』をご確認ください。 

株式会社ケアステーションピア    福井 有希 様 

(公社)貝塚市シルバー人材センター  稲田 隆  様 

宮﨑機械システム株式会社      田中 義政 様 

ご当選、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! 

公式 HP 

取 寄 お申込みいただいた後、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。 

窓 口 

抽 選 

【1 会員様 6 枚限定】 

関西サイクルスポーツセンター入場券 + フリーパス(のりもの乗り放題) + 炭火 BBQ(食材 1 人前) 

ロハスフェスタの人気店が出店! 11 月 19 日(土)･20 日(日)･23 日(水祝)は、関西サイクルロハス開催! 

※イベント等の詳細は公式 HP をご確認ください。 ※特別イベント等、一部ご利用いただけないものがあります。予めご了承ください。 

内 容 ①関西サイクルスポーツセンター入場券 

②フリーパス 

③炭火 BBQ(食材 1 人前) 

※③は園内「BBQ テラス」での食事となります。BBQ
メニューは「上肉セット」か「海の幸セット」より、
お選びいただけます。(事前予約不要) 

利用期間 ～11 月 30 日(水) 

営業時間 [平日]10:00～17:00 [土日祝]9:30～17:30 

※季節により変動あり。 

定休日 毎週火曜日 

※夏休み期間は無休。9/20(火)・10/11(火)は営業。 
※9/21(水)・10/12(水)は振替定休日。 

左：上肉セット 右：海の幸セット 

 
※こども B は乗り物に制限があります。 申込方法 事務局まで、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 10 月 27 日(木) 

区分 会員料金 通常料金

おとな(中学生以上) 3,000円 4,760円

こどもA(3歳～小学生、身長110cm以上) 2,500円 4,460円

こどもB(3歳～小学生、身長110cm未満) 1,700円 3,660円

シルバー(60歳以上) 2,000円 3,960円

券種

[曲目] 公式サイトをご確認ください↓ 

©Daniel Vass 

tel:072-433-7191


 
阪急交通社 秋の京都散策パスポート 

 

株式会社ニトリ 

 

「お、ねだん以上。」ニトリの大型家具が会員特別価格でご購入できます! 

ニトリの商品が、更に「お、ねだん以上。」でご購入いただけるチャンスです。店頭にはない、会員限定特別企画。 

是非、ご利用ください。 

※対象商品の確認方法 

 店頭：注文カードに『ニトリ設置品』と記載のある商品 

 Web：ニトリ公式通販サイト「ニトリネット」にて納品方法が『配達員設置』の商品 

ニトリが配送センターより定めた「大型家具」 

ニトリ公式通販サイト「ニトリネット」では      が目印 
対象商品 

全福センターHP にて 

ご確認ください。 

【1 会員 4 セット限定】 

約 30 ヶ所の神社仏閣等の入場や参拝が可能な『共通券』や、各観光スポット付近で利用できる『お食事券』、『京都

散策特別ガイド冊子』がセットになったお得なパスポートです。 

ご家族・ご友人とお好きな時に、京都の観光を満喫できるパスポートはいかがでしょうか。 

内 容 ①共通拝観･入場券(3 枚) 

②お食事券(昼食券 1 枚) 

③京都散策専用ガイド冊子(1 冊)  

利用期間 10 月 1 日(土)～12 月 11 日(日) 

※『②お食事券』での食事施設ご利用の際は、各食事施設

への事前予約が必要です。※各食事施設の電話番号･詳細等

は『③京都散策専用ガイド冊子』にてご確認いただけます。 

料 金 会員価格 4,600 円 (通常価格 最大 7,300 円相当) 

通常価格内訳 ①共通拝観･入場券(3 枚) 最大 2,400 円 

②お食事券(昼食券 1 枚)  最大 4,500 円 

③京都散策専用ガイド冊子(1 冊) 400 円 

申込方法 事務局まで、FAX･E メールにて、事業所名･会員氏

名･必要セット数をご記載ください。 

申込締切 9 月 20 日(火) 正午 ※必着 

※9 月 27 日以降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。※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、各施設の営業時

間等に変更が生じる場合がございます。ご利用の際は、事前

にご確認をお願いいたします。 

利用方法 

全福センターHP 

嵐山温泉 彩四季の宿 花筏 リーガロイヤルホテル京都 鉄板焼 葵 

お品書き 湯豆腐 豆乳仕立て/付出し三種/お造り 鮪山掛け 妻一式/ 

天麩羅/蓋物/吸物/御飯･香物 
お品書き 本日の前菜/ポタージュ/お魚の鉄板焼き/国産牛フィレ 

(60g)の鉄板焼きと焼き野菜/ご飯/赤出汁/香の物/デザート 

/コーヒー又は紅茶 

※お料理の内容は、季節により異なります。予めご了承ください。※写真はイメージです。※上記メニューはサンプルです。 

食事施設例 ※一部抜粋 

天龍寺 南禅寺･方丈 大徳寺･大仙院

常寂光寺 南禅寺･南禅院 長楽寺

化野念佛寺 東寺 知恩院

清涼寺 高台寺 青蓮寺

大覚寺 智積院 平安神宮

仁和寺 圓徳院 三千院

龍安寺 寂光寺 勝林院

東映太秦映画村 しょうざん庭園 実光院

常照寺 大徳寺･龍源院 宝泉院

南禅寺･三門 六波羅密寺 来迎院

利用予定施設(寺社･仏閣)

京都新阪急ホテル 鉄板焼 ロイン/京懐石 美濃吉

市 内

東 山

嵐 山

祇 園 京料理 古都梅

芹　生 芹生 ※芹生のみ予約不可。当日空きのある場合のみ。

利用予定施設(食事施設)

京都駅

木屋町

  がんこ 高瀬川二条苑/泉仙 紫野店/京都･かめや本店

  南禅寺 順正

泉仙 嵯峨野店/花筏/花のいえ

リーガロイヤル 
ホテル京都 

フレンチダイニング トップオブキョ

ウト/中国料理 皇家龍鳳/懐石フラン

ス料理 グルマン立花/鉄板焼 葵 

取 寄 

備考

チケット割引表
※事前に事務局への予約が必要です。 ※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。 ※ご購入後のチケットの交換・返金などは一切出来かねますので、予めご了承ください。

映画券

ユナイテッドシネマ 小人(高校生まで) 1,000円 600円

イオンシネマ 大人(高校生以上) 1,700円 900円

チケット名 区分 通常価格 会員価格

ユナイテッドシネマ 大人 1,900円 1,000円
年度内1会員

あわせて15枚

岩盤浴券 大人(中学生以上) 700円 550円

入浴券 大人(中学生以上) 700円 450円

お風呂券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

美笹のゆ
(貝塚市橋本)

年度内1会員

あわせて15枚

清児の湯(貝塚市清児) 入浴券 大人(中学生以上) 490円 440円

入浴券 大人(中学生以上) 700円 450円 年度内1会員10枚虹の湯(貝塚市澤)

こども(4歳～中学生) 1,420円 810円

アイススケート滑走券
+貸靴セット

大人(高校生以上) 1,860円 1,120円

レジャー施設券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

臨海スポーツセンターアイス
スケート(高石市高師浜)

商品券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

小学・中学生 300円 150円

小林美術館
(高石市羽衣)

高校・大学生 600円 300円

大人 1.000円 500円

ナガシマスパーランド 　　　　　　　　　　　　 区分・料金等の詳細は事務局までお問い合わせください。

補助券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

こども商品券 500円 430円 年度内1会員10枚

ジェフグルメカード 500円券×5枚 １セット 2,500円 2,200円 年度内1会員4セット

QUOカード 3,000円 2,900円 年度内1会員4枚

太平のゆ(岸和田市忠岡) 入浴券 大人(中学生以上) 650円 500円

入浴券 大人(中学生以上) 650円 400円
年度内1会員
あわせて10枚

りんくうの湯
(泉佐野市りんくうタウン)

岩盤ゆったりコース券 大人(中学生以上) 1,270円 1,000円

ゆったりコース券 大人(中学生以上) 960円 700円

※事務局で受け取り、現地窓口でお支払い・使用ください。

【重要】事務局からのお知らせ 会費についてのご案内 

 

10 月は 2022 年第 3 四半期(10～12 月)の会費振替月となっております。 

会員の入退会の異動届のご提出は、9 月 15 日(木)までにお願いいたします。 

なお、9 月 16 日(金)以降にご提出いただいた入退会の異動届につきましては、会費のご請求金額を変更出来

かねますので、予めご了承ください。 

また、会員の入退会が生じた場合は、速やかに事務局まで異動届のご提出をお願いいたします。 

備考

チケット割引表
※事前に事務局への予約が必要です。 ※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。 ※ご購入後のチケットの交換・返金などは一切出来かねますので、予めご了承ください。

映画券

ユナイテッドシネマ 小人(高校生まで) 1,000円 600円

イオンシネマ 大人(高校生以上) 1,700円 900円

チケット名 区分 通常価格 会員価格

ユナイテッドシネマ 大人 1,900円 1,000円
年度内1会員

あわせて15枚

岩盤浴券 大人(中学生以上) 700円 550円

入浴券 大人(中学生以上) 700円 450円

お風呂券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

美笹のゆ
(貝塚市橋本)

年度内1会員

あわせて15枚

清児の湯(貝塚市清児) 入浴券 大人(中学生以上) 490円 440円

入浴券 大人(中学生以上) 700円 450円 年度内1会員10枚虹の湯(貝塚市澤)

こども(4歳～中学生) 1,420円 810円

アイススケート滑走券
+貸靴セット

大人(高校生以上) 1,860円 1,120円

レジャー施設券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

臨海スポーツセンターアイス
スケート(高石市高師浜)

商品券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

小学・中学生 300円 150円

小林美術館
(高石市羽衣)

高校・大学生 600円 300円

大人 1.000円 500円

ナガシマスパーランド 　　　　　　　　　　　　 区分・料金等の詳細は事務局までお問い合わせください。

補助券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

こども商品券 500円 430円 年度内1会員10枚

ジェフグルメカード 500円券×5枚 １セット 2,500円 2,200円 年度内1会員4セット

QUOカード 3,000円 2,900円 年度内1会員4枚

太平のゆ(岸和田市忠岡) 入浴券 大人(中学生以上) 650円 500円

入浴券 大人(中学生以上) 650円 400円
年度内1会員
あわせて10枚

りんくうの湯
(泉佐野市りんくうタウン)

岩盤ゆったりコース券 大人(中学生以上) 1,270円 1,000円

ゆったりコース券 大人(中学生以上) 960円 700円

※事務局で受け取り、現地窓口でお支払い・使用ください。

備考

チケット割引表
※事前に事務局への予約が必要です。 ※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。 ※ご購入後のチケットの交換・返金などは一切出来かねますので、予めご了承ください。

映画券

ユナイテッドシネマ 小人(高校生まで) 1,000円 600円

イオンシネマ 大人(高校生以上) 1,700円 900円

チケット名 区分 通常価格 会員価格

ユナイテッドシネマ 大人 1,900円 1,000円
年度内1会員

あわせて15枚

岩盤浴券 大人(中学生以上) 700円 550円

入浴券 大人(中学生以上) 700円 450円

お風呂券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

美笹のゆ
(貝塚市橋本)

年度内1会員

あわせて15枚

清児の湯(貝塚市清児) 入浴券 大人(中学生以上) 490円 440円

入浴券 大人(中学生以上) 700円 450円 年度内1会員10枚虹の湯(貝塚市澤)

こども(4歳～中学生) 1,420円 810円

アイススケート滑走券

+貸靴セット

大人(高校生以上) 1,860円 1,120円

レジャー施設券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

臨海スポーツセンターアイス
スケート(高石市高師浜)

商品券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

小学・中学生 300円 150円

小林美術館
(高石市羽衣)

高校・大学生 600円 300円

大人 1.000円 500円

ナガシマスパーランド 　　　　　　　　　　　　 区分・料金等の詳細は事務局までお問い合わせください。

補助券

チケット名 区分 通常価格 会員価格 備考

こども商品券 500円 430円 年度内1会員10枚

ジェフグルメカード 500円券×5枚 １セット 2,500円 2,200円 年度内1会員4セット

QUOカード 3,000円 2,900円 年度内1会員4枚

太平のゆ(岸和田市忠岡) 入浴券 大人(中学生以上) 650円 500円

入浴券 大人(中学生以上) 650円 400円
年度内1会員

あわせて10枚
りんくうの湯

(泉佐野市りんくうタウン)

岩盤ゆったりコース券 大人(中学生以上) 1,270円 1,000円

ゆったりコース券 大人(中学生以上) 960円 700円

※事務局で受け取り、現地窓口でお支払い・使用ください。

京料理 梅むら/京料理 いそべ本店/ 

LE UN 鮒鶴京都鴨川リゾート 

チケット割引表 
事務局窓口まで、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。 

※各チケットには使用期限がございます。※ご購入後のチケットの交換･返金などは一切出来かねますので、予めご了承ください。 

窓 口 

家 

青蓮院門跡 


