
p 

  

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 370号 2022年 8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 

Ｊホラーかぶき 日本怪談歌舞伎 貞子×皿屋敷「時超輪廻古井処」 

 

料 金 

会  場 

申込締切 

各チケットをご購入いただく際は、事前に事務局への予約が必要です。 
※ご予約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。 

「貞子」が登場するホラーサスペンスの代名詞『リング』と、『皿屋敷』を題材にした、完全新作歌舞伎が 

大阪松竹座で誕生いたします。 

歌舞伎を観たことある方もない方も、楽しめること間違いなし！ 

残暑が残る 10 月に J ホラー歌舞伎で涼しくなりませんか？ 

公演日時 

出 演 者 

申込方法 

大阪松竹座(大阪府大阪市中央区道頓堀 1-9-19) 

アクセス：Osaka Metoro「なんば駅」 

15 番 B 出口より徒歩 1 分 

TEL:06-6214-2211 

 
10 月 10 日(月祝) 昼の部 11:00 開演 

10 月 23 日(日)  夜の部 15:30 開演 

片岡愛之助、今井翼、中村壱太郎 

 
1 等席 10,000 円(通常 14,000 円) 

3 等席 2,500 円(通常 4,000 円) 

※各公演･各座席 6 枚。先着順。 

※お席が離れる場合がございます。お席はお選びいただけません。  

※本公演の 1 等席は 1･2 階席を予定しております。 

※購入後の変更･キャンセル不可。 

事務局まで 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。 

※お電話でのお申込み不可。 

8 月 18 日(木) 

先着順 1会員様 6枚限定 

劇場案内 
事務局まで FAX または Eメールにてお申込みください。※お電話でのお申込み不可。 

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。 

ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽会 2022 

Infinite Love～輝きの未来へ 

[会場] 

フェニーチェ堺 大ホール 

[日時] 10 月 7 日(金)  

18:30 

※開場 17:30 

[料金] Ｓ席  8,100 円(通常 8,900円) 

[申込締切] 8 月 30 日(火) 

※未就学児入場不可。 

ディズニーの名曲の数々を、オーケストラとヴォーカリストの生

演奏でお贈りする大人のための音楽会。 

20 周年を迎える今年は、「Infinite Love~輝きの未来へ」をテーマ

に、『塔の上のラプンツェル』を全編フィーチャー！ 

楳図かずお大美術展 
KAZUO UMEZZ THE GREAT ART EXHIBITION 

[会場]あべのハルカス美術館 

[日時] 9 月 17 日(土)～11 月 20 日(日) 

    火～金 10:00～20:00  

月土日祝 10:00～18:00  

[料金] 

[申込締切] 8 月 30 日(火) 

※最終入場は閉館 30 分前まで。 

※休館日:9/26 

傑出した漫画作品を多く世に送り出した楳図かずお。その作品には漫画

という既存の分野だけでは語りきることができない先見的な世界観、幻

視的なビジョンが至るところに発揮されています。本展は 27 年ぶりと

なる新作を公開するとともに、「楳図かずおの世界」を気鋭のアーティ

ストらによるインスタレーションで読み解こうとする今までにない展

覧会です。 

立川談春 独演会 2022 
 

[会場] フェニーチェ堺 大ホール 

[日時] 9 月 23 日(金・祝) 17:00 

※開場 16:15 

 

 
[料金]  
 

全席指定 3,600 円(通常 4,000 円) 

[申込締切] 8 月 30 日(火) ※未就学児入場不可 

備考(説明) 

花形演芸フェスティバル in 貝塚 

[会場]コスモスシアター 中ホール 

[日時] 10 月 22 日(土)  

14:00 開演 ※開場 13:30 

[料金]  
 

全席指定 2,000 円(通常 2,500 円) 

[申込締切] 8 月 25 日(木) 

※注意事項 ※注意事項 

[申込締切] 8 月 30 日(火) 

一     般   1,100 円(通常 1,700 円) 

大  高  生  700 円(通常 1,300 円) 

中 小 生  150 円(通常 500 円) 

Presentation Iicensed by Disney Concerts. ⒸDisney 

[申込締切] 8 月 30 日(火) 

[出演] 桂雪鹿、笑福亭たま、林家花丸、

月亭遊方、菊池まどか＆虹友美、

笑福亭福笑 

※未就学児入場不可。 
※未就学児入場不可。 

tel:072-433-7191


  舞台「パタリロ！」～ファントム～ 

 

 犬鳴山温泉 不動口館【料金変更のお知らせ】 

 

公式ＨＰ 

料 金 

申込方法 

申込締切 

公式ＨＰ 

祝いだ！祭りだ！パタリロだ！45 周年の祝いの宴開幕！ 

1978 年より連載中の魔夜峰央氏の人気作品「パタリロ！」。原作連載 45 周年を記念し、シリーズ第 4 弾は原

作でも人気キャラクターたちが登場するストーリー「ファントム」編を上映！超個性派俳優 加藤 諒を筆頭に

個性豊かな俳優陣は今回どんな「パタリロ！」旋風を巻き起こすのか…！？ぜひ、ゴ堪能アレ！ 

 
サンケイホールブリーゼ 

 

※ロビー･客席開場：開演の 60 分前 

[パタリロ]加藤 諒、[バンコラン]宇野結也、[マライヒ]後

藤 大、[ザカーリ]佐藤永典、[ミスターフー]井阪郁巳、[タ

マネギ部隊]原嶋元久･佐川大樹･田村升吾･武本悠佑、[魔夜

メンズ]小沢道成･愛太･笹尾ヒロト、[歌姫]中村 中、[ヒュ

ーイット]丘山晴己 

 
全席指定 7,200 円(通常 9,000 円) 

事務局まで 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。 

 

8 月 25 日(木) 

 
※各公演先着 10 枚 ※未就学児入場不可。 

『犬鳴山温泉 不動口館』の通常料金の変更に伴い、 

会員様料金を変更させていただきますので、お知らせいたします。 

大人(中学生以上) 会員料金 650 円(通常 900 円) 
 
小人(3 歳～小学生以下) 会員料金 300 円(通常 450 円) 

大人(中学生以上) 会員料金 600 円(通常 800 円) 
 
小人(3 歳～小学生以下) 会員料金 300 円(通常 400 円) 

－緑豊かな渓流を眺めながら、巡り来る山の季節を感じる温泉－ 

清流をたたえる渓流を眺めながら、天然温泉でリフレッシュ。 

緑の中で、季節が移ろう彩の中で、ゆったりと天然温泉に身をしずめると、 

心地よい時間が静かに流れていきます。 

山の温泉で、温もりのひとときをお過ごしください。 

会員証提示にて、会員様を含むご家族･ご友人 5 名様まで、 

会員料金にてご利用いただけます。 

※フェイスタオル 100 円(販売)、バスタオル 200 円(レンタル)は別料金。※3 歳未満無料 

犬鳴山温泉 不動口館(泉佐野市大木 7) 

 11:00～21:00(受付 20:00 まで) 

 

会 場 

公演日時 9 月 17 日(土) 13:00、18:00 

9 月 18 日(日) 13:00、18:00 

出演者 

Ⓒ魔夜峰央／白泉社 Ⓒ舞台「パタリロ！」製作委員会 

2022年 

8月 1日(月)より 

2022年 

7月 31日(日)まで 

利用方法 

場 所 

利用時間 

※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 TEL：03-6265-3201(平日 12:00～17:00) 

※お電話でのお申込み不可 

  タチウオ船釣り会 －4 市共催：貝塚市･泉佐野市･岸和田市･堺市－ 

料 金 

申込方法 

 

新規加入事業所 ご紹介キャンペーン 

日  時 

出航場所 

釣 り 船 

募集人数 

申込締切 

10 月 16 日(日) 出航 6:30(受付 5:45～) 

 帰港 12:00 予定 

※雨天決行。荒天中止。(前日 15:00 頃に決定します) 

泉南郡岬町多奈川谷川 2904-2(谷川漁港)※駐車場有(500 円) 

30 名(4 市合計)※申込多数の場合は抽選。 

事務局まで FAX･E メールにて、 

事業所名･会員氏名･参加者氏名･①～④の必要の有無 

をお伝えください。 
9 月 28 日(水) 

※抽選の場合、結果は 9 月 30 日(金)にご連絡します。 

区分 料金

① 貸竿(手巻リール)1本 1,000円

② 仕掛け(タチウオテンヤ40号) 800～1,000円

③ 追加えさ 200円

④ ライフジャケット 無料

会員・会員登録家族 1 名 5,600 円(通常 7,000 円) 

 
※料金には、乗船料･氷･えさ代(1 回目)･税金含む。 

※右表①～④は付いていません。 

必要な方は、お申込時にお願いします。 

※10 月 6 日(木)以降はキャンセル料が発生します。 

 ※①～③、駐車料金(500 円)は当日現地にてお支払い 

ください。※会話の際はマスクの着用をお願いします。 

期 間 ご紹介方法 

ご紹介先事業所対象 

 特 典 

8 月 1 日(月)～9 月 30 日(金) 

『新規加入事業所紹介キャンペーンご紹介シート

(同封)』に必要事項をご記入の上、事務局まで FAX

にてお送りください。 

貝塚市内の事業所に勤務している方及び事業主の方 

[新規加入事業所]  

加入者お 1 人様につき、商品券 500 円! 

[紹介者様] 

ご紹介人数 特典

1～5人 商品券3,000円

6～10人 商品券5,000円

11人以上 商品券10,000円

※事業所単位での加入となります。 

※既に入会いただいている事業所の異動入会は対象外。 

お取引先やお知り合いの事業所で、当センターについてご存知でない方や、他の福利厚生サービスに加入してい

ても利用をされていない方がいらっしゃいましたら、是非ともご紹介ください!! 

必要があればご紹介先事業所まで、当センター事務局員が福利厚生のサービス内容等のご説明に伺います!! 

瑞宝丸(貸切予定) 

[船長/尾崎恭之さん]  

090-1597-9020 

※席は先着順。 

※定員に達しない場合は、一般客を受け入れます。 

※お電話でのお申込み不可。 

※FAX のみ有効。 


