
 

  

こども商品券 プレゼントクイズ 

 

公式 HP 

こども商品券 を抽選で にプレゼント！ 

  

全国の百貨店、スーパー、専門店で おもちゃやベビー子ども用品、文具等に利用できる『こども商品券』 

好きなおもちゃが欲しい！好みにあった洋服が欲しい！など、お子様のさまざまな願いを叶えるギフトはいかがでしょうか。 

クイズの正解者の中から、抽選で 5 名様にプレゼントいたします！お申込みフォームよりご応募ください！ 

11 月 24 日(木) 

  

当選発表 

公式 HP 

抽 選 

【9 月号掲載】カタログギフトプレゼント企画 当選者発表 

 

当選された下記 50 名様おめでとうございます！たくさんのご応募、ありがとうございました！ 

※当選者様には、10 月 25 日(火)までに当選連絡･受け取りに関するご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、窓口までカタログギフト

を取りに来ていただきますよう、お願いいたします。 

内 容 こども商品券 1,500 円分(500 円×3 枚)を 5 名様 

  
※使用可能店舗は公式 HP よりご確認ください。※有効期限:2024 年 12 月 31 日 

 

応募方法 事務局まで、申込フォームにて下記①～⑤を記入の上ご応募ください。 

 
①『こども商品券プレゼント企画』 ②クイズの答え ③事業所名 

④会員氏名 ⑤当選発表時ニュースに名前掲載の可否 

※申込フォーム以外でのご応募不可。※応募は 1 会員 1 回まで。※重複申込の場

合は無効。※必要事項の記入漏れがある場合は、無効となる場合がございます。 

 

当選者にのみ、11 月 30 日(水)までにご連絡いたします。 

その際、こども商品券の受け取りに関するご案内をいたします。 

応募締切 

『こども商品券』は、年中当センター窓口

にて会員価格(通常 500 円→会員 430 円)

で販売しております。 

1 会員様 1 年度 10 枚までお買い求めいた

だけますので、ご利用の際は当センター事

務局までお申込みください。 

 

クイズ お ひ ○ く こ 

  

○に入る 1 文字は何でしょう？ 

  
ヒント！ もしかしたら、今あなたの視界の中に答えがあるかも・・・！ 

  

申込フォーム➡ 

事業所名 会員氏名 事業所名 会員氏名

小川機械 小川　育子 延生金属株式会社 貴志　俊夫

奥田商工株式会社 川﨑　洋嗣 奥田商工株式会社 金本　なな

奥田商工株式会社 壮家　正信 奥田商工株式会社 成富　重幸

奥田商工株式会社 清水　英徳 貝塚市木積土地改良区 松浪　泰子

奥田商工株式会社 野口　俊明 (公社)貝塚市シルバー人材センター 西崎　重貴

奥田商工株式会社 桑山　稔章 (公社)貝塚市シルバー人材センター 田畑　庄太

奥田商工株式会社 高橋　誠治 合同会社こころ 白樫　奈津希

奥田商工株式会社 岩崎　宣紀 合同会社こころ 上田　清司

奥田商工株式会社 谷口　拓真 合同会社こころ 雪村　弘子

奥田商工株式会社 前田　隼人 佐藤登記測量事務所 佐藤　均

奥田商工株式会社 井上　凌 佐藤登記測量事務所 佐藤　八千代

奥田商工株式会社 梶本　将吾 三和合繊株式会社 芝　美穂

奥田商工株式会社 澤野　錬 杉浦捺染株式会社 須浪　みよ子

奥田商工株式会社 八木　悠人 杉浦捺染株式会社 藤田　好子

奥田商工株式会社 阪本　泰久 福井洋服店 福井　三千代

(公社)貝塚市シルバー人材センター 稲田　隆 MAMOUNIA 藤野　今日香

佐藤登記測量事務所 北村　宏美 三木泰税理士事務所 矢野　正樹

杉浦捺染株式会社 福井　史 宮﨑機械システム株式会社 薮　秀昭

宮﨑機械システム株式会社 田中　義政 宮﨑機械システム株式会社 浦岸　徹

会員事業所 匿名希望 メナード化粧品貝塚堀代行店 東　博美

会員事業所 匿名希望 会員事業所 匿名希望

会員事業所 匿名希望 会員事業所 匿名希望

会員事業所 匿名希望 会員事業所 匿名希望

会員事業所 匿名希望 会員事業所 匿名希望

会員事業所 匿名希望 会員事業所 匿名希望

A.スイーツカタログギフト 当選者25名 B.お肉カタログギフト 当選者25名



 

退職準備セミナー 参加費無料 

 

― 知ってる？どうする？年金･税金･社会保険 ― 

“知る” と ”知らない” では、将来的に大きな違いが出てくる手続きなど、定年退職を迎えるにあたり知っておきたい「年金･税

金･雇用保険･健康保険に関する基本的な知識」についてわかりやすく解説するセミナーです。定年までは、まだ少し時間があると

いう方も、この機会にご自身の将来設計について検討されてみてはいかがでしょうか。 

2023 年 1 月 21 日(土)13:30～16:00 

  

日 時 

公式 HP 

窓口･抽選 

場 所 堺市産業振興センター本会 3F ミーティングルーム 

  
堺市北区長曽根町 183-5 

(南海高野線「中百舌鳥」･地下鉄御堂筋線「なかもず」より約 300m) 

  

募集人数 20 名(全体) 

  
※申込多数の場合は抽選。 

その場合は当選者にのみ 12 月 27 日(火)までにご連絡します。 

対 象 会員･登録家族、会員の同伴者(会員外も可) 

  持ち物 筆記用具、ねんきん定期便 

  
※ねんきん定期便：日本年金機構より誕生日月に送付されています。 

  

※ご参加いただく際は事前の検温とマスクの着用をお願いします。 

  

12 月 19 日(月) 

  

日 時 

対 象 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 

･年齢をご記載ください。 

セミナー内容   [講師] 松井 祐一氏(社会保険料労務

士) 

  

●公的年金 いつから･いくらもらえる？       参加費無料  

●退職後の健康保険は？税金は？   

●雇用保険は退職時だけ？継続雇用･再就職でもらえる給付 

KG 株式会社 「かに・海の幸」特別価格販売 

 

年末恒例！毎年大人気のお取り寄せ販売！ 

身入りの良い「ずわいがに」や「たらばがに」、「いくら」「とらふぐ」「うなぎ」など・・・ 

新鮮な海の幸を特別(会員)価格にてご案内いたします。通常価格より最大 2,000 円 OFF！この機会に是非ご利用ください。 

申込方法 

①同封チラシ裏面の『お申込用紙』に必要事項

をご記入の上、KG 株式会社へ FAX にてお申

込みください。 

[FAX] 06-6464-8866 

②チラシに記載の振込口座へご入金ください。 

 ③入金確認後、KG 株式会社より商品がお届け

指定先へ届きます。 

 

※申込締切等、詳しくは同封チラシをご覧ください。  

※配送先が北海道･沖縄の場合は 1 点につき 

1,300 円(税込)が別途必要となります。 

商品名 重量 通常価格 会員価格

ずわいがに(生)カニ脚 2kg ¥11,800 ¥9,800

ずわいがに(茹)カニ脚 2kg ¥10,800 ¥8,800

ずわいがに(生)かにしゃぶ棒爪 800g ¥9,600 ¥7,900

ずわいがに(生)かにしゃぶ棒肉 400g ¥7,600 ¥6,000

ずわいがに(生)カニすき用カット 1.2kg ¥8,900 ¥7,400

姿ずわいがに(茹) 1.5kg ¥9,900 ¥8,400

国産活うなぎ蒲焼 250g ¥6,000 ¥4,500

紅鮭姿切身(半身) 900g ¥5,400 ¥3,900

鮭いくら 醤油漬 250g ¥5,900 ¥4,400

塩かずのこ 特大 450g ¥4,700 ¥3,200

まるごと国産とらふぐ 800g-1kg ¥8,400 ¥6,400


