
 

  

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 

サラ・ブライトマン「クリスマス・シンフォニー」 
Featuring YOSHIKI Special Guest 

[会場] 大阪国際会議場メインホール 

[日時] 11 月 30 日(水) 19:00  

※18:00 開場 

[料金]  

Ｓ席  15,500 円(通常 19,000 円) 

[申込締切] 10 月 20 日(木) ※未就学児入場不可。 

世界最高峰のソプラノ歌手と祝う、特別なホリディ 

お馴染みのクリスマスソングからベストヒットまで、忘れられない

クリスマスをあなたにスペシャルゲストとして YOSHIKI が出演 

和楽器ユニット 天樂コンサート「静と動」 
 

[会場] コスモスシアター 中ホール 

[日時] 12 月 17 日(土) 14:00 ※13:30 開場 

[料金] 一般 2,000 円(通常 2,500 円) 

[申込締切] 10 月 27 日(木) ※4 歳未満の入場不可。託児サービスあり。 

[出演] 天樂(浅野聡太・Hikaru・小林みゆ)  

ゲスト：府立久米田高校太鼓部 

ウクライナ国立歌劇場(旧キエフ･オペラ)「カルメン」 

[会場] ①フェスティバルホール ②和歌山県民文化会館 大ホール 

[日時] ①2023 年 1 月 8 日(日) 15:00 ②2023 年 1 月 10 日(火)18:30 

[申込締切] 10 月 27 日(木) ※未就学児入場不可。※出演者、公演内容は変更になる場合がございます。※各公演先着 10 枚 

 

自由と情熱に生きるカルメン、魔性の女がホセの運命を狂わせる！伝統を誇るウクライナ国立歌劇場が 7 度目の来日！名曲ぞろ

いの「カルメン」で、オペラの醍醐味をご堪能ください。全 3 幕 G.ビゼー作曲 原語上演フランス語/日本語字幕付き 

[アーティスト]  

サラ・ブライトマン 

ゲスト/YOSHIKI(X JAPAN) 

[料金] ① S 席  17,000 円(通常 22,000 円) ② S 席  9,500 円(通常 12,000 円) 

スペインのセビリア。純朴で真面目な衛兵の伍長ホセは、タバコ工場でもめ事を起こした

カルメンを捕らえる。ホセは葛藤しながらも自由奔放で情熱的なカルメンの魅力に抗えず

彼女を逃がしてしまう。ホセは婚約者のミカエラも職務も忘れてカルメンのためにジプシ

ーの密輸団にまで身を落とす。しかし次第にカルメンはホセに興味を無くし、花形闘牛士

のエスカミーリョに夢中になる。華やかな闘牛の日に現れた嫉妬に狂うホセは、カルメン

にやり直そうと迫るが… 

18 歳未満 400 円(通常 500 円) ※全席指定 

クリスマス/アヴェ・マリア 
～ウィーン弦楽合奏団～ 

[会場] 門真市民文化会館 

ルミエールホール 大ホール 

[日時] 12 月 22 日(木) 19:00 

[料金] 

 全席指定 3,500 円(通常 4,800 円) 

[申込締切] 10 月 27 日(木) 

※未就学児入場不可。※曲目、出演者は変更になる場合がございます。 

音楽の都ウィーンから、弦楽合奏とハープ、ソプラノの芳醇な調べ。 

至高のバロックから幻想的なロマン派まで、時代を超えた珠玉 

の名曲をお届けします。 

DRUM TAO 2022 「KAIKI」 
 

[会場] 森ノ宮ピロティホール 

[日時] 11 月 19 日(土) 18:30  

※18:00 開場 

[料金] 

 全席指定  6,300 円(通常 7,900 円) 

[申込締切] 10 月 13 日(木) ※未就学児入場不可。 

DRUM TAO 2022 年 新作舞台「KAIKI」。和太鼓に初めて触れた瞬

間の気持ち。TAO に出会ったときのあの気持ちへ-。 

30 周年を目前に控え、今、根本からの“原点回帰”を追求。 

人間本来の「強さ」を精神性高い世界観で表現する、衝撃の舞台。 

 

[アーティスト] 

DRUM TAO 

 

[予定曲目] J.S.バッハ(グノー編

曲)、シューベルト、カッチーニ/

三大アヴェ･マリア ほか 

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 372号 2022年 10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 

第 34 回ボウリング大会 (共催：貝塚市･泉佐野市･岸和田市･堺市･高石市) 

 

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、お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。 

チラシ無料同封サービス 

 

毎月の共済センターニュースに、貴社のチラシを同封して会員様へ周知いたします！ 

封入・発送費用は完全無料。貴社のご負担は当センターへチラシを納品いただくのみです。 

納品後の封入作業・発送作業等は全てセンターにお任せください。会員限定のサービスや割引などをご検討頂けますと幸いです！ 

同封上限 毎月先着 3 社まで 

事務局まで、電話・FAX・E メールにて同封希望月・チラシのサイズ・チラシの重量・部数をご連絡ください。 

※毎月先着 3 社までのサービスとなりますため、必ず事前にご連絡ください。 

※ご連絡無しで当センターへチラシを納品いただいた場合は、同封出来かねますので予めご了承ください。 

申込方法 

納品部数 全会員様へ 1 部ずつお届けの場合：500 部 

会員事業所様へ 1 部ずつお届けの場合：100 部 

  
※チラシのサイズ/Ａ４以内 重量/1 枚 20g 以内 

※チラシの種類によっては同封できない場合もございます。 

納品期限 同封希望月の前月 20 日までに、左記 

納品部数を事務局まで納品ください。  

先 着 

窓口・先着 

職場やご家族の皆様でのご参加はもちろん、おひとり様のご参加も大歓迎いたします。 

豪華景品 GET のチャンス! ストライク賞も盛り沢山! この機会に是非ご参加ください。 

  

大好評のボウリング大会を 12 月に開催決定!! 

  

日 時 

場 所 

料 金 

12 月 16 日(金)19:00 開始(受付 18:30～) 

  コスモレーン貝塚(貝塚市近木町 4-1 シェルピア Deux5 階 南海貝塚駅西口からすぐ) 

  
※お車でお越しの方は建物(シェルピア Deux)和歌山側の平面・立体駐車場をご利用ください。 

 ご利用時間内無料ですので駐車券をフロントまでお持ちください。 

  
会員･登録家族 500 円(一般 2,000 円) 

2 ゲーム・貸し靴代込み、ドリンク付き 

  

募集人数 30 名(全体 140 名) 

  

事務局まで申込フォーム･FAX･E メールにて、 

下記①～⑥を全てご記入の上お申込みください。 

  
①事業所名 ②会員氏名 ③参加者氏名(ふりがな) ④性別 

⑤区分(大人/学生[中･高･大･専門生]/小学生) 

⑥貸し靴が必要な方は靴のサイズ ⑦当日の連絡先 

※当日受付にて貸し靴引換券をお渡しいたします。 

  

11 月 18 日(金)正午 ※先着順 

  

ルール 2 ゲームのトータルによる個人戦 

  
※女性と小学生は 1 ゲーム 15 ピンのハンデ

ィがあります。※原則 1 レーン 4 名でのプ

レーとなります。※会場内では必ずマスク

を着用いただくとともに、喫食はご遠慮く

ださい。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により緊急事態宣言の期間に重なった場合は開催を中止とさせていただきます。また、感染拡大等状況により、中止又は

内容に変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。 

  

申込方法 

申込締切 

申込フォーム 

※先着 10 枚 

tel:072-433-7191


 阪急交通社 冬の日帰り温泉プラン【1 会員 4 セット限定】 

 

犬鳴山温泉 不動口館 

 

―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 

料 金 

場 所 

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) 

  

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) 

  

利用時間 

利用方法 

取 寄 

ご家族･ご友人とお好きな時に、温泉旅行をお楽しみいただけるフリープランはいかがでしょうか。 

  

近畿 8 ヶ所の温泉施設にて、豪華なお食事と温泉をご利用できる『施設利用チケット』と、各温泉施設の詳細を記載した『冬の

日帰り温泉プラン案内書』がセットになったお得なプランです。  

内 容 ①施設利用チケット(1 枚) 

②冬の日帰り温泉プラン案内書(1 冊) 

  ※『①施設利用チケット』での温泉施設ご利用の際は、

各温泉施設への事前予約が必要です。※各温泉施設の電

話番号･詳細等は『②冬の日帰り温泉プラン案内書』にて

ご確認いただけます。 

料 金 

2022 年 11 月 1 日(火)～2023 年 3 月 31 日(金) 

  
会員価格 3,000 円(通常価格 最大 4,980 円相当) 

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･必要セット数をご記載ください。 

  

10 月 20 日(木)正午 

  ※必着。※10 月 27 日以降のお渡し予定となります。※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、

各温泉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。 

  

㊤温泉施設 ※一部抜粋 

  

※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。※お料理写真はイメージです。 

利用期間 

申込方法 

申込方法 

公式 HP 

京都 久美浜温泉 湯元館 

京都 亀岡 里山の休日･烟河 

北近畿一の広さを誇る源泉掛け流し温泉と、久美浜

の豊かな海の幸。100 名様が同時入浴できる露天風

呂は北近畿で一番広い源泉掛け流しの露天風呂と

して有名です。 

烟河の豊かな自然に包まれる、広大な敷地。自家農

園やグラウンドなど、広大な敷地の中には一日のん

びり楽しめる空間が広がっています。里山のおいし

い空気を思う存分味わえます。 

地区 施設名 昼食内容(予定)

京都 るり渓温泉 和食膳

亀岡 渓山閣 和食膳(7/8品ランチ)

亀岡 京都 烟河 山里ランチ

久美浜 湯元館 プレミアム会席

有馬 メープル有馬 華かご御膳

有馬 有馬温泉 太閣の陽 茶そば御膳

白浜 ホテルシーモア 和食膳

和歌山
和歌山マリーナシティ

ホテル

イタリアン

おすすめコース

利用予定温泉施設

大阪松竹座 公演チケット 

 

大人気公演『大阪環状線』が大阪松竹座で公演決定。 

貧しいながらも懸命に生きる家族が紡ぐ、愛の物語。本当の家族の愛で、身も心も温まりませんか？ 

  

1 等席 特別価格の 2,000 円(通常 11,000 円)にてお買い求めいただけます! 

公 演 出演者 大阪環状線 天満駅編 

  

佐藤 江梨子、月亭八光 他 

  大阪松竹座(大阪府大阪市中央区道頓堀 1-9-19)  TEL：06-6214-2211 

アクセス：Osaka Metoro「なんば駅」15 番 B 出口徒歩 1 分 

 
日 時 

料 金 

11 月 29 日(火)11:00、11 月 30 日(水)13:00、12 月 3 日 (土)15:30 

会員価格 2,000 円(通常 11,000 円) 

  事務局まで、申込みフォーム･FAX･E メールにて、事業所名･会員氏名･公演日時･必要枚数をご記載ください。 

10 月 13 日(木)正午 必着 

  

※各公演 8 枚先着順。※申込後のキャンセル･変更不可。※お席が離れる場合がございます。

また、お席はお選びいただけません。※本公演の一等席は 1･2 階席を予定しております。 

場 所 

申込方法 

申込締切 

ユーキャン 2022 秋のスキルアップキャンペーン 

 

生活に役立つ定番の資格講座から日々を充実させる趣味講座まで、12 講座の受講料が通常より安くご利用いただけます。全福セ

ンター会員はキャンペーン割引価格に 15％支援も適用され、大変お得に始めるチャンスです。 

申込･詳細 公式 HP から会員ログインし、「お申込みはこちらから」をクリックしてください。 

※ログインには『ID』･『パスワード』が必要です。お忘れの方は事務局までお問い合わせください。 

申込締切 

～10 月 17 日(月) 17:00 

内 容 会員料金は通常料金から 5,000 円割引→キャンペーン期間中はさらに 15％割引 

取寄･先着 
公式 HP 


