劇場案内

事務局まで電話または FAX にてお申込みください。
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。

働くあなたのための福利厚生制度！

（令和 3 年）

2021 年５月

貝塚市中小企業勤労者福祉共済センター事務局

第 35５号

共済センターニュース

〒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

6 月 6 日（日） 16：30

8 月 22 日（日） 14：00

新歌舞伎座

コスモスシアター大ホール

藤原紀香・村井良大・

出演：月亭八光・月亭方正
全席指定

2,400 円

(通常 3,000 円)

浅野ゆう子・

『牛滝温泉

松平 健 ほか

入浴・食事がお得にご利用できますので、近場でお手軽に日頃の疲れを癒されてみては

アクションとカルトとスペクタクル、
エンターテインメント時代劇の最高傑作が令和版として蘇る！

S席

※6/24（木）締切
※未就学児童の入場不可。託児サービスあり。

13,000 円

※5/13（木）締切

新規契約

牛滝温泉 四季まつり

出演：上川隆也・小池徹平・

四季まつり』がおおきに Net サービスに登場。

いかがでしょうか。

(通常 14,500 円)

※未就学児童入場不可 ※先着 10 枚

◆利用期間：4 月 1 日（木）から
◆利用方法：入館時にフロント・食事処で会員証をご提示いただくと、下記内容にてご利用可能。

8 月 15 日（日）

フェスティバルホール
アーティスト：石川さゆり

①S 席
(通常 7,800 円)

②S 席

6,500 円

※音楽の殿堂・フェスティバルホール
で、
「津軽海峡・冬景色」
「天城越え」等、
名曲の数々を熱唱いたします。
※6/24/(木)締切 ※未就学児童の入場不可。
※S 席は、１階・２階・３階前方となります。

㈱大判リゾート

入浴

火～金
10：00～20：00

所：大阪府岸和田市大沢町 1156

TEL：072-479-2641

◆料

金： 会員料金 大人 550 円（一般 750 円）

※大人のみ。小人は対象外。

(入館は閉館の 30 分前まで)
※休館日：7/12・19・26

※GW・お盆・年末年始は割引対象外。

お食事

1 会計につき会員証 1 枚まで

◆営業時間： 11：00～21：00
（ラストオーダー20：30）
金： 合計料金より 10％ 割引

◆料

※他割引との併用不可。※1 枚で同一グループ全員利用可。
※GW・お盆・年末年始は割引対象外。

ピエール・オーギュスト・ルノワール
《レースの帽子の少女》
1891 年 ポーラ美術館蔵

1,150 円 (通常 1,300 円)
円 (通常 900 円) ※本展は、箱根、仙石原に 2002 年開館
し、印象派など西洋絵画を中心に約 1 万
中小生 200 円 (通常 300 円)
一般

会員証 1 枚につき 4 名まで利用可

◆営業時間： 9：00～21：00（最終受付 20：30）

月・土・日・祝
10：00～18：00

あべのハルカス美術館
(通常 7,800 円)

◆場

7 月 9 日（金）

～9 月 5 日（日）

①13：00
②17：00

7,000 円

モネ、ルノワールからピカソ、シャガールまで

大高生 750

「峠 最後のサムライ」

点を収蔵する、ポーラ美術館の珠玉の西

※8/5/(木)締切

洋絵画コレクションから、精選した 74 点
の絵画に化粧道具を加え、総計 86 件の作
品をご紹介します。

新規契約

司馬遼太郎が描きたかった“風雲児”、最後の一年
慶応３年（１８６７年）
、大政奉還。２６０年余りに及んだ徳川幕府は終焉を迎え、諸藩は東軍と西軍に二分していく。
慶応４年、鳥羽・伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発した。越後の小藩長岡藩の家老・河井継之助は、東軍・西軍いずれ
にも属さない、武装中立を目指す。
戦うことが当たり前となっていた武士の時代、民の暮らしを守るために、戦争を避けようとしたのだ。だが、和平を願って
臨んだ談判は決裂。継之助は徳川譜代の大名として義を貫き、西軍と戦火を交えるという決断を下す。
妻を愛し、国を想い、戦の無い世を願った継之助の、最後の戦いが始まった。

新しい生活様式にも対応し、口コミ評価も高い「河口湖カントリーコテージ Ban」等を展開する㈱大判リゾートと、全福
センターが法人割引契約をいたしました。会員様とご同伴のかたまで対象となっており、利用しやすいのがポイントです☆

監督・脚本：小泉堯史
出演：役所広司、松たか子、香川京子、田中泯、永山絢斗／仲代達矢

他

◆上映開始日：7 月 1 日（木）全国ロードショー
◆料
詳しい情報は
全福センターホームページを
ご覧ください！

金：会員料金 900 円 (通常 1,900 円)

◆申 込 方 法：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。チケットの準備ができ次第ご連絡いたします。
◆申 込 締 切：7 月 20 日（火）

©2020「峠 最後のサムライ」製作委員会

関西サイクルスポーツセンター（入場+フリーパスチケット）

2021 プロ野球 阪神甲子園球場 –5・6･７月分–

◆利用期間：～6 月 30 日(水)

アイビーシート一塁側（内野席） あっ旋（４段 87・88）
◆ 料

金： ２席で

◆営業時間：平 日
10：00～17：00
土・日・祝 9：30～17：30

7,000 円

◆ 締

切：

ください。試合毎に、お一人につき１口のみお申込みできます（複数試合申込可能）
。

◆定休日：毎週火曜日（春・夏休み期間は無休）

※当選した試合は必ず購入して頂きます。複数試合をお申込みの方はご注意ください。

◆料金：

◆ 当選発表：

5 月試合

５月 7 日（金）

おとな（中学生以上）

6・7 月試合

5 月試合は 5 月 11 日（火）
試合日

6・7 月試合は５月 19 日（水）

対戦相手

開始時間

5月 20日（木）

ヤクルト

18:00

5月 25日（火）

ロッテ

18:00

対戦相手

開始時間

試合日

こどもA
（３歳～小学生・身長110cm以上）
こどもB
（３歳～小学生・身長110cm未満）
シルバー（60歳以上）

5 月 17 日（月）

までに事務局よりご連絡します。

通常料金
3,000円

1,300円

2,700円

500円

1,900円

1,100円

2,200円

※こども B は乗り物に制限があります。

※ご購入後のチケット払い戻しはできません。
※新型コロナウイルス対策のため、入り口にて体温を測定し、37.5 度以上の方は入場をご遠慮頂きます。また、入場制限を行う場合も

試合日

対戦相手

開始時間

6月 2日（水） オリックス

18:00

7月 1日（木）

ヤクルト

18:00

6月 6日（日） ソフトバンク

14:00

7月10日（土）

巨人

18:00

6月18日（金）

巨人

18:00

7月12日（月）

ＤｅＮＡ

18:00

6月20日（日）

巨人

14:00

7月14日（水）

ＤｅＮＡ

18:00

6月25日（金）

ＤｅＮＡ

18:00

6月29日（火）

ヤクルト

18:00

その際は当選者様へ事務局より改めてご連絡いたします。予めご了承ください。

阪神タイガース YEAR BOOK 2021 プレゼント

１名限定

今年の虎は、ルーキーが熱い！ ドラフト１位、早くも主砲候補に名乗りを上げた佐藤輝明選手のインタ
ビューが目玉のイヤーブック。他にも、岩貞選手×大山選手の新旧キャプテン対談や、糸原選手×木浪選手
の二遊間コンビぶっちゃけトーク等、2021 年もファン必見の情報満載です♪

◆応募方法：ＦＡＸ・E メールにて、件名に“阪神イヤーブック申込”と記載いただき、
本文に ①事業所名 ②会員氏名 ③ニュースに名前掲載の可否 を明記の
うえ、事務局までご応募ください。
切：5 月１8 日（火）
当選者には 5 月 20 日（木）までに事務局よりご連絡します。
事務局まで取りに来てください。

会員料金
1,600円

※特別イベント等、一部ご利用頂けないものがございます。

※新型コロナの影響により、阪神甲子園球場にて入場者数を制限して試合が開催される場合は、観戦できません。

◆締

◆申込締切：6 月 24 日（木）

※季節により変動あり

◆ 応募方法： 事務局までＥメール・ＦＡＸにて、事業所名・会員氏名・希望試合日程を記入しお申込み

※申込多数の場合は抽選となります。

◆申込方法：事務局まで電話・FAX または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。

ございます。予めご了承ください。詳しくは関西サイクルスポーツセンターHP（http://www.kcsc.or.jp/）をご覧ください。

事務局からのお知らせ
・ご当選またはご予約されたチケットにつきましては、お早めに引き取りに来ていただきますよう、お願いいた
します。
なお、お申込みされたチケットがイベント開催後または有効期限切れになった場合もチケット料金はお支払い
いただきますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
・ご購入されたチケットの有効期限をご確認いただき、期限内にご使用ください。
・ご購入されたチケットにつきましては、交換・返金等は一切出来ませんので、ご注意ください。

