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。

ＴＨＥドラえもん展 KYOTO 2021

特別展

ミイラ 「永遠の命」を求めて
7 月 10 日（土）～7 月 31 日（土）

7 月 10 日（土）～

※会期中無休

※休館日：月曜日（ただし、祝日の場合は開館）

大学生

小中学生

新館

※新型コロナウイルス感染拡大状況や政府およ
び自治体の方針により実施内容を変更する場合
があります。

東山キューブ

※本展覧会は予約優先となります。詳しくは、美術館 HP をご確認ください。
※7/8（木）締切

【重要】会費の振替日について

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

大阪公演

大阪南港 ATC ギャラリー（ITM 棟 2F）

28 組のアーティストによる「ドラえもん」
500 円（通常料金(当日)1,000 円）
をテーマとした展覧会です。
200 円 （通常料金(当日)500 円）

高校生

〒597-8585

※入場は閉場の 30 分前まで

京都市京セラ美術館

800 円（通常料金(当日)1,500 円）本展は、現代アートの最前線で活躍する

共済センターニュース

10：00～18：00

（入場は閉館の 30 分前まで）

1,000 円（通常料金(当日)2,000 円）

第 356 号

8 月 1 日（日）～9 月 26 日（日）

10：00～18：00

一般

2021 年 6 月

貝塚市中小企業勤労者福祉共済センター事務局

10：00～20：00

9 月 5 日（日）

村上隆「あんなこといいな 出来たらいいな
あんなこといいな 出来たらいいな（部分）
」
©2017 Takashi Murakami/Kaikai Kikico.,Ltd.All Rights Reserved.
©Fujico-Pro

働くあなたのための福利厚生制度！

（令和 3 年）

一般・大・専門学生

平日 800 円（通常料金(当日)1,700 円）

土日祝
小・中・高校生
※未就学児無料

1,000 円（通常料金(当日)1,900 円）
平日 300 円（通常料金(当日) 800 円）

土日祝 400 円（通常料金(当日)1,000 円）
※7/8（木）締切

◆開催期間：6 月 20 日（日）～9 月 5 日（日）
※休演日：毎週木曜日（7/22(木)は除く）と 6/23(水)、7/7(水)、7/14(水)、7/21(水)、8/4(水)、8/18(水)
8/6(金)第 2 回目公演と 8/8(日)第 3 回目公演は特別公演のため休演。
※新型コロナウイルスの感染状況により、公演期間・公演時間など変更になる場合があります。
※自由席は先着順入場のため、満席の際は次回入場になる場合があります。
※指定席券はコンビニ等のプレイガイド、または当日会場にて追加料金でお買い求めいただけます。

◆開催場所：大阪城公園 特設会場（JR 環状線 大阪城公園駅下車すぐ）

チケットについて

◆ 料 金：大人

2,000 円（通常料金 2,900 円）

こども 1,000 円（通常料金 1,900 円）
6 月は 2021 年度第 2 四半期の会費振替月になって
おります。会員の入退会の異動届のご提出は、

６月 2２日（火）まで にお願いいたします。
また、会員の異動が生じた場合は、速やかに事務局
まで異動届の提出をお願いいたします。
なお、すでにご退職されている方の退会異動届を、

◆各チケットご入用のかたは、あらかじめ事務局に予約
してください。
◆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
までに必ずご利用ください。

公演日

◆申込方法：事務局まで電話・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。

公式 HP

◆申込締切：８月２０日（金）
◆お問い合わせ：木下大サーカス大阪公演事務局（TEL：06-6910-0405）

◆ご購入されたチケットの交換・返金などは一切出来ま
せんのでご注意ください。

退職月の翌月にご提出された場合は翌月の会費が

上記以外でご不明な点は、事務局までお気軽にお問い

発生いたしますのでご注意ください。

合わせください。

臨海スポーツセンターアイススケート
アイススケート滑走券+貸靴のセットを特別価格で斡旋！！
◆料金：
大人

会員料金

1,120 円（通常料金 1,860 円）

小人（中学生以下）

会員料金

810 円（通常料金 1,420 円）

チケット期限延長のお知らせ

※フリータイム、貸靴代込
◆利用期間：～2022 年 3 月 31 日（木）まで

※詳しくは、大阪府立臨海スポーツセンターの

◆営業時間：11 時 30 分～17 時 30 分

HP にて、ご確認ください。

※休館日および毎週木曜日、第一水曜日、年末年始は利用不可

（公式 HP↓）

施

設

名

対

応

お風呂

太平のゆ

4月末期限チケット→6月末期限に延長

ホテル

マリオット都ホテル・COOCA

ランチチケット5月末期限→6月末期限に延長

※大会、イベント等で臨時休業の場合もあります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間等変更となる可能性があります。
◆申込方法：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。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、休館情報・営業時間等は随時更新される可能性がございます。
予めご了承ください。休館情報等につきましては各施設までお問い合わせ願います。
お手元のチケットにて、上記期間までご利用いただけます。

※5 月 11 日時点

犬鳴山温泉

カレーフェスタ

2021

Nice & Spicy Curry

不動口館

「日帰り温泉入浴」がお安くご利用できるようになりました。
◆利用時間：11：00～21：00（受付 20：00 まで）
◆利用方法：会員証提示にて、本人を含むご家族・ご友人 5 名様まで
◆
◆料

場
所：犬鳴山温泉 不動口館（泉佐野市大木 7 番地）
金：大人（中学生以上）600 円（通常料金 800 円）
小人（3 歳～小学生以下）300 円（通常料金 400 円）

フェイスタオル（販売）：100円

※3 歳未満無料
※タオル・バスタオル別

バスタオル（レンタル）：200円
※新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間等変更になる可能性がございます。
詳しくは犬鳴山温泉不動口館 HP をご確認ください。

いこいの村

公式 HP はこちら➡

新規契約

能登

◆申込方法：同封の申込書（事業所に 1 部）に必要事項をご記入の上、事業所ごとに 1 枚にまとめ、
㈱ユニオンサービスへ FAX(052-821-8331)にてお申込みください。
◆支払方法：商品到着後、2 週間以内に同封の振込用紙にてお支払ください。
※詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

半島
石川県能登半島志賀の郷温泉の小高い丘陵に位置する全 42 室のリゾート型温泉宿泊施設です。
東京ドーム 7 個分の広い敷地内には、本格ゴーカート場や屋外プール、グラウンドゴルフ場等が
あり、親子三世代・女子会・カップル・ご夫婦でゆったりと・・・。
大人から子どもまでお勧めの施設です。

薬の斡旋

お申込～お支払までの流れ
◆利用期間：4 月 23 日（金）から
①申込書に記入

◆利用方法：宿泊当日会員証を提示いただくと、会員および同伴者が会員料金にて

②事業所ごとに取りまとめ、「家庭常備薬斡旋とりまとめ書」に記入
③郵便もしくは持参にて事務局へ申込み

ご利用いただけます。※要予約
◆予約方法：お電話にて「全福センター会員」である旨をお伝え頂き、ご予約ください。
お申し出がない場合は、割引対象外となります。

※FAX でのお申込みはできません※
④下記締切日から 4 週間程度で直接事業所に納品
⑤個人ごとに商品同封の振込用紙で、コンビニまたは郵便局より振込
（事業所一括での振込をご希望の場合はお手数ですが直接取扱業者へご連絡ください）
◆申込締切：2021 年 6 月 24 日（木）必着 ※期限厳守

◆利用料金：公式 HP 提供価格の 10％割引
※詳しくは公式 HP をご確認ください。

公式 HP はこちら➡

