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。

ミュージカル

ジャック・ザ・リッパー

働くあなたのための福利厚生制度！

貝塚市中小企業勤労者福祉共済センター事務局

（令和３年）
2021 年 7 月

第 357 号

共済センターニュース

10 月 8 日（金）
14：00
フェニーチェ堺
大ホール

2021

プロ野球

〒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

阪神甲子園球場 ―8・9 月分―

出演
ダニエル：
木村達成・小野賢章(Ｗキャスト)

9 月 23 日（木・祝） 14：00

アイビーシート一塁側（内野席） あっ旋（４段 87・88）

アンダーソン：
加藤和樹・松下優也（W キャスト）

コスモスシアター 中ホール

ジャック：

出演：馬渕清香（ヴァイオリン）柴田夏未（ヴァイオリン）

加藤和樹・堂珍嘉邦（W キャスト）

◆ 料

金： ２席で

7,000 円

◆ 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

三木香奈（ヴィオラ）佐本博子（ヴィオラ）

グロリア：May’n

池村佳子（チェロ）一樂恒（チェロ）

ポリー：・エリアンナ

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）
。

モンロー：田代万里生

※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：

一般大人

2,800 円（通常 3,500 円）

高校生以下

800 円（通常 1,000 円）

※未就学児の入場不可

託児サービスあり

※8/26（木）締切

S 席 11,000 円

※申込多数の場合は抽選となります。

※未就学児の入場不可

先着 10 枚

※8/26（木）締切

◆ 締

切： 7 月 20 日（火）

試合日
8月 31日（火）

ファイテン企画販売のご案内

試合日

（通常 13,500 円）

通常料金→ユニオンサービス特別価格→当センター補助

=会員価格

開始時間

対戦相手

開始時間

9月 1日（水）

中日

18:00

中日

18:00

9月 3日（金）

巨人

18:00

9月 4日（土）

巨人

18:00

9月 8日（火）

ヤクルト

18:00

9月19日（日）

巨人

18:00

9月29日（水）

広島

18:00

◆ 当落発表： 7 月 23 日（金）

さらにおトクにお買い求めいただけます！

対戦相手

までに、事務局よりご連絡いたします。

毎日使って体のサポート、癒して、ほぐしてメンテナンス。
ファイテンの代名詞とも言える、”RAKUWA SERIES”は世界で愛され続けて販売本数、4,100 万本突破！！

１会員４枚まで

年度内１会員１０枚まで

プール入場券付入園券

フリーパス引換券付入園券
◆利用期間：～2022 年 3 月 31 日（木）
◆料

◆申込方法：同封の申込書に必要事項をご記入の上、各事業所で代表の方がとりまとめて、

金：

会員料金

通常料金

おとな（中学生以上）

3,500円

4,600円

小学生
2歳～未就学児

3,000円
2,000円

3,900円
2,700円

株式会社ユニオンサービスへ FAX（052-824-4152）にてお申込みください。

◆利用期間：7 月 17 日（土）～9 月 12 日（日）
金：

会員料金

通常料金

おとな（中学生以上）

1,700円

2,600円

こども（2歳～小学生）

1,000円

1,500円

◆料

※プールのご利用には、ご利用日の事前のご予約（無料）が必要となります。
詳しくは、ひらかたパーク公式 HP をご確認ください。

※フリーパスは「アトラクション

◆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いください。
※詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

乗り放題」です。
（ご利用は当日ご本人様のみ有
効です）
プール・ウィンターカーニバ

阪神タイガース YEAR BOOK
当選者発表

2021

延生金属株式会社 上田 雄平
当選おめでとうございます！！

様

チケット期限延長のお知らせ
マリオット都ホテル・COOCA ランチチケット
４月末期限チケット→7 月末期限に延長
※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をお願いいたします。
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。

ル・イベントホールのご利用
は別途料金が必要です。

◆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。
※チケットがなくなり次第終了 ※休園日・営業時間等につきましてはひらかたパーク公式 HP をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染予防策についてもご確認ください。

公式 HP

ロシア・バレエ・ガラ 2021
貝塚市営プール

利用引換券プレゼント

ロシアを代表するバレエ劇場のソリスト達が集結！クラシック・バレエの傑作ばかりを集めた
贅沢なガラ・コンサート。司会進行役でバレリーナ芸人の松浦景子が出演！

◆プレゼント内容：1 会員につき利用引換券 1 シート（利用引換券 8 枚）
◆利用期間：7 月 17 日（土）～8 月 21 日（土）
◆利用時間：

７月

平日 12：00～17：00

８月

平日、土日祝 10：00～17：00

第1プール（畠中）

◆演

目：＜第 1 部＞「パキータ」より

土日祝 10：00～17：00

＜第 2 部＞「白鳥の湖」より
「ドン・キホーテ」より ほか
◆公演日時：8 月 22 日（日）
①12：30 ②17：00

TEL: 436-1210

◆利用方法：必要枚数を切り離して、プール窓口にて利用券と引き換えの上、ご入場ください。

金：全席指定 ①12：30 開演 6,000 円（通常 7,500 円）
②17：00 開演 5,500 円（通常 7,500 円）

◆料

※大人は 2 枚、こども（中学生以下）は 1 枚で 1 回（2 時間）ご利用いただけます。
※追加料金分としてはご利用いただけませんので、ご注意ください。

◆申込方法：事務局まで電話・FAX・E メールにて

◆申込締切：8 月 20 日（金）

◆会場：NHK 大阪ホール

◆申込方法：事務局まで電話・FAX・E メールにて、

事業所名・会員氏名をお伝えください。

事業所名・会員氏名・区分・必要枚数を

※プールでの安全確保のため、入水条件がありますので、現地にてご確認ください。

お伝えください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、利用日・時間等が変更になる場合がございます。

◆申込締切：7/20（火）

あらかじめご了承ください。

光藍社 HP

※3 歳以下のお子さまのご入場はご遠慮ください。※演目、出演者は変更になる場合がございます。
※演奏は特別録音音源を使用いたします。※前後左右一席ずつ間隔を空けての販売となります。

関西サイクル 入場+プールチケット

◆料金：

1 会員 6 枚まで

※本公演は海外からのアーティストを招聘しての公演となり、コロナウイルス感染拡大防止のための政府方針などにより公演を開催できない
場合がございます。また海外におけるコロナウイルスの感染状況により、出演者・演目等の変更が発生する可能性がありますことを
予めご了承ください。
※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外のチケットの変更、払い戻しはできません。チケットご購入の際には、ご自身の
体調や環境をふまえご判断くださいますようお願いいたします。最新の情報については、光藍社 HP にて随時発表しますので、チケットご
購入の後は、随時ご確認いただきますようお願いいたします。

会員価格 通常価格

おとな（中学生以上） 800円

1,600円

小学生

500円

1,000円

幼児（3歳以上）

400円

800円

釣り体験当日は、会員証が必要となります。
忘れずにお持ちください。

千早川マス釣り体験

◆利用期間：

◆日

時：10 月 3 日（日）
【小雨決行・荒天中止】 ◆TEL: 0721-74-0116

◆場

所：金剛山麓 千早川マス釣り場（無料駐車場あります）

7 月 16 日（金）～9 月 5 日（日）

◆募集人数：100 名（10 市合計）※最少催行 30 名

※定休日：毎週火曜日（夏休み期間は無休）

◆料

金：

対象者

参加費

貸さお代

会員およびその家族

1,000円

400円

9/1（水）～9/3（金）はプール営業なし

◆申込方法：事務局まで電話・FAX・E メールにて、

えさ代
イクラ：400円
虫：600円

貸ビク代

150円

事業所名・会員氏名・区分・必要枚数をお伝えください。
◆申込方法：事務局まで電話・FAX・E メールにて、
事業所名・申込者名（フリガナ）
・道具のレンタルとえさ購入の有無・当日連絡先（携帯可）
をお伝えください。

◆申込締切：8 月 31 日（火）
◆施設営業時間
7 月 16 日 10：00～17：00
7 月 17 日～9 月 5 日 平日 9：30～17：30
土日祝・8/13(金) 9：30～18：00

◆プール営業時間
7 月 16 日 10：00～16：30
7 月 17 日～9 月 5 日 平日 9：30～16：30
土日祝・8/13(金) 9：30～17：00

◆申込締切：8 月 31 日（火）

千早川 HP

スケジュール
8：45～9：15 →
受

付

9：15
釣り開始

→

11：30
解

散

→

17：00
営業時間終了

※9/4・9/5 は 9：30～17：30
※新型コロナウイルス感染症対策のため、休園日・営業時間等が変更になる場合がございます。ご来場前に、HP にてご確認ください。

※申込締切後のキャンセル及び当日ご欠席の場合、参加費の返金はできませんので
ご注意ください。

※見学のみの場合も、参加費は必要となります。
※昼食が必要な方は、ご持参いただくか、場内のレストラ
ンをご利用ください。
※釣った魚は、場内のレストランで料理してもらう（別途
料金 100g 140 円）こともできますし、お持ち帰りいただ
けます。
※持ち帰りの場合は、クーラーボックスをご持参ください。
釣場で購入もできます。氷（1 袋 300 円）ボックス（1 箱
360 円）
※当日ご自宅での検温と、マスクの着用をお願いします。

※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開催できない場合があります。予めご了承ください。

