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 昨年は、当互助会の運営に暖かいご支援、ご協力をいただきましてありがとうございました。 

 今年も会員のみなさまが笑顔になっていただけるような、魅力のある事業や情報を 

 お伝えしていこうと、事務局一同努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

豊中市中小企業勤労者互助会 

                      事務局一同 

 

 

 

 

 

 
    ケレンは、関西発のオリジナルレビューショーです。世界的に有名な映像クリエイターチーム 

    「Moment Factory」が手掛ける映像をバックに、古今の NIPPON の情景をダンス・殺陣・ 

    歌舞伎・ミュージカルなど様々なエンターテインメントを通じて絵巻物のように表現していく 

    舞台です。 

  【会  場】   COOL JAPAN PARK OSAKA  WW ホール 

  【開催日程】   2019年 2月 25 日(月) ～ ロングラン公演 

  【公演時間】   約 75 分 

【斡旋チケット】 期間有効券（2019年 2月 25日 ～ 6月 2日） 

  【斡旋料金】    

 

 

 

  【利用方法】   有効期間内で利用できるチケットです。 

           希望の公演日前日までに「チケットよしもと引換券 

ダイヤル」に電話し、予約をしてください。 

           公演日当日、チケット窓口にて期間有効券を提示し 

チケットと引き換えてください。 

           ※1 予約につき 5名まで予約できます。 

6 名以上の場合は期間有効券ではなく「KEREN」 

ホームページから日時指定券をご購入ください。(上記料金適用外) 

  【ご注意】    ＊開演の 60分前に開場します。 

           ＊劇場内は飲食できません。（ロビーのみ可） 

           ＊5 歳未満で身長 110 ㎝以上のお子様はチケットが必要です。 

           ＊膝上でのお子様の観劇は 1名様のみ無料です。 

 

座席 大人（中学生以上） こども（5歳～小学生） 

S席 6,000円（通常 7,500円）  2,000円（通常 3,000円） 

A席 4,000円（通常 5,000円）  1,500円（通常 2,000円） 

前売り券あっせん

会場となる COOL JAPAN PARK OSAKA「WW 

ホール」は、2019年 2月・大阪城公園内に開業 

する劇場型文化集客施設です。 

他に「TT ホール」「SS ホール」があります。  

https://cjpo.jp/ 

 

KEREN ホームページ … https://keren.jp/ 



 

冬のバスツアーです 

同封のチラシをご覧ください 
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東京ディズニーリゾート 

 

 

    ●実施期間  2019年 1月 7日(月) ～ 3月 20日(水) ※土日祝日を含む全日 

       期間中、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーいずれかのパークを 1日ご利用 

       いただけます。※入場制限中のパークには利用できません 

●サンクス・フェスティバルパスポート料金     ●利用対象者 会員及びその家族 

   

 

 

 

 

 

    パスポート購入申込書のご提出で特別料金にてパスポートがご購入いただけます。 

※コーポレートプログラム利用券(500円の補助券)を併用されると更にお得にパスポートがご購入 

いただけます。（上記表参照） 

    ※コーポレートプログラム利用券(500円の補助券)は、ディズニーホテルの宿泊にも利用できます。 

 

 

 

おおきに Net契約施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 通常料金 特別料金  コーポレートプログラム利用券併用 

大人（18歳以上） 7,400 円 6,800円  6,300円 

中人（12～17歳） 6,400 円 5,800円  5,300円 

小人（4～11歳） 4,800 円 4,200円  3,800円 

コーポレート

プログラム利

用券（500 円

券）を併用す

ると･･ 

サンクス・フェスティバルのパスポート購入には、パスポート購入申込書が必要です。 

パスポート購入申込書を同封していますのでご利用ください。【団体番号は互助会までご連絡ください】 

服部緑地乗馬センター 

乗馬に興味がある方必見！無料体験レッスンが受けられます。この無料体験だけでも OK！ 

まずは無料体験レッスンの予約をし、当日同封のチラシをご持参ください。 

無料で体験乗馬レッスン

が受けられます 

●海遊館入館券…おとな 1,600円 (通常 2,300 円)/ 小人(小中学生) 800円(通常 1,200円) / 

幼児(4歳以上) 400円(通常 600円) 【有効期限 / 平成 31年 3月 31日】 

●おゆば入浴券…1枚 600円（通常 平日 750円、土日祝 800円） 【有効期限 / 平成 32年 3月 31日】 

※互助会斡旋の入浴券は平日・土日祝ともにご利用可能な入浴券です。 

●水春入浴券…1枚 600円（通常 平日 750円、土日祝 800 円）【有効期限 / 申込受付日から 1年】 

※互助会斡旋の入浴券は平日・土日祝ともにご利用可能な入浴券です。 

●すみれの湯入浴券…1枚 550円（通常 750円）  【有効期限 / 申込受付日から 1年】 

●フィットネスクラブ コスパ ビジターチケット（16歳以上利用可）…1枚 900円（通常 3,240円） 

                       （年度内 50枚まで）【有効期限 / 申込受付日から 6ヶ月】 

●湯快リゾート宿泊券…1枚 7,000円 【有効期限 / 申込受付日から 1年】（年度内 10枚まで） 

        ※宿泊料金 8,100円分の金券としてご利用いただけます。お釣りは出ません。 

●木下大サーカス自由席入場券…おとな 2,300円（当日 3,300円）、こども 1,500円（当日 2,300円） 

 【開催期間/平成 31年 3月 11日まで・チケット斡旋/平成 31年 1月 31日まで】 

500円の補助券…パスポート購入、ディズニーホテル宿泊に利用できます。（年度内 10枚まで） 

●ナガシマスパーランド及び湯あみの島入場補助   【有効期限 / 平成 31年 2月 28日】 

●東映太秦映画村特別優待券…特別優待券に下記料金を添えてチケット売場にてご購入ください。 

チ ケ ッ ト ・ 割 引 券 ・ 補 助 券 情 報 

 



新規加入事業所をご紹介ください。。。 

 

 

 

 

 
 

公演 
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 

いずみホール特別演奏会 

 
 

公演日 
2019年 3月 5日(火) 

       19:00 開演 / 18:00開場 

 
 

出演者 
指揮：横山 奏   司会：水野 潤子 

演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 

 
 

曲目 
・祝典行進曲  團 伊玖磨 

・星条旗よ永遠なれ  J.P.スーザ    ほか 

 
 

料金  S席 3,000円 （前売 3,500円） 

  締切日 1月 31日（木）16:00 

 

 

 
 

公演 前川きよし・神野美伽 
     ～～スペシャルゲスト  松居直美～～ 

 
 

日時 
2019年 13月 29日(土) 16:00 

2019年 3月 17日(日) 11:30 

 
 

内容 
第一部、新作人情時代劇 

第二部、オンステージ 

  席種・料金 2 階席 4,500円 (通常  6,000円) 

  締切日 1月 18日（金）16:00 

 

 

 
 

公演 三山ひろしコンサート 2019 

 
 

日時 2019年 2月 27日(水)  16:30 

  席種・料金 全席指定 3,900円 (通常  6,000円) 

  締切日 1月 31日（木）16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業所名・会員名・公演名・日時・席種・枚数を電話または FAXで互助会事務局へお申込みください。 

公  演  チ  ケ  ッ  ト  の  ご  案  内 

 

い ず み ホ ー ル 

公益社団法人大阪市音楽団 

 

※座席は全席指定。 

※出演者・曲目等に変更がある場合があります。 

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。 

 

※申込み後のキャンセル、変更はできません 

12 日１日現在加入状況  ★事業所 147 社  ★会員 1,240 人 

新 歌 舞 伎 座 

※申込後のキャンセル、変更はできません 

※未就学児の入場はご遠慮ください 

※座席は「特別優待対象席」になります。 

 ご希望の日程が満席でお取りできない場合

もありますのでご了承ください。 

豊中市立文化芸術センター 

※申込後のキャンセル、変更はできません 

※未就学児の入場はご遠慮ください 

今月同封しているもの 

●東京ディズニーリゾート…コーポレートプログラム「サンクス・フェスティバル」パスポート購入申込書   

●服部緑地乗馬センター…チラシ・パンフレット      ●アフター５プレス 

●日帰りバスツアーご案内/申込書(裏面) 


