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パナソニックスタジアム吹田 

※の試合はＹＢＣルヴァンカップです 

●座 席   カテゴリー２ 下層 バック Ｃ９ブロック 1列 9番・10番 

       カテゴリー２ 下層 バック Ｃ１５ブロック 2列 7 番・8番 

●斡旋料金  2枚１組 5,000 円 ＜2枚 1組での斡旋です＞ 

 

 

サ ッ カ ー チ ケ ッ ト 申 込 書    【締切日 3月 15日(金)】 

 

事業所名              ＦＡＸ№        

会員名 試合日 対戦チーム 

  月 19日(土)  

 8月 19日(土)  

 8月 19日(土)  

 8月 19日(土)  

 8月 19日(土)  

 

日時 対戦チーム 日時 対戦チーム 

13月 30日(土)  17:00 ヴィッセル神戸 4月 14日(日)  16:00 浦和レッズ 

14月 20日(土)  16:00 大分トリニータ ※4月 24日(水)  19:00 ジュビロ磐田 

 5月 14日(土祝) 16:00 ＦＣ東京 ※5月  8日(水) 19:00 清水エスパルス 

 5月 18日(土)  19:00 セレッソ大阪  6月 1日(土)  19:00 鹿島アントラーズ 

 6月 22日(土) 19:00 湘南ベルマーレ  7月 13日(土)  19:00 清水エスパルス 

 8月 10日(土)  19:00 サンフレッチェ広島  8月 18日(日)  19:00 ジュビロ磐田 

●申込方法  ひとり 1試合・1 組のみの申込みとさせていただきます。 

事業所名・会員名・日時・対戦チームをご記入のうえ、ＦＡＸで互助会事務局までお申込み

ください。 

       ※サッカーチケットは毎回抽選となっておりますので、ご了承の上お申込みください。 

●申込締切日 3 月 15 日(金) 16:00 ※Ｃ９ブロック、Ｃ１５ブロックどちらかでの当選となります。 

締切り後抽選とさせていただき、当選者へご連絡いたします。 

【くらしかん FAX№ 06-6858-5095 】 



新規加入事業所をご紹介ください。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公演 
新歌舞伎座開場 60 周年記念 

水島かおり特別公演 

 
 

日時 
2019年 15月  5日(日) 16:00 

2019 年 5月 11日(土) 11:00 

 

 

内容 
第一部、東京そば屋人情物語 にぃねえちゃん！ 

第二部、水森かおりコンサート in新歌舞伎座 

  席種・料金 2 階席 5,000円 (通常  6,000円) 

 
 

出演者 
 加藤茶、仲本工事、大信田礼子、椎名佐千子、 

 岩佐美咲、はやぶさ ほか 

  締切日 3月 15日（金）16:00 

 

 

 

 

公演 
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 

第 124回定期演奏会 

 
 

公演日 
2019年 4月 27 日(土) 

14:00 開演 (13:00 開場) 

 

 

出演者 
指揮・作曲：ヨハン・デメイ 

ソプラノ：星野尚子 

吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 

 

 

曲目 
【プログラム】オール・デメイ・プログラム 

 ・ウインド・パワー ・交響曲第 2番「ビッグ・アップル」 

 ・交響曲第 5番（日本初演) 

 
 

料金 
  S 席  4,500円 （前売 5,000 円） 

  A 席   3,600 円 （前売 4,000 円） 

  締切日 3月 25日（月）16:00 

 

会員募集中！！ 

互助会事業は会員の皆様に支えられています。より一層の事業の充実をはかるため、会員数の拡大に努めています。

会員の皆様のお知り合いでまだ互助会に加入されていない事業所がございましたら、ぜひご紹介ください。 

事務局職員がご説明にお伺いします。 

（ご紹介していただいた事業所様がご入会されますと、薄謝を進呈させていただきます。） 

 

 

 2 日１日現在加入状況  ★事業所 148 社  ★会員 1,246 人 

※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 

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。 

※掲載内容変更の際はご了承ください。 

 

ザ・シンフォニーホール 

公益社団法人大阪市音楽団 

 

※座席は指定席。 

※やむを得ぬ事情により、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。 

 

※締切後のキャンセル、変更はできません 
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 ●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」 

   東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを 1日利用できるパスポートを特別価格で販売します。 

  【第 1回】2019年 9月実施予定   【第 2 回】2020年 1 月～3 月期実施予定 

 ●「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」スペシャルプラン 

   ホテル宿泊とパークチケット、時間指定のないファストパス・チケット、ショー鑑賞券など様々なコン 

テンツがついたオフィシャルな宿泊プランです 

  【宿泊開始】2019年 4月 11 日～  【予約開始】2019年 4月 1 日～※希望日 6ヶ月前からの予約が可能 

 ●「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引 

   バリュータイプのディズニーホテルです。客室料金 10％割引のプランをご提供します。 

  【宿泊開始】2019年 4月 2日～  【予約開始】2019年 4月 1日～※希望日 5ヶ月前からの予約が可能 

 ●「プレゼントキャンペーン」 

   コーポレートプログラム利用券を使ってパークチケットをご購入の上、対象期間中にご来園・ご応募された 

   方に抽選で素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施します。 

  【実施期間】2019年 4月 8日 ～ 7月 12日  【対象パーク】東京ディズニーランド/東京ディズニーシー 

 

     ～～～～ 上記についてのお問い合わせは、互助会事務局までご連絡ください ～～～～ 

 

 

 

●おおきにＮet割引施設からお知らせ 

    ＊服部緑地乗馬センター 

    乗馬体験実施中です。無料優待券(2019 年 3月 31 日まで有効)を同封していますのでご利用ください。 

    レッスン料は無料ですが、レンタル装具代・保険料(合計 1,820 円)は別途必要ですのでご了承の上ご予約 

    ください。 

●おおきにＮet割引施設・契約解除のお知らせ 

＊ＣＯＣＯ塾ジュニア 

     2019年 3月 31日をもちまして契約解除となりますのでお知らせします。 

●ナガシマスパーランド料金改定のお知らせ 

2019 年 3 月 1 日よりチケットの一部料金が改定され、それに伴い入場補助券料金も下記のとおり変更とな

ります。 

   ●パスポート料金が下記のとおり改定となりました 

 互助会会員利用料金 一般料金 

パスポート料金（大人） 4,000 円 5,000 円 → 5,200円 

パスポート料金（小学生） 3,000 円 3,900 円 → 4,000 円 

パスポート料金（2 歳以上） 1,800 円 2,300 円 → 2,400 円 

    【チケット有効期限 / 2020 年 2月 28日】 
 



●異動・変更届はなるべく早くに提出してください 

  従業員の入社・退職に伴う互助会入退会についての報告は、「入会…異動・変更届＋入会申込書(浅黄色)」 

「退会…異動・変更届」を記入し、なるべく早く互助会事務局までお送りください。 

今月は名簿を同封していますのでご確認ください。 

 

●給付金請求・健康管理補助金請求等の受付について 

  給付金請求書、健康管理補助金請求書等の今年度の振込みは、3月 22日（金）の受付分までとさせていただ 

きます。 

給付金請求の受付期間は事由発生日から 2 年までに受付したものが有効です。給付金請求のお忘れがないよ 

うご確認ください。 

人間ドックの健康診断を受診されてまだ健康管理補助金を請求されていない方、請求は年度内 1 回です。 

請求のお忘れにご注意ください！！ 

●入学祝金給付金について 

  小学校・中学校・高校の入学祝金請求書は、「互助会ニュース 4月・№383」に同封します。 

該当者の皆さまはしばらくお待ちください。入学祝金の振込みは 4月末から順次行います。 

※入学祝金は、平成 31年(2019 年)4月 1日に互助会会員である方が対象です。 

※高校入学祝金のみ学生証(入学者名・学校長印必要、コピー可)または在学証明書の確認書類が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 / 2019年 9月 30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 / 2020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） 

【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】 

        ※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。 

●東京ディズニーリゾート…コーポレートプログラム利用券 【有効期限/2019年 3月 31日】 

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） 

※2019年度（2019年 4月 1 日～2020年 3 月 31日）の利用券は 3月下旬以降にお渡しできますのでご希望の方

は互助会事務局までご連絡ください。 

●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。 

    大人…1,800円（通常 2,200 円）、中・高校生…1,000 円（通常 1,300円）、 

こども(3歳以上）…900円（通常 1,000円） 【有効期限 / 平成 30年 3月 31日】 

●神戸市立六甲山牧場割引券【期限 / 平成 30年 3月 31日】 

  大人…450 円（通常 500 円）、小人…180 円（通常 200円） 

●神戸市立須磨・平磯海づり公園基本釣り料割引券【期限 / 平成 30年 3月 31日】 

  ＜須磨＞大人…1,050 円（通常 1,200円）、小人…600 円（通常 700円) 

  ＜平磯＞大人… 900円（通常 1,000円）、小人…500 円（通常 600円） 

  ※基本釣り料＋貸竿セットの割引券もあります！ 

 

チ ケ ッ ト ・ 割 引 券 ・ 補 助 券 情 報 

 

今月同封しているもの      
●大阪市音楽団 … 第 124 回定期演奏会チラシ       ●アフター５プレス   

●服部緑地乗馬センター … 体験レッスン無料優待券    ●中納言 … 歓送迎会プラン 

●互助会会員名簿、異動変更届 

 


