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阪神甲子園球場 ＜ライト外野指定席(定価 1枚 2,200円)＞ 

●斡旋料金  ライト外野指定席 … 2枚１組 3,500 円 ＜2 枚 1組での斡旋です＞ 

●斡旋枚数  4/20.21.30、5/1.2.3.4.5.11.12 … 4枚＜2枚 1組×2組＞ 

       5/18.19 … 2枚＜2枚 1組×1組＞ 

阪神甲子園球場 ＜アイビーシート(定価 1枚 4,800円)＞ 

●斡旋料金  アイビーシート … 2枚１組 8,000円 ＜2枚 1 組での斡旋です＞ 

●斡旋枚数  全試合 … 2枚＜2枚 1組×1組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

野  球 チ ケ ッ ト 申 込 み 

事業所名                     

会員名 日時 席種 対戦チーム 

   月   日（ ） 外野指定席・アイビーシート  

   月   日（ ） 外野指定席・アイビーシート  

   月   日（ ） 外野指定席・アイビーシート  

   月   日（ ） 外野指定席・アイビーシート  

   月   日（ ） 外野指定席・アイビーシート  

           【FAX 06-6858-5095】    ※席種は○で囲んでください 

日時 対戦チーム 日時 対戦チーム 

4月 20日(土) 14:00 読売ジャイアンツ 14月 21日(日) 14:00 読売ジャイアンツ 

54月 30日(火) 18:00 広島東洋カープ 15月 21日(水) 14:00 広島東洋カープ 

15月 22日(木) 14:00 広島東洋カープ 15月 23日(金) 14:00 横浜 DeNA ベイスターズ 

5月 14日(土) 14:00 横浜 DeNAベイスターズ 5月 15日(日) 14:00 横浜 DeNA ベイスターズ 

5月 11日(土) 14:00 中日ドラゴンズ 5月 12日(日) 14:00 中日ドラゴンズ 

5月 18日(土) 14:00 広島東洋カープ 5月 19日(日) 14:00 広島東洋カープ 

日時 対戦チーム 日時 対戦チーム 

14月 20日(土) 14:00 読売ジャイアンツ  4月 21日(日）14:00 読売ジャイアンツ 

 5月 18日(土) 14:00 広島東洋カープ  5月 19日(日) 14:00 広島東洋カープ 

●申込締切日● 4月の試合 … 4月 12日(金)  5月の試合 … 4月 17日(水) 

●申込方法●  ひとり 2 試合までお申込みいただけます。 
事業所名・会員名・日時・席種・対戦チームをご記入のうえ、ＦＡＸでお申込みください 

締切後抽選とさせていただき、当選者へご連絡いたします。    【06-6858-5095】 
（落選された場合はご連絡いたしませんのでご了承ください） 



 

 

●おおきにＮet割引施設からお知らせ 

    ＊ひょうご憩の宿グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※宿泊時は、宿泊補助金がご利用いただけます 

●インフルエンザ予防接種補助金新設について 

  今年度より「インフルエンザ予防接種補助金」が新設されました。 

  インフルエンザ予防接種を受けられた会員を対象とし、ひとり 500円を補助します。 

  インフルエンザ予防接種と明記の領収書(会員名)を補助金請求書に添付し、互助会事務局へご請求くだ

さい。補助金は年度内 1回請求していただけます。 

  ※平成 31年度 4 月 1日以降に受けられたものから対象となります。 

●入学祝金の請求について 

今年度『入学祝金』給付金が該当される会員の皆さまに給付金請求書を同封しています。 

  小・中学校入学祝金請求には証明書は必要ありませんが、高校入学祝金請求には証明書が必要です。 

在学証明書または学生証(学校長の印必要)《どちらもコピー可》のいずれかを添付してご請求ください。  

  平成 31 年(2019年)４月１日現在で会員資格を有する方が対象です。 

該当される方で請求書が届かない方はご連絡ください。   

※入学祝金のお支払いは 5月初旬から順次行いますのでしばらくお待ちください。 

●会費について 

4月は平成 31年度上半期分会費の請求月です。 

会費請求書及び振込用紙、会員名簿は 4月初旬別便でお届けします。 

会員数、会費金額をご確認のうえ銀行振込みまたは互助会窓口にて、4 月末までにお支払いいただきま

すようお願いいたします。 

   会員の異動等で変更があり名簿と異なる場合は、「異動変更届」（入会の場合は入会申込書も必要）をご

提出ください。その場合、会費も金額が異なりますのでお支払いをお待ちいただき、金額修正した会費

請求書及び振込用紙が届きましたらその振込用紙にてお支払いいただきますようお願いいたします。 

●2019年度互助会ガイドブックについて 

   今年度ガイドブックはただいま作成中です。5月発送の予定ですのでもうしばらくお待ちください。 

●各種請求書の変更について 

   給付金請求書・健康管理補助金請求書(健康診断)・宿泊補助金請求書が変更になり、健康管理補助金請

求書(インフルエンザ予防接種)が新設となりましたので、各請求書を同封します。 

   4月以降の請求時には、新しい請求書をご利用ください。 
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公演 
新歌舞伎座開場 60 周年記念 

松平健 川中美幸特別公演 中村玉緒特別出演 

 
 

日時 
2019年 16月  8日(土) 11:00 

2019 年 6月 23日(日) 16:00 

 

 

内容 
第一部、いくじなし 平岩弓枝/作 石井ふく子/演出 

第二部、スペシャルショー 

  席種・料金 2 階席 5,000円 (通常  6,000円) 

 
 

出演者 中田喜子、鷲尾真知子、室龍太(関西ジャニーズ Jr.)他 

  締切日 4月 19日（金）16:00 

 

 

 
 

公演 ＴＨＥ 舶来寄席 2019 

  

公演日程 
2019年 5月 31 日(金) ～6月 23日(日) 

  開演/平日 19:00 土日 19:30 ※全 21回公演 

  公演時間/120分（休憩有り）※月曜日休演 

 

 

出演者 

吉本新喜劇、ワールドバラエティアクト 6組 

MC：若手漫才師 

（アインシュタイン、衹園、トットなど） 

 
 

料金   一般  4,000 円 （前売 4,700 円） 
※学生料金(大学・専門学校以下)も 3,000円で取り扱い有り 

  

利用方法 

 このチケットは予約引換券です。 

 希望公演日の前日までに電話で予約していただき、

当日、入場券と引き換えてご入場ください。 
 ※予約せずに有効期限を過ぎた場合は、無効となり払い 

戻しはできません 

  締切日 4月 30日（火）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 

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。 

 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。 

 

なんばグランド花月 

㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー 

※締切後のキャンセル、変更はできません             ※当日の出演者は HPをご覧ください 

※5歳以上もしくは 110㎝以上のお子様は座席が必要です   ※飲食可 

    

※イメージです 

「舶来寄席オリジナル新喜劇」に 

      茂造が登場！ 



新規加入事業所をご紹介ください。。。 

 
 

公演 鼓童 【道】 

 
 

日時 
2019年 16月 22日(土) 17:00 

2019 年 6月 23日(日) 14:00 

  料金 一般  6,000 円 （前売 6,500 円） 

  締切日 4月 19日（金）16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガンバ大阪ホームゲームチケット（パナソニックスタジアム吹田）あります！ 

 5月 8日(水) 19:00 vs清水エスパルス … YBCルヴァンカップ・2枚 1組 × 1 組 

座席はカテゴリー2 下層バック C15ブロック 2列 7番 8番、斡旋料金/1組 5,000 円 

※互助会ニュース№382で斡旋したチケットです。申込みがありませんでしたので再度募集します。 

     4月 4日(木)9:10 受付開始。電話でのお申込みで先着順とします。（互助会担当をお呼び出し下さい） 

 

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。） 

森ノ宮ピロティホール 

※全席指定、各公演 4枚ご用意しています 

※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 

大阪まいしま シーサイドパーク  ネモフィラ祭りが開催されます（4/13(土)～5/6(月)） 

      パンフレット・割引券を同封していますのでご利用ください 

 

スポーツクラブ ルネサンス キャンペーンのお知らせ 

キャンペーンの期間中、お得にご入会いただけます。チラシを同封していますのでご覧ください。 

3 日１日現在加入状況  ★事業所 147 社  ★会員 1,241 人 

今月同封しているもの      
●ネモフィラ祭り … パンフレット・割引券      ●スポーツクラブルネサンス … チラシ     

●各種請求書(4月以降のご請求にご利用ください)   ●アフター５プレス 

 


