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豊中市中小企業勤労者互助会 

互助会ニュ―ス 

事務局/豊中市市民協働部くらし支援課 

豊中市北桜塚２－２－１ 
（生活情報センターくらしかん内） 

TEL.06-6858-6863  FAX.06-6858-5095 

 

 

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  6/8.9.22.23、7/20、9/21. … 4枚＜2枚 1組×2組＞ 

       7/6.7.21、9/22 … 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  

   月   日（ ） 外野指定席・アイビーシート  

                           ※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 

6月 28日(土) 14:00  北海道日本ハムファイターズ 16月 29日(日) 14:00  北海道日本ハムファイターズ 

56月 22日(土) 14:00 埼玉西武ライオンズ 16月 23日(日) 14:00 埼玉西武ライオンズ 

17月 26日(土) 18:00 広島東洋カープ 17月 27日(日) 18:00 広島東洋カープ 

7月 20日(土) 18:00 東京ヤクルトスワローズ 7月 21日(日) 18:00 東京ヤクルトスワローズ 

9月 21日(土) 14:00 広島東洋カープ 9月 22日(日) 18:00 横浜 DeNAベイスターズ 

日時 対戦チーム 日時 対戦チーム 

7月 26日(土) 18:00 広島東洋カープ  7月 27日(日）18:00 広島東洋カープ 

●申込締切日●  5月 22 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 
申込み多数の場合は抽選とさせていただき、当選者へご連絡いたします。 
（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） 

【FAX 06-6858-5095】 



大阪府内 16 市と奈良市の共催イベント！ 

 

                                                         主催：フィッシングマックス 

 

  【開催日時】  6月 23日(日) 6:30～10:30 (受付開始 6:15/表彰式 10:00 予定)  

  【場所】    岸和田一文字 (岸和田市臨海町 24番地) ※現地集合・現地解散 

           大阪臨海線「新港町」の交差点を海側へ曲がる 

           ※詳しくは岸和田渡船のＨＰをご覧ください（http://kishiwadatosen.com/） 

  【定員】    10名（豊中市）〔全体定員 300名〕※最少催行人数 100名 

  【コース/参加費】＊竿はひとり 1本です 

コース 参加費 料金に含まれるもの 

Ａ 
足元サビキコース 
初心者やお子様にオススメの釣りの入門編。足元

に落とすだけで、アジ・イワシ・サバが釣れます。 

男性(高校生以上)…3,000円(通常 5,170円) 

女性・中学生…2,300 円(通常 4,370円) 

小学生…1,500 円(通常 3,570円) 

渡船料・保険代・エサ・釣

り具セット(竿・リール/糸

付き・仕掛け/3枚・プラか

ご/2個・その他) 

Ｂ 
飛ばしウキサビキコース 
釣りに少し慣れた方はチャレンジしてみては…。 

少し沖目を狙えばサイズアップが可能です。 

男性(高校生以上)…4,200円(通常 6,200円) 

女性・中学生…3,400 円(通常 5,400円) 

小学生…2,600 円(通常 4,600円) 

渡船料・保険代・エサ・釣

り具セット(竿・リール/糸

付き・サビキ・ウキ・仕掛

けセット等) 

Ｃ 
仕掛け・エサコース 
釣り具セットをお持ちの方は、こちらのコースで

お申込みください。 

男性(高校生以上)…1,500円(通常 2,970円) 

女性・中学生…1,000 円(通常 2,170円) 

小学生…500円(通常 1,370円) 

渡船料・保険代 

Ｄ 見学 100 円 渡船料・保険代 

  

  ※開催場所には柵が無いため、幼児の参加はできません   ※参加対象は会員と家族です 

      ※ライフジャケットは必ず着用してください（無料レンタル有り） 

      ※クーラーボックス・氷は各自でお持ちください      ※追加のエサ・仕掛け等は現地でも購入できます 

      ※付近に軽食等の販売店舗はありません（昼食が必要な方はご持参ください） 

      ※トイレは停船している船のトイレをご利用ください 

            ※釣り大会当日は豊中市中小企業勤労者互助会の会員証が必要です 

 

【競技方法】   全参加者を対象に、カゴによる総重量で審査します 

【申込方法】   下記の申込書にご記入いただき、互助会事務局へ FAXしてください 

【申込締切日】  5月 22日(水) 16:00 

           ※締切日までのキャンセル・変更は可能ですが、締切日以降に連絡があった場合キャンセル・変更 

・参加費返金はできませんのでご了承ください。 

 

 

 

           

事業所名                   

 

 

参加者氏名（年齢） 区分 参加コース 連絡先(携帯電話) 
ライフジャケット 

(無料貸与) 

          （  歳） 会員・家族 A・B・C・D  必要 ・ 不要  

          （  歳） 会員・家族 A・B・C・D  必要 ・ 不要  

          （  歳） 会員・家族 A・B・C・D  必要 ・ 不要  

          （  歳） 会員・家族 A・B・C・D  必要 ・ 不要  

※ライフジャケットは必ずご着用ください 

【FAX 06-6858-5095】 

釣 り 大 会 参 加 申 込 書 
 



新規加入事業所をご紹介ください。。。 
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豊中市中小企業勤労者互助会 

互助会ニュ―ス 

事務局/豊中市市民協働部くらし支援課 

豊中市北桜塚２－２－１ 
（生活情報センターくらしかん内） 

TEL.06-6858-6863  FAX.06-6858-5095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公演 
新歌舞伎座開場 60 周年記念 

市川由紀乃 特別公演 

 
 

日時 
2019年 17月  6日(土) 16:00 

2019年 7月 14日(日) 12:00 

 

 

内容 

第一部、島倉千代子七回忌 追善  

人生いろいろ ～島倉千代子物語～ 

第二部、市川由紀乃 オンステージ 

  席種・料金 2 階席 4,000円  (一般価格  6,000円) 

  締切日 5月 22日（水）16:00 

 

 

 

 

公演 
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 

第 125回定期演奏会 

 
 

公演日 
2019年 6月 23 日(日) 

14:00 開演 (13:00 開場) 

 
 

出演者 
指揮：秋山和慶 

ソプラノ：古瀬まきを 

吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 

 

 

曲目 
 ・渡辺浦人：交響組曲「野人」 

 ・團伊玖磨：プラスオーケストラのための行列幻想 

 ・J.バーンズ：交響曲第 9番(日本初演) 

 
 

料金 
  S 席  4,500円  （通常 5,000円） 

  A 席   3,600円  （通常 4,000円） 

  締切日 5月 31日（金）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。 

 

ザ・シンフォニーホール 

公益社団法人大阪市音楽団 

 

※全席指定 

※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。 

今月同封しているもの 

●アフター５プレス 

    ●㈱プレス(おおきに net契約事業所)…エアコンクリーニングキャンペーン 

4 日１日現在加入状況  ★事業所 148 社  ★会員 1,242 人 



 

 

公演 
華麗なるクラシックバレエ・ハイライト 

～ロシア 4大バレエ劇場の競演～ 

 
 

公演日 
2019年 7月 27 日(土) 

       ①14:00開演 / ②17:30開演 

 
 

出演予定 
オクサーナ・ボンダレワ、アナスタシア・ゴリャチェワ 

セルゲイ・マヌイロフ、ミハイル・ヴェンシコフ ほか 

 

 

プログラム 

「レ・シルフィード」(全 1幕) 

「くるみ割り人形」より、「白鳥の湖」より 

「ドン・キホーテ」より ほか 

  料金  全席指定 6,000 円 （一般価格 7,000円） 

  締切日 5月 31日（金）16:00 

 

 

 

 

公演 

キエフ・クラシック・バレエ 

チャイコフスキー夢の 3大バレエ 
～名場面集～ 

 
 

公演日 
2019年 8月 2日(金) 

       ①12:30開演 / ②15:30開演 

 
 

出演者 キエフ・クラシック・バレエ 

 

 

プログラム 

チャイコフスキー作曲 

「くるみ割り人形」「白鳥の湖」 

「眠れる森の美女」より名場面集 

 
 

料金  全席指定 3,780 円 （通常 4,500円） 

  締切日 5月 31日（金）16:00 

 

 

 

●2019年度の互助会事務局職員体制 

事務局長 宮城 節子（市民協働部参事兼くらし支援課課長） 

事務局次長 村井 正太（市民協働部くらし支援課管理調整係係長） 

事務局員 小倉 規子、木場 亮輔、 松本 雅美 

担当 若松 まゆみ 

         よろしくお願いいたします 

●2019年度互助会ガイドブックについて 

   5月中旬頃皆さまにお送りする予定です。大変遅くなり申し訳ありません。 

●2019年度予算について 

 豊中市中小企業勤労者互助会・2018年度第 2回理事会が 3月 25日（月）に開催され、2019年度の互助会

事業計画並びに予算などが原案通り承認されました。 

内容につきましては次号でご報告いたします。 

 

※毎年ご好評いただいています「ジェフグルメカード」のあっせんは、№385.6月号でご案内予定です 

大阪国際会議場 
（グランキューブ大阪） 

メインホール 

otonowa 
 

※全席指定/税込料金。 

※3歳以下入場不可。4歳以上有料。 

※演奏は特別録音音源を使用。 

※公演予定時間：約 1時間 30分(休憩含む) 

※申込み後のキャンセル、変更はできません 

ＮＨＫ大阪ホール 

光藍社 
 

※全席指定。 

※3歳以下入場不可。 

※演奏は特別録音音源を使用。 

※演目、出演者は変更の場合があります。 

※申込み後のキャンセル、変更はできません 


