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明けまして、おめでとうございます。会員ならびにご家族の皆様には、お健やかに 

新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。 

また、日頃より、当サービスセンターの運営に、多大なるご理解、ご協力を賜って 

おりますことに、厚くお礼申し上げます。 

この数年は、社会の状況を見ながら事業をすすめておりますが、本年も、会員の皆 

様が毎日を明るく元気に働けるよう、魅力ある福利厚生事業の充実に努めて参ります 

ので、今後とも、ご支援ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

この新しき年が良き一年となりますよう、皆様の事業のご隆盛と、皆様のご健勝並 

びにご多幸を心よりお祈り申し上げます。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

  祝・桐竹勘十郎師 人間国宝認定 

人形浄瑠璃 文楽 「義経千本桜」 
 

人間国宝・桐竹勘十郎師を迎え、文楽・歌舞伎を代表する名作中の名作を上演します。 

桜満開の舞台で一足先に春をご堪能ください。 
 

出演：竹本綴太夫、豊竹呂勢太夫、鶴澤清介、竹澤宗助、桐竹勘十郎、吉田勘彌 ほか 

演目：「義経千本桜」四段目 「道行初音旅」 「河連法眼館の段」 
 

公演日時   ３月６日（日）  開演 １６：００  （開場 １５：１５） 

会   場   フェニーチェ堺 大ホール 
斡旋料金   全席指定  ４,５００円 （一般料金 ５,５００円） 

斡旋枚数   ２０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込期間   １月２８日（金）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

□就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。 

 

ラーク 
ニュース 

 

ラ－ク（ＬＡＲＫ） 楽しみのある会 

楽を片仮名にして親しく呼んでもらえる互助会の愛称です。 
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謹んで 
 

新春のお慶びを申し上げます 
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イスラエル博物館所蔵 

印象派・光の系譜－モネ、ルノワール、ゴッホ、ゴーガン 

出品作のおよそ８割が日本初公開！ 

イスラエル博物館所蔵の珠玉の印象派コレクション約７０点を展示します。 
 

開催期間   １月２８日（金） ～ ４月３日（日） 

会   場   あべのハルカス美術館 （あべのハルカス１６階） 

開場時間   火 ～ 金      １０：００ ～ ２０：００ 

月・土・日・祝   １０：００ ～ １８：００ 

斡旋料金   一 般   １,３００円 （当日料金 １,９００円） 

大高生     ７００円 （当日料金 １,１００円） 

中小生     ２５０円 （当日料金   ５００円） 
斡旋枚数   ４０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込期間   １月２７日（木）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

□休館日：1/31、2/7 □障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンターで購入され

たご本人と付き添いの方１名まで当日料金の半額 □新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

開催内容の変更や入場制限等を行う場合があります。最新の情報は美術館公式ホームページ

をご確認ください。 
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特別展 国宝 聖林寺十一面観音 
―三輪山信仰のみほとけ 
日本彫刻の最高傑作、２４年ぶりに奈良博で公開 

 

開催期間  ２月５日（土） ～ ３月２７日（日） 

会   場  奈良国立博物館 東新館 （奈良公園内） 

開館時間  ９：３０ ～ １７：００ （土曜日は１９：００まで） 
                （入館は閉館の３０分前まで） 

斡旋料金  一 般   ９００円 （当日料金 １,４００円） 

高大生   ６００円 （当日料金 １,０００円） 

小中生   ２５０円 （当日料金   ５００円） 
斡旋枚数   ４０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込期間   ２月４日（金）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□休館日：2/7（月）、2/21（月）、2/28（月）、3/22（火） 

□障がい者手帳等をお持ちの方（介護者１名を含む）は無料（要証明） 

□本展鑑賞券で、同日に限り、名品展（なら仏像館・青銅器館）もご覧になれます。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

 小林美術館 
 

 冬季特別展 

日本絵画の２００年－江戸から明治へ－ 

開催期間   ３月１３日（日）まで 

開館時間   １０：００ ～ １７：００ （入館受付は １６：３０ まで）  

斡旋料金   一  般   ５００円 (通常料金 １,０００円) 

高大生   ３５０円 (通常料金   ６００円) 

小中生   １５０円 (通常料金   ３００円) 

斡旋枚数   ２０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込方法   事務局までご連絡ください。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

□休館日：月曜日（但し祝日の場合は開館し、翌平日休館)、 12/29（水）～1/3（月） 

 

（入館は閉館の 

３０分前まで） 

 

 



手嶌葵 

15th Anniversary Concert 

～Simple is best～ 
 

 

公演日時   ３月５日（土）  開演 １５：００  （開場 １４：１５） 

会   場   すばるホール ２F ホール 
斡旋料金   全席指定 ５,０００円 （一般料金 ６,０００円） 

斡旋枚数   １０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込期間   １月２８日（金）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

□就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

QUO カード 特別斡旋！ 
 

 

 

 

 

 

 
 

斡旋料金  ２,６００円 （一般料金 ３,０００円） 

斡旋枚数  ５０枚 （会員一人につき ２枚 までとさせていただきます。） 

申込方法  事務局までご連絡ください。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

日本製マスク 特別斡旋！ 
 

 

 

斡旋商品   ① サージカルマスク スマートタイプ （普通サイズ） 大王製紙社製 

② ハイパーブロックムレ爽快マスク （普通サイズ） 大王製紙社製 

          〈②の特長〉 口元ワイヤーによる空間構造で、息がこもりにくくムレにくい商品です。 

  ①②ともに １０枚単位でビニール袋に入っています。 
 

 

斡旋料金   ① １箱 ５０枚入 １,０００円 

② １箱 ３０枚入 １,０００円 
 

 

斡旋個数   各５０箱 （会員一人につき、各４箱までとさせていただきます。） 
 

申込期間   １月２０日（木）まで受付します。 斡旋個数になり次第締め切ります。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 
 

就学祝金申請のご案内 
令和４年４月に小学校・中学校へ入学される子どもさんがいらっしゃる会員の方は、 

就学祝金（壱万円）の申請をしていただくことができます。申請の際は、添付書類として、 

就学（入学）通知書か住民票のコピーをつけてください。 
（添付書類には、会員名（保護者名）と子どもさんの名の両方が必要です。また、保護者名が 

会員名でない場合は、それぞれの健康保険証のコピーなど、同一世帯とわかる証明書を添付 

してください。）  ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

①サージカルマスクスマートタイプ 

 
②ハイパーブロックムレ爽快マスク 

 

コンビニエンスストア、書店、ドラッグストア、ファミレスなどで 

利用できる全国共通の商品券です。 

利用できるお店は全国約６０,０００点！ 詳しくはホームページで。 

https://www.quocard.com/member/  

日本製マスクのお渡しは、２月中旬の予定です。 

https://www.quocard.com/member/


* 優待チケットをニュースに同封しておりますのでご確認ください * 

 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

大阪マリオット都ホテル 

   COOKA ウインターチケット 
 

有効期限  １月４日（火） ～ ２月２８日（月） まで  
*有効期限を過ぎると利用いただけなくなります。ご注意ください。 

*必ず事前にご予約ください。 レストラン予約 ０１２０-６１１-１４７  

携帯電話からは ０６-６６２８-６１８７ （受付時間１０：００～１８：００） 

場   所   大阪マリオット都ホテル 「COOKA」 （あべのハルカス１９階） 
時   間   １７：００ ～ ２０：００  （状況により変動します） 

斡旋料金   平日 ６,０００円  (平日通常料金 ７,８００円) 

(土・日・祝日は プラス５００円で利用可能です。 土日祝日通常料金 ８,４００円) 

斡旋枚数   ５０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込方法   事務局までご連絡ください。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

お忘れではございませんか？ 
令和３年の慶弔給付金対象の方 

 

令和３年中の給付金を請求できる資格のある会員は下記のとおりです。 

なお、給付金を受ける権利は事由発生から１年で消滅しますので、速やかに手続きをお願いします。 

請求書については、事務局までご連絡いただくか、ホームページからダウンロードしてください。 

 

結婚祝金  子の出生祝金  傷病休業見舞金（休業１４日以上６０日未満） 

重度障害見舞金  死亡弔慰金  勤続祝金 

 

給 付 種 類 対 象 に な る 会 員 

小学校入学祝金 平成２６年４月２日 ～ 平成２７年４月１日生まれの子をお持ちの会員 

中学校入学祝金 平成２０年４月２日 ～ 平成２１年４月１日生まれの子をお持ちの会員 

結婚記念祝金（２５年） 平成  ８年１月 ～ 平成  ８年１２月に結婚された会員 

結婚記念祝金（３５年） 昭和６１年１月 ～ 昭和６１年１２月に結婚された会員 

結婚記念祝金（５０年） 昭和４６年１月 ～ 昭和４６年１２月に結婚された会員 

  

その他の給付種類 

 


