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マス釣り体験 事業報告
おおきにｎｅｔ事業

Q1

Ｑ1. ❸茶色　　理 由：読み方を変えると茶色だけ意味が変わります。
　　　　　　　　　  　赤→真っ赤、青→真っ青、茶→真っ茶（抹茶）、黒→真っ黒

①クイズ申し込みの旨  ②クイズの答え  ③お好きな券  ④事業所名  ⑤会員さまご本人の氏名

クイズに正解した方の中から、抽選でお好きなペアチケット ( 華の湯・風の湯・延羽の湯・ＴＯＨＯ
シネマズ・アポロシネマ）もしくはスタバカード（1,000 円分 ) のいずれかを３名の方にプレゼント
します。応募方法は、ハガキ又はＦＡＸ、E-mail で下記の①～⑤事項を記載のうえ当事務局まで
お送りください。（11 月 19 日 ( 金 ) 到着分まで有効）なお、当選者の発表はプレゼントの発送を
もってかえさせていただきます。

太陽が大好きなひまわり畑のひまわりちゃん。
ひまわりちゃんが嫌いなものは次の❶～❸の
うちどれでしょう？ 宝塚歌劇観劇と宝塚ホテルでの食事

おおきにｎｅｔ事業

宝塚月組公演S席の観劇チケットと宝塚大劇場オフィシャルホテルの
宝塚ホテルでのランチがセットになった特別プランです。

■日　　程

■募集人数

■料　　金
（おひとり）

■スケジュール

■場　　所

■申込期間

■申込方法

■そ の 他

令和 4年 1月 9日（日）
宝塚市 宝塚大劇場 及び
宝塚ホテル ビュッフェ＆カフェレストラン「アンサンブル」

※内容は変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

50名（7市全体）

会員・家族
非 会 員
※１組４名まで 
※非会員、家族は会員と同伴のこと

宝塚ホテル ビュッフェ＆カフェレストラン
　　　　　　　　　　　  「アンサンブル」

食事のコース料理（イメージ）11月19日（金）まで
・同封の「宝塚歌劇観劇と宝塚ホテルでの食事 申込書」に必要事項ご記入のうえ、下記の
　担当旅行社へFAXでお申し込みください。旅行社から確認書と請求書が郵送されます。
・当選後のキャンセル、変更はできません。

・現地集合です。
・観劇はS席をご用意しています。
　座席はお選びいただけません。

10,000円
12,700円

　  10：15
（宝塚大劇場)

 11：00
（観 劇） 自由解散　　　  14：30頃～

（宝塚ホテル・レストラン）

申込先担当旅行社：毎日新聞大阪開発㈱　（観光庁長官登録旅行業 704号）
　　　　　　　　　FAX：06-6346-8801　TEL：06-6346-8800　担当：西村　

©宝塚歌劇団

宝塚歌劇月組公演
ミュージカル・キネマ『今夜、ロマンス劇場で』

ジャズ・オマージュ『FULL SWING ！』

原作／映画「今夜、 ロマンス 劇場で」 ⒞ 2018 フジテレビジョン ホリプロ 電通KDDI
脚本・演出／小柳 奈穂子

作・演出／三木 章雄

※応募多数の場合は抽選となります。

施設の新型コロナウイルス感染
防止対策にご協力ください。

宝塚歌劇月組公演
ミュージカル・キネマ『今夜、ロマンス劇場で』

ジャズ・オマージュ『FULL SWING ！』

原作／映画「今夜、 ロマンス 劇場で」 ⒞ 2018 フジテレビジョン ホリプロ 電通KDDI
脚本・演出／小柳 奈穂子

作・演出／三木 章雄

千早川のマス釣り体験へ行ってきました～！天候にも恵まれ大自然の中でゆったりと
した時間を過ごしました♪ご参加いただいたみなさまありがとうございました！！

■前回の答え

第 202 回うぃんぐクイズにご解答
いただきありがとうございました！
毎度、たくさんのご応募をいただき
ワクワクドキドキな思いで抽選して
おりますっ♪今回も皆さまからの
ご応募お待ちしておりま～す★❶スパイダー  ❷スネーク  ❸スコーピオン

風が心地よく清々しい気持ちで
マス釣り開始です～！

マス放流！新鮮なマスが放流
される様子に皆さん釘付け♪

釣れたときのあの感覚…
大人も子どももハマります！ マス「パッシャ～ン！！！」 マス釣り終盤ナナフシ発見！！

自然豊かなのを実感しますね。

夢中で釣りをする姿は見ている
だけでほっこりしますね。

COOKA ウィンターチケットのご案内

「延羽の湯」入浴券 特別斡旋販売のご案内

おうちで食たびセットのご案内

100 枚（お一人様 5 枚までとさせていただきます。）

いつもよりお得に購入できますので、ご入用の方はぜひお買い求めください♪

11 月 1 日（月）～ 11 月 19 日（金）まで

下記❶～❺をご記入のうえ、ＦＡＸまたはメールにてお申し込みください。
❶申込内容　❷事業所名　❸会員名　❹必要枚数　❺当選した際の連絡先

※落選した方へのご連絡はいたしませんのでご了承ください。

おうち時間が多くなった今、おうちで食たびはいかがですか？
地元の食通たちの舌を楽しませてきた「日本料理てら岡」の味をご自宅で！
大変お得な内容となっておりますので、ぜひお申込みください♪

❶おもてなしセット

❷ふぐ至福コース

ご自宅でお手軽に本格日本料理をご堪能
いただけるセットとなっております！

てら岡自慢の逸品をご堪能ください。

■申込方法

【商品内容】
真鯛薄造り（30 ㎝皿 1枚）、真鯛あら（お吸物用）1尾分、
炊込み御飯1セット （ 鰻・さざえ・鯛・鶏・白もつ のいずれか
1 セット）、鉢盛り 2 段、ぽん酢（180 ㏄）、赤卸（50g）

写真はイメージです。

写真はイメージです。

※お皿はプラ皿です。
※商品の特性上、真鯛薄造り以外は冷凍状態で同一梱包での
　お届けとなります。

【商品内容】 
養殖虎ふぐ刺し（180g）、天然しまふぐちり（300g）、
虎ふぐひれ（10枚）、虎ふぐ皮（100g）、ふぐ皮明太子
（100g）、野菜一式、マロニー（30g）、小餅（3 個）、
赤卸（50g）、出汁昆布（1 袋）、ぽん酢（360 ㏄）
※お皿はプラ皿です。
※商品に含まれる野菜はカットしていない状態でのお届けとなります。
※商品の特性上、ふぐちり、虎ふぐ皮、ふぐ皮明太子は冷凍状態でのお届けとなります。

あべのハルカスCOOKAの平日ディナーがお得にご利用いただける前売りチケットを販売いたします！

■利用期間

■販売期間

■購入方法

■販売枚数

■料　　金

2022. 1/4（火）～ 2/28（月）

2021. 11/1（月）～ 11/26（金）

営業時間 17：00 ～ 21：00  〈時間制限なし〉

『COOKAウィンターチケット （大人）』： 50枚　（会員お一人様につき 4枚まで）

互助会事務局窓口にて販売しておりますので、
会員証提示のうえ窓口までお買い求めください。
（羽曳野市役所　本館 2 階　産業振興課内）

※なくなり次第終了とさせていただきます。

■注　　意 ・事前にホテルへご予約ください。ご予約の際には「羽曳野市勤労者互助会 前売りチケット」
  利用の旨、お伝えください。
  【大阪マリオット都ホテル ご予約】　TEL：0120-611-147　携帯の方：06-6628-6187
・期限中にご利用いただけなかった方は、直営店舗 ZK、BAR、LOUNGE、M-Boutique、
  COOKA で 6,500 円金券としてご利用いただけます。（釣銭返金不可）
  【金券利用期間】2022 年 3 月 1 日（火）～ 3月 31 日（木）迄

通常価格 7,800円（税込）　　　斡旋価格 6,000円（税込）

料 金 23,000 円 （ 税込）　　  16,000 円 （ 税込）
通常価格 斡旋価格

料 金 20,000円 （税込）　　 13,500円 （税込）
通常価格 斡旋価格

写真はイメージです。

写真はイメージです。 写真はイメージです。

※時間は状況により変動する場合がございます。
※お料理は閉店時間の 30 分前までご用意しております。
※アルコール提供は 20：30 までとさせていただきます。
※土日祝は+500円（現地払い）でご利用いただけます。〈120分制〉

3～4人前
内 容 量

同封の「おうちで食たびセット 申込書」に必要事項ご記入のうえ、
互助会事務局まで FAX・メール・手渡しにてお申込みください。

※12 月 24 日（金）～ 1 月 3 日（月）はお届けの時間帯指定は承ることができません。
※消費期限が製造より 4 日間と短いため、必ずお受け取りいただける日時をご指定ください。
※ヤマト冷蔵便にてお届けいたします。できるだけお届け日にお召し上がりください。
※商品の性質上、原則として返品は受け付けておりません。

■お届け日
令和 3 年 12 月 24 日（金）～ 令和 4 年 1 月 31 日（月）までの間で
ご希望の日時をご指定ください。

■支払方法

申込締切日：令和 3年 11月 22日（月）必着

・申込締切日以降に名鉄観光サービス株式会社から振込用紙が送付されますので、到着後
　1 週間以内にお支払いください。（手数料はかかりません。）

送料込み 消費期限 ： 4 日

2～3人前
内 容 量

送料込み 消費期限 ： 4 日

※申込多数の場合は抽選と
　させていただきます。

・お支払いの確認が取れましたら、お届け希望日に併せて日本料理てら岡より商品が発送されます。
※お支払いが振込期限日より遅れますと、商品のお届けに遅れ、またはお届けができなくなる
　場合がございます。

斡 旋 個 数
各 30セット

■申込期間

■申 込  先

■申込方法

■斡旋枚数

■料　　金

■注　　意

※申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※当選者には 11 月 30 日（火）までにメールまたはお電話にてお知らせします。

【互助会事務局】　FAX：072-950-2055　E メール：gojokai@gc5.so-net.ne.jp

『延羽の湯（中学生以上）  入浴券』

※メールアドレスにてお申し込みいただきました方へは、お申し込みいただいたメール
　アドレスへ当選のご連絡をさせていただきます。
※状況により営業時間等が変更になる場合がございますので、当日の状況については
　直接施設へお問い合わせいただくか公式ホームページにてご確認ください。

通常価格
500 円
特別斡旋価格

870 円 （税込）（税込）

♨


