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飲み放題＆食べ放題 （一部除外商品があります）

近鉄百貨店(上本町店) 大好評！開催中！
◇利用期間 ８月３１日(水)まで

平 日 １７：００～２２：００（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 21:30）

土・日・祝日 １６：３０～２１：３０（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 21:00）

※百貨店休業日・8/3（水）と天候不良日はご利用出来ません。

予約をお勧めします。（満席等の場合、お席がご用意出来ない場合があります）

電話 0120-117-622（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）／近鉄上本町店 06-6775-1111（大代表）

◇料 金 男 性 ２,８００円（当日価格より５００円～８００円お得！）

女 性 ２,５００円（当日価格より５００円～１,１００円お得！）

舞妓さんの京舞と将軍塚の大舞台の旅
◇日　　時 ９月４日（日）（雨天決行）

出発時間 午前８時００分

集合場所 八尾商工会議所

解 散 午後６時３０分

◇コ ー ス 八尾－伏見稲荷大社－石長松菊園（昼食－湯豆腐御膳と

舞妓さんの京舞 12:00～13:30）－錦市場（買物）－

将軍塚（大舞台）－八尾

◇参加資格 会員及び会員の同居登録家族

◇参 加 費 ８,５００円

・一般（非会員）の参加者については、

参加費１３,７００円です。

・子供料金の設定はございません。

◇募集定員 ３０名（２０名未満の場合は中止の可能性がございます）

◇申込方法 先着順です。
（但し、申込み多数の場合は、会員及び会員の同居登録家族を

　優先させていただきます）

ＦＡＸまたは郵送でお申込み下さい。

★ＦＡＸ番号０７２－９９１－５６０８

①事業所名　②参加者全員の氏名と人数　③会員・家族・

非会員の区分　④会員は会員番号　⑤代表の方の携帯電話番号

◇申込締切 ８月１９日（金）午後５時まで

◇注意事項 お申し込み後の取り消しは、キャンセル料がかかる場合があります。

将軍塚の大舞台日帰りバスツアー舞妓踊り

対象の方以外

はご利用出来

ません

会員並びに

　同居の

ご家族限定

最高の眺め（大舞台）

舞妓さんが目の前で京舞を

披露します。記念写真や、

おしゃべりをお楽しみいた

だけます。（約 60分）

伏見稲荷千本鳥居

編集・発行／公益財団法人八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター

八尾市共済センターニュース （ワーキング・オン）

Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｏｎ
一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟

〒581－0006 大阪府八尾市清水町１－１－６　ＴＥＬ 072－991－5607
（八尾商工会議所内）　ＦＡＸ 072－991－5608

ホームページ http://www.yao-kyosaicenter.or.jp/

２０１６．８ 月号（Vol．２７・No３０６）
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◇公 演 日：１２月３日（土）１５：００開演（１４：１５開場）

◇出 演：指揮：井上道義 独奏：三浦文彰（ヴァイオリン）

管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団

◇会 場：八尾プリズムホール 大ホール

◇会員料金：ＳＳ席６,０００円

Ｓ席４,０５０円 Ｓ席割引３,６００円（通常価格４,５００円）

Ａ席２,７００円 Ａ席割引２,４００円（通常価格３,０００円）

◇申込締切：８月１９日（金）

◇販売枚数：売切れ次第終了になります。

※Ｓ席割引、Ａ席割引の方は、25歳以下、65歳以上、

障がい者の方とその介添の方（1名様まで）。

※Ｓ席割引、Ａ席割引の方は、年齢確認が出来る証

明書をお持ちください。

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。

※車椅子でお越しのお客様は、事前にプリズムホー

ルチケットカウンターまでご連絡ください。

※申込み後の変更、キャンセルは出来ません。

◇申込方法 ８月１８日（木）までにＦＡＸにて事業所名、会員氏名、下記の日時を明記の上、お申込み下さい。予定

枚数を超えた場合は抽選を行い８月２５日（木）までに当選者のみご連絡させていただきます。

★ＦＡＸ番号 ０７２－９９１－５６０８

◇申込枚数 会員１人につき２枚１組ずつです。（大人のみの取り扱いです）

※申込み後の払い戻し、キャンセルはできません。（チケットを紛失された場合も払い戻しできません）

※雨天中止の場合のみ、共済センターより払い戻しさせて頂きます。

区分 日 時 対 戦 相 手 席 種 価 格 枚　数

甲子園

９月 ６日(火)18:00

巨 人 ライト外野指定 1,900円

２枚

９月 ７日(水)18:00 ２枚

９月 ８日(木)18:00 ２枚

９月１８日(日)14:00 １０枚

９月１９日(月・祝)14:00 １０枚

ゆったりと流れる川と一体となった大阪城・中之島周辺のまちなみ、

緑あふれる大川等の川沿いは、都心の喧騒を忘れさせます。いくつもの

橋をくぐりながら歴史あふれる大阪の名所・旧跡の数々を川面からお楽

しみください。

◇会員料金 大 人（中学生以上）１,０００円（一般１,７００円）

小 人（小学生） ５００円（一般 ８５０円）

◇乗 船 場 大阪城港、八軒家浜船着場、淀屋橋港、ＯＡＰ港

◇時　　間 約６０分の周遊後、乗船した港へ帰ってきます。

プリズムホールのご案内

阪神タイガース！伝統の巨人戦！ 会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定

平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業 第40回八尾市民劇場 大阪フィル地域拠点契約事業

大阪フィルハーモニー交響楽団 八尾演奏会

ソリストにＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」メインテーマのソロヴァイオリニスト・三浦文彰が登場！

首席指揮者・井上道義が大阪フィルの魅力を最大限に引き出す渾身のプログラムを是非お楽しみください。

指揮：井上道義＜ⓒMieko Urisaka＞

アクアライナー 会員・同居のご家族限定

プログラム

◇ベートーヴェン

序曲「コリオラン」

◇サン=サーンス

ヴァイオリン協奏曲第 3番ロ短調

◇ベートーヴェン

交響曲第 7番イ長調
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◇会員料金 会員価格 ６,１００円（一般価格８,１００円）

◇申込方法 事業等申込書に記入の上、当センターへＦＡＸしてください。

◇利用制限 ご利用は、おひとり様１回１枚。年度内２回限り申請可能

◇有効期限 ２０１７年１０月末日まで

◇注意事項 ①宿泊補助券でご宿泊総額から８,１００円分を差し引かせていただきます。差引残額や

追加料金は別途ご負担いただきます。

②宿泊補助券は、湯快リゾート各館でのご宿泊・ご飲食でご利用いただけます。

③ご予約は、各ホテル・旅館まで直接お電話、または、湯快リゾート公式ホームページに

限ります。

④宿泊補助券は、チェックインの際にフロントにてご提示ください。

⑤宿泊補助券は、釣り銭のお渡し、現金とのお引換え、お払戻しはできませんのでご了承

ください。

⑥宿泊補助券と他のギフトチェックのお取替え（券種変更）は、できませんのでご了承く

ださい。

⑦宿泊補助券の盗難・紛失・滅失等に対して、その責を負いません。

⑧宿泊補助券のお持ち忘れ、後日申告はできません。

⑨入湯税については、別途ご負担いただきます。

⑩詳しくは、各ホテル・旅館までお問い合わせください。

2014年に公開され、大ヒットを記録した『超高速！参勤交代』

「超高速」で続編が決定！あの個性豊かな貧乏弱小藩が帰ってきた！

行きは参勤、帰りは交代。まだ参勤交代は終わっていなかったー

金なし、人なし、時間なし！おまけに帰る城もなし！？

さらに超高速に！さらにピンチに！

パワーアップして帰ってきた歴史エンターテイメント超大作！

江戸時代、老中・松平信祝の差し金により幕府から突然参勤交代を

命じられた磐城国(現在の福島県いわき市)の湯長谷藩(ゆながやはん)。

金も人手も時間も無い中、知恵と工夫でなんとか江戸への参勤を果た

すが、故郷へ帰る「交代」までが「参勤交代」。藩主の内藤政醇(まさ

あつ)率いる一向は、湯長谷(ゆながや)を目指し江戸を出発する。

あとは帰るだけ、と思ったのも束の間、その道中、彼らは湯長谷（ゆ

ながや)で一揆がおきたことを耳にする。一揆を収めるには 2日で藩に

帰らなくてはならず、彼らは行きの倍の速さで走るはめに。

ふたたび絶対絶命に陥った湯長谷藩(ゆながやはん)。果たして彼ら

は城を取戻し、民を守ることができるのか―？

このピンチに、今度はいったいどんな作戦で挑む！？

◇上映期間 平成２８年９月１０日（土）～全国ロードショー

◇会員料金 ９００円(当日通常料金１,８００円、前売料金１,４００円)

◇申込締切日 平成２８年９月３０日（金）まで ※先着順です。

◇上映映画館 ＭＯＶＩＸ八尾、あべのアポロシネマ、布施ラインシネマ、

なんばパークスシネマ、大阪ステーションシティシネマ、イオンシネマ四条畷、ほか

映画券

情報

ＭＯＶＩＸ券 １,２００円
（有効期限：Ｈ２８年９月末迄）

共通券１,０００円布施 ﾗｲﾝｼﾈﾏ・ﾃｱﾄﾙ梅田共通
（有効期限：Ｈ２９年３月末迄）

東 宝 券 １,１００円
（有効期限：Ｈ２８年９月末迄）

あべのアポロシネマ １,０００円
（有効期限：Ｈ２８年１１月末迄）

湯快リゾート宿泊補助券のご案内 会員・同居のご家族限定

湯快 検索

松竹映画「超高速！参勤交代リターンズ」映画鑑賞券のあっせん 会員・同居のご家族限定

監督：本木克英

脚本：土橋章宏

出演：佐々木蔵之介、深田恭子、

伊原剛志、寺脇康文、上地

雄輔、知念侑李（Hey! Say!

JUMP!）柄本時生、六角精

児、古田新太、市川猿之助、

石橋蓮司、陣内孝則、西村

雅彦　他

入会事業所のご紹介 ａｔｅｌｉｅｒ Ｏｅｕｆ 八尾市久宝寺３

(有)石間製作所 八尾市太田新町６

ⓒ2016「超高速！参勤交代リターンズ
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◇主 催 ㈱スポニチプライム（大阪市西区西本町1-2-14）電話06-6578-4501

◇日 時 平成２８年１０月２日（日）７：３０発

◇行 程 大阪（7:30発）－奈良（8:30発）－京都南（9:30）－草津ＳＡ－

ローザンベリー多和田（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ・散策）－多賀大社参拝－

近江八幡散策－奈良（18:00）－大阪（19:00）

◇集 合 大阪（梅田7:30）

◇対 象 ２５才～４０才までの独身男女

◇お申込み先 ㈱スポニチプライム（大阪市西区西本町1-2-14）電話06-6578-4501

◇参 加 費 ６,５００円（一般８,９００円）

※参加費は、主催会社へお振込みください。

三菱東京ＵＦＪ銀行 信濃橋・普通預金0067924・

株式会社スポニチプライム（振込手数料はお客様負担です）

◇募 集 人 員 全体で４０名（先着順です。定員になり次第締め切ります）

◇そ の 他 申込後のキャンセンはキャンセル料金がかかります。

当センターは添乗しません。全てスポニチプライムが対応致します。

住 所：三重県桑名郡長島町浦安３３３
電 話：１５９４－４５－１１１１

区 分 対象 会員料金 一般料金

遊園地入場

（遊園地入場のみ）

大人（中学生以上） ４００円 １,６００円

小学生 １００円 １,０００円

幼児（２歳以上） １００円 ５００円

パスポート

（遊園地入場＋乗り放題）

大人（中学生以上） ３,０００円 ４,５００円

小学生 ２,２００円 ３,４００円

幼児（２歳以上） １,４００円 ２,１００円

※シニア（60歳以上）2,600円は入場時にお買い求めください。

ジャンボ海水プール
入場券（遊園地入場＋
プール入場）

大人（中学生以上） ２,１００円 ３,５００円

小学生 １,６００円 ２,７００円

幼児（２歳以上） １,０００円 １,５００円

ワイドパスポート
（遊園地入場＋
乗り放題＋プール入場）

大人（中学生以上） ４,５００円 ５,９００円

小学生 ３,２００円 ４,３００円

幼児（２歳以上） ２,０００円 ２,６００円

幸せ♡探し バスツアー

ナガシマスパーランド補助券のあっせん

事務局からのお願い

チケット注文時等のお願い

●チケットのご購入対象者は、原則、ご本人と登録同居ご家族のみです。

●チケット類は、日にちに余裕をもってお申込みください。

※お盆休み等で注文先が長期に休む場合がございます。在庫がない場合は、お届けまでに１０日～１４日

かかる場合があります。

給付申請について

●給付申請は、事由発生から１年以内です。１年を超えると給付申請出来ません。

退会届・入会届は、お早めに提出をお願いします。

●退会される場合は、退会月の末までに必ず登録取消届を提出してください。

届出が翌月になりますと、翌月分の会費を納付していただくことになります。

●入会していただく場合も、入会月の 1日までに入会届を提出してください（土、日、祝の場合は翌日）

●届出用紙の提出が遅れる場合は、電話又はＦＡＸで事前にご連絡ください。

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定


