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映画券

情報

MOVIX券１,２００円（有効期限：Ｈ２９年５月末迄）

全国のイオンシネマでもご利用いただけます。

共通券１,０００円（布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ・ﾃｱﾄﾙ梅田共通券）
（有効期限：Ｈ３０年３月末迄）

東宝券１１, ００円
（有効期限：Ｈ２９年８月末迄)

あべのｱﾎﾟﾛ１,０００円

（有効期限：Ｈ２９年９月末迄）

※布施ﾗｲﾝｼﾈﾏは小人ﾁｹｯﾄがあります。１枚６５０円（３歳～高校生）座席券引換時に必ず学生証を提示ください。

期 間
５月３日（水）～５月７日（日）

９０分制
２７、２８

５月１３日以降の土日
５/１３、１４、２０、２１、

ご利用時間
第１部 第２部 １１：３０～１４：３０

（ラストオーダー 14:00）１１：３０～１３：００ １３：１５～１４：４５

会員

特別

価格

大 人 １,８８０円 １,７８０円 １,８８０円

小学生 ９８０円 ９８０円

幼　児 ６８０円 ６８０円

※３歳未満は無料

◇開 催 店 舗 大阪東急ＲＥＩホテル １階レストラン「リトルモンスター」

電話０６-６３１５-６００１（直通）

◇メニュー（例） 【料理】牛ロースステーキ/お寿司（４～５種類）/スンドゥブ辛味味噌添え、豚ﾊﾞﾗの炒め

注）メニューは週替わりになります。

食材の都合上メニューが変更になる場合があります。

予告なく貸切等によりご利用出来ない場合があります。

物/鶏のオーブン焼き胡麻ダレ/ブリのオーブン焼きトマトソース/鱈のオーブン焼きレモ

ンバターソース/オムライス/ピラフ/気まぐれパスタ/味噌汁/きたあかり入りオリジナル

カレー/漬け物/惣菜/Ｊｒ野菜ソムリエのサラダ１２種/うどんｏｒそば/ミラノサンド/焼

きたてピッツァ/パン３種/出来立てクレープ/ミニケーキ/カップデザート/フルーツカク

テル/チョコファウンテン/ソフトクリーム・・・

【ドリンク】オレンジジュース/野菜ジュース/ウーロン茶/コーヒー/紅茶

事業所名・お名前」をお伝え下さい。

◇ご利用方法 ご利用時は、直接店舗へ連絡し予約して下さい。その際、必ず「八尾市共済センターと

◇大阪東急ＲＥＩホテル　１階リトルモンスター　大阪市北区堂山町２番１号

（大阪駅・梅田駅から徒歩約１０分、ホワイティ－梅田泉の広場から東へ約100m）

大阪東急REI ホテル

「ランチバイキング」
会員・同居の

ご家族限定

阪神タイガースチケット（４月分）のお知らせ

４月７日（金）巨人戦２枚／４月１５日（土）広島戦４枚／４月１６日（日）広島戦２枚の合計８枚の残券が

あります。ぜひ、お申込みください。

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/

２０１７．４ 月号（Vol．２８・No３１４）
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※詳しくは、４月号の同封チラシをご覧ください。

◇住 所：和歌山県西牟婁郡白浜町堅田

対 象 新会員価格

◇会員価格１冊２００円(一般価格４５０円)

◇申込締切５月３１日（水）

※冊数に限りがあります。お申込み後のキャンセルは出来ません。

従前会員価格 一般価格

大人 ３,０００円 ３,３００円 ４,１００円

中人（中高生） ２,５００円 ２,７００円 ３,３００円

小人（４歳以上） １,９００円 ２,０００円 ２,５００円

セニア（６５歳以上） ２,６００円 ３,０００円 ３,７００円

◇改定日 平成２９年４月１日注文分より

日本全国を大爆笑に包んだあの＜お騒がせ家族＞が帰ってくる！！

山田洋次監督による喜劇映画の決定版、待望の続編。

熟年離婚の危機を乗り越えた平田家を襲う新たな大事件とは！？

平成２９年５月２７日(土)全国ロードショー

９００円(当日通常料金１,８００円、前売料金１,４００円) 

◇上映期間

◇会員料金

◇上映予定映画館

◇申込締切日 平成２９年６月２３日（金）まで ※先着順です。枚数には限りがあります。

ＭＯＶＩＸ八尾、布施ラインシネマ、イオンシネマ四条畷、ほか

一般社団法人 全国中小企業勤労福祉サービスセンター

キッザニア甲子園特別ご優待
キッザニア東京もございます。（内容は異なりますのでご連絡ください）

２０１７プロ野球選手名鑑

アドベンチャーワールド料金値下げ

こども商品券購入時のお願い

こども商品券は、従来、会員お一人様１回のご注文につき上限５セットで年度内は、何度でも購入可能で

したが、平成２９年４月１日～会員お一人様年度内３回までのご購入とさせていただきます。

（会員お一人様１回のご注文につき上限５セットの変更はございません）

松竹映画「家族はつらいよ２」映画鑑賞券のあっせん 会員・同居のご家族限定

監

© 2017「家族はつらいよ２」製作委員会

脚

出

督：山田 洋次

本：山田 洋次、平松恵美子

演：橋爪功、吉行和子、西村雅彦、夏川結衣、中嶋朋子、

林家正蔵、妻夫木聡、蒼井優、風吹ジュン、小林稔侍、

劇団ひとり 他

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定
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◇申込方法：４月１４日（金）までにＦＡＸにて事業所名、会員氏名、下記の①グループ②日時、③対戦相手

を明記の上、お申込み下さい。申込み多数の場合は抽選を行い、４月２１日（金）までに当選者

のみにご連絡させていただきます。 ★ＦＡＸ番号 ０７２－９９１－５６０８

区分
グル
ープ

日 時 対戦相手 枚数 席 種 価 格

甲子園

Ａ

◇申込枚数：会員１人につき、各グループから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。

中 日４月２９日（土）14:00 ６枚

ライト外野指定 1,900円

中 日４月３０日（日）14:00 ２枚

Ｂ
広 島５月 ６日（土）14:00 ８枚

広 島５月 ７日（日）14:00 ８枚

Ｃ 巨 人５月２３日（火）18:00 ４枚

Ｄ 巨 人５月２４日（水）18:00 ４枚

Ｅ 巨 人５月２５日（木）18:00 ４枚

Ｆ
ＤｅＮＡ５月２７日（土）14:00 ６枚

５月２８日（日）14:00 ＤｅＮＡ ４枚

◇会 場：梅田芸術劇場メインホール（大阪市北区茶屋町）

◇公 演 名：紳士のための愛と殺人の手引き

◇出 演 者：市村正親、柿澤勇人、シルビア・グラブ、宮澤エマ、春風ひとみ ほか

◇公 演 日：５月 ６日（土） １２：００開演

限定１０枚◇会員料金：Ａ席 ６,５００円（通常９,０００円）

◇申込締切：４月１２日（水）先着順

注）枚数に限りがあります。／未就学児のご入場はご遠慮下さい。

　　申込み後の変更・キャンセルは出来ません。

◇出

◇公 演 日：平成２９年６月１０日（土）１４時開演、１３時３０分開場

演：井上 登紀（フルート）、大島弥州夫（オーボエ）、

船隈 慶（クラリネット）、日比野 希美（ファゴット）、

蒲生 絢子（ホルン）

◇プログラム：タファネル 木管五重奏曲／モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

◇会

「日本の歌」メドレー(花いちもんめ～浜辺の歌～村祭り～ふるさと) 

ほか

場：八尾プリズムホール 小ホール

阪神タイガース「観戦チケット」

ミュージカル ～紳士のための愛と殺人の手引き～

◇会員価格：会員価格２,７００円（一般価格３,０００円）

※障がいのある方およびその介添えの方（1名様まで）：

２,４００円（要証明書）

◇申込締切：４月１３日（木）

◇販売枚数：売切れ次第終了になります。

※就学前のお子さまのご入場はご遠慮ください

※車椅子でお越しのお客様は、事前にﾌﾟﾘｽﾞﾑﾎｰﾙﾁｹｯﾄｶｳﾝﾀｰまでご連絡ください。

八尾シティーコンサート Part89 大阪フィル地域拠点契約事業

大阪フィルメンバーによる室内楽に夢中っ！いろとりどりの木管五重奏
会員・同居の

ご家族限定

会員・同居のご家族限定

井上 登紀

船隈 慶

大島弥州夫

大阪フィルのスーパー木管アンサンブルが、クラシックから聞きなじみのある名曲

まで、楽しいお話を交えてお贈りします。いろとりどりの演奏をお聴き逃しなく！

蒲生 絢子

日比野希美

会員・同居のご家族限定
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区 分

会員価格 通常価格

大 人・
中高大生

小人
（小学生）

大人 中高大生 小人

大津港よりミシガン８０分コース（普通乗船）

１,６００円 ８００円

２,７８０円 ２,２６０円 １,３９０円

大津港よりミシガン６０分コース（普通乗船） ２,２６０円 １,８５０円 １,１３０円

大津港よりミシガンナイト（普通乗船） ２,９８０円 ２,４７０円 １,４９０円

大津港より冬期クルーズ（普通乗船） ２,２６０円 １,８５０円 １,１３０円

長浜港より竹生島クルーズ（往復乗船） ３,０７０円 ２,４５０円 １,５４０円

今津港より竹生島クルーズ（往復乗船） ２,５９０円 ２,０８０円 １,３００円

２,８３０円琵琶湖横断コース（長浜港⇔竹生島⇔今津港） ２,２６０円 １,４２０円

事務局からのお願い

◇ミシガンクルーズのみ、５月５日（金）、７月１７日（月）は、大人１名につき、小学生以下のお子様５名までの乗船料が

無料になります。

◇乗船は、予約してから乗船ください。

◇販売期間は、平成３０年１月３１日まで（有効期限は、平成３０年２月２８日まで）

◇運行期間・時間等は、「琵琶湖汽船」のホームページをご確認ください。

チケット注文時等のお願い

第１期分（４月～６月分）の会費納入のお願い

●平成29年度第１期分の納入通知書を４月中旬にお送りしますので、納入にご協力をお願いします。

退会届・入会届は、お早めに提出をお願いします。（４月は年度初めのため従業員の異動が大変多い時期です）

●スポーツクラブパシオ・ビオス利用券は、お１人様１回のご注文は５枚迄でお願いします。

●チケット等のご購入対象者は、原則、ご本人と登録同居ご家族のみです。

●ご結婚・ご出産でご家族登録が必要な場合は、変更届のご提出をお願いします。また、引っ越し等で登録の

ご家族の増減がある場合も、変更届を提出お願いします。

●チケットご購入は、余裕を持ってご注文をお願いします。

※在庫に限りがあるため、在庫切れの場合は２週間ほどかかるものもございます。

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。

配達日のお知らせ

４月７日（金）のチケット等の配達

は、お休みさせていただきます。

●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。

（全労済慶弔共済保険の加入及び解約手続きを行うため、提出期限を厳守ください）

びわこクルージング引換券のあっせん 会員・同居のご家族限定

入会事業所

青山エステート株式会社 八尾市太子堂２

株式会社メビリア 八尾市北本町２

池紙工所 八尾市福栄町２

※払い戻しや買取りは出来ませんので予めご了承ください。

コーアゴルフプラザの営業終了について

永年ご愛顧いただきました「コーアゴルフプラザ」が平成２９年５月末日をもって終了することになりました。

プリペイトカードは、５月末日までに使い切るようにお願いします。


