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利用チケットのあっせん

さあ夏本番！夜空の下で家族や気の合う仲間と爽快に乾杯！

◇利用期間 ７月１日（土)～８月３１日(木)

　※百貨店休業日と天候不良日は休業です。

◇営業時間 平 日 １７：００～２２：００（ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ閉店 30 分前）

土・日・祝日 １６：３０～２１：３０（ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ閉店 30 分前）

◇会員価格 男 性 ２,８００円（一般価格 ３，６００円）

女 性 ２,５００円（一般価格 ３，６００円）
※月曜日は男・女共、火曜日は女性のみ一般価格３，０００円

◇そ の 他 予約をお勧めします。
（満席等の場合にお席がご用意出来ない場合があります。）

予約電話番号 0120-323-545
（フリーダイヤル・受付時間１１：００～１９：００まで）

近鉄上本町店 06-6775-1111（大代表）

利用チケットは、八尾市共済センター事務局であっせんします。

◇期 間 平成２９年７月１日（土）～９月３日（日）

※休園日：７月４・５・１１・１２日、９月 1 日、プールのみ
．．

休業日：７月３・６・７・１０・１３・１４日

◇営業時間 ９時３０分～１７時（プール遊泳は１６時３０分まで）

◇利用料金 （入園券＋プール券）

区 分 種別 会員料金 一般料金

特別割引
入園券

おとな（中学生以上） １,２００円 ２,１００円

こども（３歳～小学生） ６００円 １,２００円

アトラクションカード １,５００円 ２,０００円

※入園券のみの特別割引入園券の販売はございません。

近鉄百貨店・上本町店

屋屋上上ビビアアガガーーデデンン

アアササヒヒ屋屋上上ススカカイイババイイキキンンググ

会員並びに同居のご家族限定です。対象の方以外はご利用出来ません。

みさき公園 夏季特別割引入園券のあっせん
７月１日（土）より「ぷ～るらんどRiO」がオープン！

飲み放題＆食べ放題

（一部除外商品があります）

会員・同居のご家族限定
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◇申込方法：７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、７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

◇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）

◇雨天等中止の場合のみ、共済センターより払い戻しさせて頂きます。（必ず半券がないと払い戻しできません）

区分
グル
ープ

日 時 対戦相手 枚 数 席 種 価 格

甲子園

Ａ
９月 ２日（土）18:00 中 日 ６枚

ライト外野指定 1,900円
９月 ３日（日）18:00 中 日 ２枚

Ｂ ９月 ９日（土）18:00 ＤｅＮＡ ６枚 ライト外野指定 1,900円

Ｃ
９月１６日（土）14:00 中 日 ６枚

ライト外野指定 1,900円
９月１７日（日）14:00 中 日 ４枚

◇会員価格 １冊２００円(一般価格４５０円)

◇申込締切 ７月３１日（月）

※冊数が残りわずかとなります。お申込み後のキャンセルは出来ません。

◇有効期間 平成２９年７月１日（土）～９月３日（日）

・休園日：７月３日（月）～７日（金）・１１日（火）

・プール（ザ・ブーン）の開催期間は７月８日（土）～９月３日（日）です。

◇営業日時 期間中の営業時間については、ひらかたパークのホームページ・電話等でご確認ください。

【電話番号：０７２－８４４－３４７５ ＨＰアドレス：www.hirakatapark.co.jp】
※天候などにより営業時間を変更する場合があります。適時最新情報をご確認ください。

◇入 園 料

※フリーパスは「のりもの乗り放題＋イベントホール入館可(一部対象外イベントあり)」です。

※「入園＋フリーパス引換券」でプール入場はできません。

下記施設が新たにお得に！内容･利用方法等は各団体ＨＰでご確認下さい。

区 分 会員価格 一般価格

入園＋
フリーパス
引換券

おとな（中学生以上） ３,０００円 ４,４００円

小学生 ２,５００円 ３,８００円

２歳～未就学児 １,６００円 ２,６００円

入園＋
プール入場券

おとな（中学生以上） １,０００円 ２,３００円

こども（２歳～小学生） ５００円 １,３００円

大阪労働協会

千早川マス釣り場 南河内郡千早赤阪村

ワールド牧場 南河内郡河南町

オービィ大阪 吹田市千里万博公園

胴上げ期待！阪神タイガース「９月の観戦チケット」 会員・同居のご家族限定

ひらパー（ひらかたパーク）チケットの斡旋

昨年好評をいただきました「ひらパー」夏季限定チケットを今年も斡旋いたします！

25枚限定！売り切れ必至！先着順ですのでお早目にお申し込みください！

２０１７ プロ野球選手名鑑

提携団体 新規契約先情報

全福

センター

大阪労働

協会

入会事業所のご案内（５０音順・敬称略）

株式会社Ⅰ＆Ｆ 八尾市青山町２ 赤帽 岡本運送店 八尾市東山本町５

お詫び ６月号で「三扇金属株式会社」様を「山
．
扇金属株式会社」と誤って記載いたしましたので訂正いたします。

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定
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◇住 所：三重県鈴鹿市稲生７９９２

入園チケット 対 象 会員価格 一般料金

サマーパスポート
入園＋プール＋乗り物乗り放題

（一部除外あり）

大人（中学生以上） ３,５００円 ５,４００円

子ども（小学生） ２,６００円 ４,１００円

幼児（３歳～未就学児） １,７００円 ２,７００円

アクアアドベンチャー
入園＋プール

大人（中学生以上） １,７００円 ２,９００円

子ども（小学生） １,１００円 ２,０００円

幼児（３歳～未就学児） ９００円 １,４００円

◇有効期限：７月１日（土）～９月３日（日）

◇申込締切：下記の通りとさせていただきますので、ご予定に合わせお申し込みください。

第１回目締切 ７月 ６日（木）⇒７月２１日（金）までにお届けします。

第２回目締切 ７月２６日（水）⇒８月 ９日（水）までにお届けします。

※夏季パスポートは、７月２６日（水）の申込みをもって終了させていただきます。

◇出 演：大竹しのぶ・中山優馬・秋元才加・真琴つばさ・宇梶剛士・キムラ緑子 ほか

◇会 場：大阪松竹座（大阪市中央区道頓堀１－９－１９）

◇公 演 日：下表日程で各日１０枚限定販売

日 程 昼/夜 席数 開 演 開 場

９月２日(土) 夜 10席 １６：３０ 開演 30分前

９月６日(水) 昼 10席 １１：３０ 開演 30分前

９月７日(木) 昼 10席 １１：３０ 開演 30分前

◇会員料金：２，５００円（一般料金４,０００円）

※３等席（３階席）

◇申込締切：７月２０日（木）

申込み多数の場合は、抽選を行い８月４日（金）までに

当選者のみにご連絡させていただきます。

◇住 所：大阪府河内長野市天野町１３０４

◇利用期間：平成２９年９月３日（日）まで

◇休 園 日：毎週火曜日（但し夏休み期間中は、休まず営業します）

◇営業時間：７・８月の営業時間・休園日等は変則になります。

ご利用の際は、必ず電話・ホームページにてご確認ください。

◇電 話：０７２１－５４－３１０１

◇会員料金：入場券＋フリーパス（のりもの乗り放題・プール利用可）【プールは７月８日(土)オープン】

種 類 会員料金 一般料金 ※他のサービスとの併用不可。

※イベント等でフリーパス

ご利用いただけない施設も

ございますのでご了承ください。

おとな（中学生以上） １,５００円 ２,８００円

こどもＡ（３歳～小学生・110㎝以上） １,３００円 ２,５００円

こどもＢ（３歳～小学生・110㎝未満） ５００円 １,７００円

※３歳未満は無料です。

※シルバー（６０歳以上）の分類もあり、入場のみ
．．

の一般料金は４００円です。

なお、料金適用には、年齢を証明できるものが必要となります。

※こどもの身長は確認があり、こどもＢは、保護者とご一緒でも、一部の施設がご利用頂けません。

※駐車場（１日）普通・軽自動車 1,000円／大型・マイクロバス 2,000円／バイク 500円

鈴鹿サーキット夏季パスポート

大阪松竹座 「ミュージカル にんじん」 会員・同居のご家族限定

大竹しのぶが 22歳で演じた伝説の音楽劇“にんじん”に 38年の時を経て再び挑む！

関西サイクルスポーツセンター 会員・同居のご家族限定期間限定

昨年より一般料金は

上がりましたが会員料

金は昨年と同額です！

会員・同居のご家族限定
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八尾市共済センター 平成２８年度 決算報告

映画券

情報

MOVIX券１,２００円（有効期限：Ｈ２９年９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１,１００円
（有効期限：Ｈ２９年１０月末迄)

あべのｱﾎﾟﾛ１,０００円

（有効期限：Ｈ２９年１２月末迄）

※布施ラインシネマの小人チケット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。

単位：円

区分 科　　目 区分

基本財産等運用益

特定資産運用益 広報事業費

受取会費等 事業運営費

事業収益 支払負担金

受取補助金等 共済給付事業費

受取負担金 給付事業費

雑収益 福利事業費

健康管理事業費

人件費

運営経費

人件費

経常収益計 運営経費

単位：件・円

件数 給付金額（円） 0 0

結婚・周年記念 39 1,030,000 0 0

成人 5 25,000 ５年 71 355,000

還暦 21 105,000 １０年 59 590,000

出産 33 330,000 １５年（記念品） 37 171,828

子供の小中学校入学 111 880,000 ２０年 19 570,000

41 880,000 ２５年（記念品） 58 400,896

29 965,000 523 6,302,724

19,369,616 4,215,000

決　　算　　額 科　　目 決　　算　　額

739,454

経
常
費
用
の
部

事　　業　　費 46,169,773

22,678 473,732

13,940,000 5,121,112

4,215,000 11,689,008

9,402,270 2,205,000

762,306 12,415,654

1,895,530

1,069,417

5,498,973

2,655,764

管　　理　　費 3,118,621

経
常
収
益
の
部

給付金支給状況

種類 障害見舞金

祝
金

災害見舞金

永年在会

死亡弔慰金

48,451,324

当期一般正味財産増減額 △ 837,070 経常費用計 49,288,394

2,049,204

傷病見舞金 合計

事務局からのお願い

チケット注文時等のお願い

●スポーツクラブパシオ・ビオス利用券は、枚数に限りがあるため、お１人様１回のご注文は５枚迄です。

●チケットのご購入対象者は、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。

※夏休み前は、特にお申込みが集中します。

※お申込みが集中し、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。

（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）


