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★お申込み後の取り消しに係るキャンセル料について

取消料

10日目から８日目まで 旅行代金の20％

７日目から２日目まで 旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行契約解除の時期

旅行開始日前日

旅行開始日当日

旅行開始後、または連絡不参加

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって

◇日 時 ８月１９日（日）雨天決行

集合：午前７時３０分 八尾商工会議所

◇行 程 八尾 ＝＝＝ 名鉄犬山ホテル(ランチバイキング) ＝＝

木曽川遊覧・昼鵜飼観覧 ＝＝ 犬山城(散策) ＝＝＝ 八尾

◇参 加 費 お一人様 10,000円（会員及び会員の同居登録家族）
※子供料金の設定はございません。

※一般（非会員）の方の参加費は 19,500円です。

◇募集定員 ３５名（２０名未満の場合は中止の可能性があります。）
※奇数人数でのお申し込みは、相席になります。

◇申込方法 先着順 ※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します。

お申込みは、下記①～⑥の事項をご明記の上(様式不問)、

ＦＡＸ（072-991-5608）又は郵送でお申込みください。

◇会員料金 550円（一般料金：平日 750円 土日祝 850円）※小人、幼児チケットの取扱いはございません。

昼食は名門ホテルのランチバイキング

申込締切

７月２０日(金)
17時必着

八尾温泉 喜多の湯 ご入浴券 会員・同居のご家族限定新規契約
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いざ優勝へ‼ ８月・9 月の阪神タイガース「観戦チケット」

夏はやっぱりビアガーデン！

◇利用期間 ～８月３１日(金)まで

◇営業時間 月曜～土曜日 17:00～22:00（ラストオーダー 閉店30分前）
日曜日・祝日 17:00～21:30（　　　〃　　　 閉店30分前）

◇会員価格 男 性 2,800 円（一般価格 3,800円）

女 性 2,500 円（一般価格 3,800円）

◇お申込み 様式⑭「事業等申込書」にて当センターへお申込みください。

◇申込方法 7月 13日（金）までに、当センターへＦＡＸにて（★ＦＡＸ番号 072-991-5608）、

を明記の上、お申込みください。

申込み締切後、ご購入いただける方には、7月 23日（月）までに当センターよりご連絡させて

いただきます。

◇申込枚数 会員１人につき、各グループから２枚１組です。（大人のみの取り扱いです）

◇申込方法 ＦＡＸにて、 を明記の上、
お申込みください。なお、その他の事項及び注意点については、上記と同様です。

会員・同居のご家族限定

区 分 グループ 日 時 対戦相手 枚 数 席 種 会員価格

京セラ

Ａ ８月 ４日（土）18:00 ヤクルト ６枚

ライト外野指定 1,900円
Ｂ

８月１４日（火）18:00 広 島 ６枚

８月１５日（水）18:00 広 島 ６枚

８月１６日（木）18:00 広 島 ４枚

甲子園

Ｃ ８月３１日（金）18:00 ＤｅＮＡ ２枚

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

Ｅ ９月１４日（金）18:00 ヤクルト ４枚

Ｆ ９月１５日（土）14:00 ヤクルト ８枚

区 分 グループ 日 時 対戦相手 枚 数 席 種 会員価格

甲子園
あ ７月 ６日（金）18:00 ＤｅＮＡ ２枚

ライト外野指定 1,900 円
い ７月 ７日（土）18:00 ＤｅＮＡ ２枚

先着順 受付コーナー ↓↓ 前月募集分の残席があります！残りわずか！↓↓

ご希望日に満席となる可能性がございますので、お申込みの際は、店舗のご予約をどうぞお忘れなく！

イメージ
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券 種 種 別 会員料金 一般料金

入園プール
セット券

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

◇有効期間 6月 30日（土）～ 9月 2日（日）まで
★プール「ザ・ブーン」の営業期間は 7月 7日（土）～ 9月 2日（日）です。

◇会員料金

◇有効期間 6月 30日（土）～ 9月 9日（日）まで

◇会員料金

◇申込締切 ①中間締切：7月 5日（木）⇒ 7月 20日（金）までにお届けします。

②最終締切：7月 25日（水）⇒ 8月 10日（金）までにお届けします。

◇有効期間 7月 13日（金）～ 9月 2日（日）まで

◇休 園 日 7月 17日（火）

◇営業時間 当期間中の営業時間は変則になります。ＨＰ等でご確認ください。

◇会員料金

◇有効期間 6月 30日（土）～ 9月 2日（日）まで

◇営業時間 9時 30分～17時

◇会員料金

券 種 区 分 会員価格 一般価格

入園
＋ 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

キッズ（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

券 種 対 象 会員価格 一般料金

サマーパスポート

（入園＋乗り物乗り放題＋プール）
※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

屋外プール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

会員料金 一般料金

おとな(中学生以上) 1,000 円 1,600円

小学生 700 円 1,000円

幼 児(3歳以上) 500 円 800円

先 着 順
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券 種 区 分 会員料金 一般料金

ジャンボ海水プール入場券
（プール＋遊園地入場）

大 人（中学生以上） 2,200 円 3,700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
（プール＋遊園地入場

＋のりもの乗り放題）

大 人（中学生以上） 4,800 円 6,400円

小学生 3,600 円 4,800円

幼 児（2歳以上） 2,200 円 2,800円

 退会届・入会届の提出期限について
・退会の場合は、必ず退会月の末日までに登録取消届をご提出ください。過ぎますと、翌月分の会費が発生します。
・入会の場合は、入会月の 1日までに入会届を提出してください。過ぎますと、翌月入会となります。
・届出用紙の提出が遅れる場合は、必ず電話又はＦＡＸで事前にご連絡ください。

 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、お１人様１回のご注文は５枚迄です。
・当センター取扱チケット類のご利用対象者は、会員ご本人と登録の同居ご家族限定です。対象者以外の方は利用できません。
また、申込み後のキャンセル、及び払い戻し・交換はできません。

・チケットはお早めにご注文ください。特に白浜アドベンチャーワールド・鈴鹿サーキットはご注文受け後の発注となり、10日ほどかかります。

 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。また、給付申請書には正しくお振込先銀行口座を
ご記入ください。誤りがありますと、銀行手数料分が差し引かれてのご入金になります。

 当センターへのご意見・ご要望について
・当センターへのご意見・ご要望等がございましたら、当センターＨＰ内、「お問い合わせ」フォームよりお寄せください。

◇夏期期間 6月 30日（土）～ 9月 24日（月・祝）まで

◇会員料金 ※夏期限定の券種のみ下表で表示しております。

入会事業所のご案内 ✧ 後藤税務会計トータルサポートサービス 八尾市竹渕東

補助券 現地支払

八尾市共済センター 平成２９年度決算報告
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） 1 200,000

結婚・周年記念 42 920,000 0 0

成人 5 25,000 ５年 56 280,000

還暦 21 105,000 １０年 145 1,450,000

出産 31 310,000 １５年（記念品） 18 83,592

子供の小中学校入学 129 985,000 ２０年 13 390,000

44 830,000 ２５年（記念品） 32 221,184

29 880,000 566 6,679,776

18,298,190 4,255,000

決　　算　　額 科　　目 決　　算　　額

739,454

経
常
費
用
の
部

事　　業　　費 43,384,206

19,711 523,350

13,706,300 4,116,543

4,255,000 6,767,556

8,438,000 2,054,000

885,345 11,715,403

1,838,390

当期一般正味財産増減額 △ 434,274 経常費用計 46,776,274

8,758,018

3,355,946

管　　理　　費 3,392,068

経
常
収
益
の
部

2,054,056

46,342,000 1,338,012

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

傷病見舞金 合計


