八尾市共済センターニュース （ワーキング・オン）

Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｏｎ
八尾市共済センターは平成２６年９月３０日をもちまして
創立２５周年を迎えさせていただきました。
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

会員の皆さまへのお願い
当センターの事業・催し物などの参加いただくには利用資格に制限があります。
◇給付事業（お祝金等）
・貸付事業・健康管理（人間ドック・生活習慣病検診）事業―会員本人のみ
◇レジャー・スポーツ施設・趣味教養・イベント等―原則、会員本人・同居の家族です。
遵守いただきますようお願い申し上げます。
（詳しくは、当センターまでお問い合わせください）

会員・同居の家族限定

日帰りバスツアー

創立２５周年事業

なにわのこってり「ランドマーク」巡り
◇日

時

平成２７年１月２５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８時００分

◇コ ー ス

八尾―「あべのハルカス」―「四天王寺」―
「づぼらや（昼食）」―「通天閣」―「大阪城」
―「梅田スカイビル空中庭園」―八尾

◇参加資格

原則、会員及び会員の同居登録家族です。

◇参 加 費

大人６,０００円
・会員及び会員の同居の家族以外の参加の方は
１１,０００円です。
小人５,０００円（小学生未満は参加不可）

◇募集定員
◇申込方法

４０名（２０名未満の場合は中止になります）
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 ③連絡先
④会員・家族・非会員の区分 ⑤会員番号
⑥代表の方の携帯電話番号
◇申込締切

平成２７年１月９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。

大切な人と豪華な料理
で最高のひと時を･･･

Ｘmas Ｄinner Ｖiking

会員・同居の
ご家族限定

大阪東急インディナーバイキング
◇期

間

◇開 催 店 舗

２０１４年１２月２１日（日）～２５日（木）

大阪東急イン
１階レストラン「リトルモンスター」
電話０６-６３１５-６００１（直通）
営業時間１８：００～２２：００（ﾌｰﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ 21:00）

◇メ ニ ュ ー

ディナーバイキング（９０分制）
・プティフィレ肉のステーキ マデラソース
・チリ産 ディルサーモンのマリネ イクラ添え
・鰤の炙り ワサビマヨネーズソース
・コールミートの盛合わせ
・シーフードのエスカベーシュ エスニック仕立て
・生ハムのピンチョス
・フォアグラムースとバケット
・Jr 野菜ソムリエお勧めの野菜たち
・タンドリーチキンと鶏モモ肉の中華風照り焼き
・鱈と帆立貝のﾎﾟﾜﾚ ｶﾞｰﾘｯｸ風味のクリームソース
・トムヤムクン
・ラザニア
・ビーフシチュー マッシュ芋添え
・竹器寿司
・魚出し茶漬け
・クラムチャウダー
・チョコレートファウンテン
・カクテルゼリー
・カップムース
・ソフトクリーム
・デコレーションケーキ
・フルーツ盛り合せ・・・・・
※メニューは予告なく変更する場合が
ございます。

◇料

金

お 1 人様 ４,０００円（通常４,５００円）
※中学生・シニア３,５００円
小学生２,０００円

◇ご利用方法

ご利用時は、直接店舗へご連絡し予約して下さい。その際、
必ず「八尾市共済センター」とお伝え下さい。

◇

１階リトルモンスター ☎０６－６３１５－６００１（直通）
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）

映画券
情報

ＭＯＶＩＸ券１,２００円（有効期限Ｈ２７年１月末迄）

共通券１,１００円（有効期限：Ｈ２７年３月末迄）
布施ラインシネマ・テアトル梅田共通券

東宝券１,１００円（有効期限：Ｈ２７年１月末迄）

あべのｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ１,１００円（有効期限：Ｈ２７年３月末迄）

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー「サンクスフェスティバル」のお知らせ

１．開催期間（入園期間）：２０１５年１月６日（火）～３月２０日（金）
◇上記期間中「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」
会員・同居の
いずれかのパークを１日ご利用いただけます。
ご家族限定です。
◇入園保証はございません（入園制限中のパークのご利用は出来ません）
対象外の場合はお申
◇特別利用券（５００円券）は、年度内１人２回までご利用出来ます。
込み出来ません。
２．サンクスフェスティバル期間中の特別価格
ｻﾝｸｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ
ｻﾝｸｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ購入
区分
一般料金
購入申込書利用
申込書と特別利用券の併用
大人（１８歳以上）
中人（中学生以上）
小人（４歳～１１歳）

６,４００円
５,５００円
４,２００円

５,８００円
４,９００円
３,９００円

５,３００円
４,４００円
３,４００円

◇サンクスフェスティバルパスポート購入申込書

３．パスポート購入方法
「パスポート購入申込書」
（必要事項を漏れなくご記入ください）をﾁｹｯﾄ販売窓口にご提出ください。
購入申込書 1 枚につき 5 名様までご購入可能です。
※特別利用券をお持ちの方は、併用可能です。購入申込書と一緒にご提出ください。
※購入申込書のご提出がない場合、特別料金は適用されませんのでご注意ください。
※ご購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする場合があります。
４．チケット販売窓口
【当日券】 東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの当日券販売窓口 他
【前売券】 2014 年 12 月 10 日（水）より販売開始
東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ１Ｆ）他
５．パスポートの変更について
①旅行会社等で１デーパスポート等の他チケットの「観光券」・「入場予約券」をお買い求めになり、
本パスポートへ変更される場合は、ご来園当日に入園されるパークの当日券販売窓口にて「パス
ポート購入申込書」をご提出ください。チケット変更手数料（200 円/1 枚）を差し引いた差額を
精算いたします。
※「観光券」「入場予約券」から本パスポートへの事前変更はできませんので、ご了承ください。
②１デーパスポート等の他チケットから本パスポートへ変更される場合は、チケット販売窓口にて
「パスポート購入申込書」をご提出ください。チケット変更手数料（200 円/1 枚）を差し引いた差
額を精算いたします。
③本パスポートをご購入後、実施期間外にご利用になる場合は、チケット販売窓口にて、ご利用当日
の通常料金との差額と、チケット変更手数料（200 円/1 枚）を別途申し受けます。
※ご利用は、券面に印字されている有効期限内に限ります。

高野山の名宝
（運慶作の国宝・八大童子ハルカスに降臨）

会員・同居の
ご家族限定

◇開催期間 平成２７年１月２３日（金）～３月８日（日）
◇会
場 あべのハルカス美術館
◇会員料金 一 般
７９０円（通常料金１,３００円）
大高生
４３０円（通常料金 ９００円）
中小学生
２７０円（通常料金 ５００円）
◇申込締切 １２月１５日（月）

プリズムホールのご案内

会員・同居のご家族限定

◇公 演 名：親と子のはじめてのえんげき体験
プリズムチャームプロダクションシリーズ

「大どろぼうホッツェンプロッツ」
◇公 演 内 容：５０年にわたり世界中で愛されている児童文学を原作にしたプリズムホールオリジナルの
演劇作品です！
大泥棒ホッツェンプロッツを追って、カスパールとゼッペルの大活躍がはじまります。
大魔法使いや妖精も登場してスリルとユーモアにあふれた物語が展開します。
◇出演・ｽﾀｯﾌ：原作：プロイスラー
作・演出：佃典彦（Ｂ級遊撃隊）
出演：蟷螂襲（ＰＭ／飛ぶ教室）
、植田真介（文学座）
武田操美（劇団鉛乃文檎）
、牧野紗也子（文学座）
緒方晋（The Stone Age）
◇公 演 日：２０１５年２月２１日（土）・２２(日)
両日とも１４：００開演【１３：３０開場】
◇会
場：八尾プリズム小ホール
◇会 員 料 金：一 般
２,２５０円（通常２,５００円）
こども（１８歳以下）１,０００円（要証明書）
おやこペア
３,０００円
◇申 込 締 切／１２月１９日（金）
注）枚数には限りがあります。
申込み後の変更、キャンセルは出来ません。
５歳未満のご入場はご遠慮ください。
一時保育あり（500 円・要予約・2 月 8 日まで受付）

入会事業所のご紹介

酒処・お食事処 だるま
(株)ミヤザキ

八尾市幸町１
八尾市大竹３

年末年始のお知らせ
○当センターは、１２月２７日（土）～１月４日（日）まで休業させていただきます。
○チケット配達ご希望の場合は、１２月１９日（金）までにお申し込み下さい。
⇒最終のお届け日１２月２４日（水）を予定
特に白浜アドベンチャーワールドのチケットは、注文を受けてからの発注となります。 お届けまでに約１０日ほど
かかりますのでご注意ください。
配達日のお知らせ
○年始のお申し込みは、１月５日（月）から受付させていただきます。
12月
8 日（月）のチケット
⇒年始のお届けは１月９日（金）を予定
等の配達はお休みさせて
○会員退会がある場合は、１２月２６日までに必ず登録取消届を提出してください。
いただきます。
○入会届は、１月５日までにご提出ください。

