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◇日   時 平成２７年３月１４日（土）雨天決行  

出発時間     １ １時００分     

解散予定     ２２時３０分頃   

◇コ  ー  ス 八尾１１：００発⇒１３：００昼食 

（魚松信楽店―近江牛のステーキ200ｇ） 

⇒お千代保稲荷⇒１８：３０なばなの里 

（自由散策･ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ）２０：００発⇒ 

八尾着２２：３０を予定 

※夕食は車中で簡単なお弁当をご用意しております。 

※お千代保稲荷 

「おちょぼさん」の愛称で親しまれ、京都の伏見、愛知の豊川と並ぶ日本三大稲荷神社。

　門前町で参道には飲食店やお土産店など１００店舗ほどが並ぶ 

◇参 加  費 大人 ７,５００円（会員及び会員の同居登録家族(３歳未満は参加不可)） 

上記以外は参加費１２,５００円です。 

（但し、申込多数の場合は、会員及び会員の同居登録家族を優先させて頂きます。） 

小人 ５,０００円（小学生以下） 

◇募 集 定 員 ４０人先着順 （２０人未満の場合は中止） 

◇申 込 方 法 ＦＡＸ（０７２－９９１－５６０８）又は郵送でお申し込みください。 

申し込みの際に下記の事項をご記入ください。 

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大人・小人の区分 

⑥代表者の携帯番号 

◇申 込 締 切 ２月２０日（金）

◇ご 注  意 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。 

１１月３０日（日）当センターでは、かに料理と 

お買物バスツアーを開催し、４０名が参加しました。 

ツアー当日は、晴天に恵まれ一行は、兵庫県北部の 

夕日が浦温泉の海花亭にて「かにのフルコース料理」 

を堪能。その後は、「傘松公園」と「クルージング」 

から天橋立を見学するなど「料理」と「景勝地」を 

楽しみました。 

日帰りバスツアー行ってきました。 海遊館からのプレゼント

◇海遊館のチケットをご購入 

 された皆さまより先着５０名 

様に「海遊館オリジナル付箋 

紙（ポストイット）」をプレ 

ゼントします。 

※当選は、発送をもってかえ 

させていただきます。 

オリジナル付箋紙

今年は、昼食を食べて、門前町のお千代保稲荷へ！ 

イルミネーションの今年のテーマはナイアガラの滝
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◇公 演 名：人形劇団クラルテ「１１ぴきのねこふくろのなか」
◇公 演 内 容：大人気の人形劇「１１ぴきのねこ」シリーズ 

ある晴れた日、11ぴきのねこは、だいすきな魚のお弁当をリュックサックにつめて、 

遠足に出発！ 

とちゅうで「はなをとるな」「木にのぼるな」という立て札と出会いますが、11ぴき 

のねこは立て札を無視してやりたい放題。 

すると、風に乗って大きな袋が飛んできました。 

袋には「ふくろにはいるな」と、書いてあります。 

さあ、そこでみんなは・・・。 

 ◇公 演 日：３月１４日（土）１４：００開演（１３：３０開場） 
◇会   場：八尾プリズム大ホール 
◇会 員 料 金：一  般    １,８００円（通常２,０００円） 
       子ども（3歳以上小学生以下）１,０００円 

     おやこペア  ２,７００円 
◇申 込 締 切／２月２０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。 
      ３歳未満無料。ただし、お席が必要な場合は有料。一時保育なし 

かんぽの宿営業終了のお知らせ 

おおきに Net 新規契約先

岸和田城 

大阪府岸和田市岸城町９－１   電話：072-431-3251 

 岸和田のランドマーク岸和田城。周辺には、岸城神社や回遊式庭園の五風荘（現在

はレストラン）など見どころ満載。９月には有名なだんじり祭りが開催されます。 

優待内容 
入場料 大人 300円 → 210円（中学生以下無料） 

※窓口に会員証を提示（会員証提示で本人含め５名まで割引）

プリズムホールのご案内 会員・同居のご家族限定

宿名―かんぽの郷 宇佐（大分県） 

営業終了日―宿泊：３月２９日（日）ご宿泊分まで（翌３月３０日(月)のチェックアウト）までご利用いただけます。

      日帰り（入浴・食事）：３月２９日（日）までご利用いただけます。 
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おおきに Net 新規契約先

葬儀会館ティア 

ティア住之江 06-6675-6400 ティア貝塚 072-426-7500  

ティア藤井寺 

ティア藤井寺 072-426-7500 ティア大阪狭山 072-360-2600 

ティア枚方 072-805-6900 ティア千代田 0721-53-9200 

ティア富田林 0721-24-8500 ティア美原 072-362-9600 

ティア岸和田 072-430-6400 ティア門真 072-885-4200 

ティア泉大津 0725-21-1400 ティア大野芝 072-234-9700 

ティア浜寺 072-264-2800 ティア橋本 0736-37-1600 

優待内容 

①霊前灯 1 対のレンタル提供 

②会館法要利用料の割引 

一般価格 55,000 円→会員価格 30,000 円（消費税含む） 

③祭壇セットプラン割引 

（例）1,017,300 円→580,000 円 

※申込時におおきに Net の会員であることを伝えてください。 

ホテルプラザオーサカ 

鉄板焼 逢坂 
大阪市淀川区新北野 1-9-15 

ホテルプラザオーサカ１９ F 
06-6303-1043 

鉄板料理 逢坂 

和食・懐石 花伝 ホテルプラザオーサカ３ F 06-6301-6133 

中国料理 大湖苑 ホテルプラザオーサカ１ F 06-6303-1010 

レストランアンサンブル ホテルプラザオーサカ１ F 06-6303-1010 

優待内容 
料理代金の 5％OFF 

※おおきに Net のロゴの入ったカードを提示 

中納言 

施設名 住 所 電話番号 

中納言 大阪駅前第３ビル店 大阪市北区梅田 1-1-3-3200 大阪駅前第 3 ビル 32F 06-6341-5460 

中納言 大阪千日前味楽館 大阪市中央区難波 1-4-4 06-6212-9678 

中納言 神戸プラザホテル店 神戸市中央区元町通 1-13-12 神戸プラザホテル 2F 078-331-7918 

中納言 神戸ハーバーランド店 神戸市中央区東川崎町 1-6-1ﾓｻﾞｲｸ3F 078-360-1788 

中納言 新神戸店 神戸市中央区北野 1 ｵﾘｴﾝﾀﾙｱﾍﾞﾆｭｰ3F 078-262-2882 

鉄板焼 炫 ～ひかり～ 大阪市中央区難波 1-4-4 B1F  06-6212-5238 

優待内容 

レギュラーコース 料理代金の 10％OFF 

ランチコース    料理代金の 5％OFF 

※中納言会員割引、企画商品、他の割引との併用不可 

※おおきに Net のロゴの入ったカードを提示 

施設名 住 所 電話番号 

オステリア ガウダンテ 

大阪駅前第 4 ビル店 

大阪市北区梅田 1-11-4 

大阪駅前第４ビル B １ 
06-6344-8685 

オステリア ガウダンテ 

神戸ハーバーランド店 
神戸市中央区東川崎町 1-6-1 ﾓｻﾞｲｸ3F 078-360-2800 

優待内容 

ワンドリンクサービス 

※中納言会員割引、企画商品、他の割引との併用不可 

※おおきに Net のロゴの入ったカードを提示 

ＭＯＶＩＸ券 1,200 円
有効期限：Ｈ２７年５月末迄

共通券 1,100円
有効期限：Ｈ２７年３月末迄

東宝券 1,100 円
有効期限：Ｈ２７年５月末迄

ｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ券 1,100円
有効期限：Ｈ２７年３月末迄

ＣＩＮＥＭＡ ＴＩＣＫＥＴ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ (映画券情報)
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新年お年玉プレゼントに６４名の皆様からご応募をいただきありがとうございました。 

お年玉プレゼントは、ご応募いただいた中から抽選させていただきました。 

 １等 『選べるギフト』  野崎  剛 様（株式会社西村機械製作所） 

２等 『選べるギフト』  松田 克子 様（医療法人幸晴会中谷クリニック） 

吉村 麻希 様（株式会社三双機工） 

３等 『選べるギフト』  小島 伸仁 様（株式会社西村機械製作所）

辰野  浩 様（医療法人幸晴会中谷クリニック） 

西脇 秀樹 様（國陽電興株式会社） 

特別賞『共済センター福袋』　浅田 貴三子 様（社会福祉法人竜華福祉会みよし保育園） 

以上の方々が当選されました。 おめでとうございます。 

入学祝金の申請準備をお願いします 

本年４月に小学校・中学校へ入学されるお子様がおられる 

会員様に、入学祝金の給付申請書を３月下旬にお送りします。 

（教育委員会等から送られた入学･就学通知書のｺﾋﾟｰが必要です） 

給付対象者は、平成２７年４月１日現在登録会員です。 

配達日のお知らせ 

２月２３日（月）のチ

ケット等の配達は、お

休みさせていただきま

す。 

未加入事業所をご紹介ください

皆さまのお知り合いで、共済センターに未加入の事業所がありましたらご紹介ください。 

事務局から資料の送付、詳しい説明にお伺いさせていただきます。未加入事業所をご紹介いただければ 

１事業所入会につき１０,０００円／従業員１名入会につき１,０００円の金券をプレゼント

対象は、加入後３ケ月経過の従業員、事業所、従業員の方は既存会員事業所未加入の方。３ケ月ごとの

入退会者は該当しません。また、１グループ企業は１事業所とさせていただきます。  

事務局からの
お知らせ
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