
◇日  時    ４月５日（日） 大阪南港 ATC乗場発着 

９時３０分 受付開始 

１１時００分 乗船 

１２時００分 出港（明石海峡～大阪湾周遊） 

１５時３０分 帰港 

◇乗船料金    大人           ３，６００円（一般料金 3，900円） 

小学生         １，７００円（一般料金 1，900円） 

幼児（３歳以上）  ８００円（一般料金 1，000円） 

※チケットは八尾市共済センターで斡旋します。

◇申込締切    ３月２０日（金） 

◇そ の 他    ・料金には昼食代は含まれていません。

　※船内のレストラン-クルージング特別メニュー（軽食など）の利用 

　※お弁当の持ち込みも可能 

◇主    催    株式会社フェリーさんふらわあ 

◇船内イベント 

①船内探検クイズラリー＆抽選会②大分県・鹿児島県観光フェア③相愛大学音楽学部によるコン

サート④紙テープ投げ⑤体験コーナー（一部有料）⑥操舵室見学⑦船長服で記念撮影など 
※駐車場（約 100台・9:30～16:30無料）は、当日先着順になります。電車等の公共交通機関をご利用ください。

◇開催日時 平成２７年４月６日（月）午前１０時～午後４時ごろ 

◇開催場所 八尾商工会議所３階大ホール 並びに信貴山玉蔵院 

◇参 加 費 １名３,５００円（記念品・昼食交流会の会費に充当） 
※記念樹｢ｲﾁｮｳ｣(1本 2,500円)、記念樹立礼(1枚 5,000円)を 

　ご希望される場合は、お申し出ください。 

◇式 次 第 第１部（式典） 

開会挨拶／八尾市民憲章唱和／励ましの言葉／ 

記念品・記念樹贈呈／お礼の言葉／閉会挨拶 
※終了後ﾊﾞｽにて信貴山へ移動 

第２部（課外研修） 

 法話、座禅（玉蔵院 野澤密孝貫主） 

昼食交流会／境内散策／戒壇めぐり 

◇お申込み先 八尾商工会議所 

       電話０７２－９２２－１１８１ 

      ※３月２０日（金）までにお申し込み下さい。 

～大分・鹿児島よかとこフェア in さんふらわあ～ 

新卒・年度途中入社の方を新たに迎え入れられた事業所様へ

第 5２回新入社員を励ます集いのご案内

第 51回の開催模様 

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
２０１５．３ 月号（Vol．２６・No２８９）

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　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://www8.ocn.ne.jp/̃yao.ykc/
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◇申込方法 ３月２０日（金）１５：

③対戦相手を明記の上、お申込み下さい。抽選の上、当選者のみにご連絡させていただきます。 

      ★ＦＡＸ番号 ０７２－

◇申込枚数 会員１人につき、各グループから
◇申込み後の払い戻し、キャンセルはできません

◇雨天中止の場合のみ、共済センターより

◇現在、当センターもチケットを申込

 ださい。 

区分 
グル

ープ 
日

甲子園

球場 

A 
４月１１日(土

４月１２日(日

B 
４月１８日(土

４月１９日(日

C 
５月 ９日(土

５月１０日(日

京ｾﾗ 

ﾄﾞｰﾑ 
D 

３月２８日（土

３月２９日（日

◇公 演 名：ウルトラヒーローズ
◇公 演 内 容：八尾プリズムホールでウルトラヒーローが大活躍 

する超豪華なステージを
ウルトラヒーローとウルトラマンベリアルの

の対決再び！ 

ヒーローショーの枠

タテインメントショーがついに

 ◇公 演 日：６月６日（土）・

１０：３０開演・
◇会   場：八尾プリズム大ホール
◇会 員 料 金：１階席：３,０００

２階席：２,２５０
     ※３歳以上もしくは
     ※小さなお子様で
      座布団などをご

◇申 込 締 切／３月２０日（金）
    注）枚数には限りがあります
      申込み後の変更

映画券

情報

ＭＯＶＩＸ券１,
（有効期限Ｈ２７年

東宝券１,１００
（有効期限：Ｈ２７年

今年も阪神タイガース
優勝目指

：００までにＦＡＸにて事業所名、会員氏名、下記

－９９１－５６０８ 

グループから２枚１組ずつです。（大人のみの取

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

センターより払い戻しさせて頂きます。 

申込み中のため、予定枚数が確保出来ない場合がございますのでご

時 対戦相手 席  種 

土)14:00 広  島 

ライト外野指定

日)14:00 広  島 

土)14:00 巨  人 

日)14:00 巨  人 

土)14:00 広  島 

日)14:00 広  島 

土）14:00 中  日 
外野席（ﾗｲﾄ側）

日）14:00 中  日 

ウルトラヒーローズ  THE
ザ

 LIVE
ラ イ ブ

 ACROBATTLE
ア ク ロ バ ト ル

 CHRONICLE
ク ロ ニ ク ル

なステージを開催！ 
ウルトラヒーローとウルトラマンベリアルの因縁 

を超えた未体験のライブエン 

タテインメントショーがついに始まる！！ 

・７日（日） 

・１４：３０開演（開場は３０分前） 
ホール
００円（通常３,３００円） 

円（通常２,５００円） 
もしくは３歳未満で席が必要な場合は有料 

で座席を高くする必要がある場合は、 
などをご持参ください。 

）
りがあります。 
変更、キャンセルは出来ません。 

,２００円
年５月末迄）

共通券１,１００円（

布施ラインシネマ・テアトル

１００円
年５月末迄） 

あべのｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ
（有効期限：Ｈ

タイガース「甲子園観戦チケット」をあっせん
優勝目指して頑張れ阪神タイガース！

プリズムホールのご案内 会員

下記の①グループ、②日時、

取り扱いです）

い戻しできません） 

がございますのでご了承く 

価 格 
枚数 

（予定）

2,200円 

4枚 

4枚 

10枚 

10枚 

8枚 

8枚 

2,000円 
4枚 

4枚 

（有効期限：Ｈ２７年３月末迄） 

ラインシネマ・テアトル梅田共通券 

あべのｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ１,１００円
：Ｈ２７年３月末迄） 

あっせんします
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ⓒ円谷プロ・フィールズ



   米国シカゴの日本美術収集家ロジャー・ウェストン氏により収集された１点もの 

の貴重な肉筆浮世絵約 130点を日本初公開。個人コレクションとしては世界有数の 

規模と質を誇るウェストンコレクションから、菱川師宣、西川祐信、宮川長春、勝 

川春章、喜多川歌麿、歌川豊国、葛飾北斎、河鍋暁斎ら、多彩な絵師たちによる美人 

画を中心とした名品を、近世初期から明治に至るまで歴史的に系統立てて展観します。 

◇開催期間  ４月１４日（火）～６月２１日(日)  

◇会  場  大阪市立美術館（天王寺公園内） 

◇会員料金   一  般１,３００円（当日料金１,５００円） 

高大生  ８００円（当日料金１,０００円） 

※中学生以下無料 

    ◇お得な来場期間限定前売券（一般のみ）１,１００円 

※４月１４日（火）～５月１７日（日）、有効期限後は追加料金３００円が必要。 

 ◇申込締切 ３月２０日（金） 

支倉常長を大使とする慶長遣欧使節団派遣（１６１３年）から 

４００年にあたる２０１３年から２０１４年にかけて、日本とス 

ペインで「日本スペイン交流４００周年事業」として、特別展 

「スペイン 奇跡の恐竜たち」が企画されました。 

   本展では、中生代白亜紀（約１億４５００万年前から６６００ 

  万年前）のスペインの地層から見つかった肉食恐竜「コンカベナ 

トール」と日本の肉食恐竜「フクイラプトル」が近縁な関係であ 

ることから、これらの恐竜を比較するとともに、スペインの様々 

な恐竜を紹介します。 

   ２０１０年にイギリスの科学誌「ネイチャー」で発表された、 

腰部分に奇妙な突起をもち、羽毛や手足の裏の肉球のあとが残る 

“奇跡的”な保存状態の恐竜「コンカベナトール」＝右下復元図＝ 

の全身骨格標本をはじめ、スペインから発見されている白亜紀の様 

々な恐竜化石や初期の鳥類化石、そして生息環境を示す動植物の 

化石を多数展示します。 

   日本ではこれまで、北アメリカ、南アメリカ、モンゴル、中国 

などで産出した恐竜化石がしばしば紹介されてきましたが、スペ 

インも世界有数の恐竜化石産地です。これほど大規模なスペイン 

恐竜展は国内では初めてで、展示物もほぼすべてが日本初公開と 

なります。 

◇開催期間  ３月２１日（土・祝）～５月３１日（日） ※予定 

         ※休 館 日；４月１３日・２０日、５月７日・１１日・１８日・２５日 

         ※開館時間；９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） 

◇会  場  大阪市立自然史博物館ネイチャーホール（長居公園内） 

◇会員料金  大 人８００円（当日料金１，０００円）、 

高大生５００円（当日料金  ７００円） 

※中学生以下、障がい者手帳など持参者（介護者１人含む）は無料（要証明）。 

※本展チケットで常設展示（大人３００円、高大生２００円）も入場可能。 

◇申込締切  ３月１３日（金） 

展覧会案内 （枚数に限りがあります）

日本初公開！シカゴウェストンコレクション

肉筆浮世絵―美の競艶 ～浮世絵師が描いた江戸美人１００選～

日本スペイン交流４００周年事業 特別展「スペイン 奇跡の恐竜たち」

葛飾北斎「美人愛猫図」

(C)WESTON COLLECTION 
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「無茶
ありのまま

」を愛した、偉大なる趣味人

  川喜田半泥子（かわきた・はんでいし）は、実業家として活躍のかたわら、 

陶芸や写真、書画、俳句などに豊かな才能を発揮しました。なかでも陶芸は、 

近代茶陶を主導する役割を果たしました。本展では、代表的な陶芸作品を中 

心に、半泥子という希代の芸術家の多様な芸術世界を紹介します。 

◇開催期間  ３月１７日（火）～５月１０日（日）  

◇会  場  あべのハルカス美術館 

（あべのハルカス１６階） 

◇会員料金   一  般１,０００円（当日料金１,２００円） 

大高生  ６００円（当日料金  ８００円） 

中小生  ３００円（当日料金  ５００円） 

              ◇申込締切  ３月１１日（水） 

事 
務 
局
か 
ら 
の 
お 
知 
ら 
せ

 退会届・入会届は、お早めに提出をお願いします。  

３月、４月は採用・退職が多い時期です。 

○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

（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で事前にご連絡をお願いします。

川喜田半泥子物語―その芸術的生涯―

展覧会案内 （枚数に限りがあります）

粉引茶碗 銘「雪の曙」 

制作年不詳 石水博物館蔵

・伊賀水指 銘「慾袋」 

1940年 石水博物館蔵

ユニバーサルスタジオジャパン（USJ）からの大切なお知らせ

①５００円補助方法の変更について 

現在、入場券購入時の「バリュアブル・アカウント・クーポン」による１人５００円の金券を補助しておりま

したが、その取扱いを平成２７年３月末日をもって終了するとＵＳＪから通知がありました。 

  平成２７年４月１日以降は、共済センター独自で１人５００円の補助を行いますが、申請方法、補助方法が大

幅に変更になりますのでご了承ください。 

 ◇申請方法：入場時に使用した入場券の半券の裏に、利用された方の署名・捺印を行い、所定の申請用紙に添付

し、事業所の担当者を通じて、当センターへご提出ください。 

 ◇補助方法：５００円の補助は、申請書受付月の翌月２０日に、会員事業所の指定口座にお振込みさせていただ

きます。 

       ※利用された会員様の個人口座へのお振込みは出来ませんのでご了承ください。 

◇申請用紙：３月号の本ワーキングに同封させていただきましたので、ご利用ください。 

◇その他 ：１人５００円の補助は、年度内１回限り、会員を含む同居家族５名まで 

②料金の改訂について（平成２７年１月３０日以降、料金が改訂されました） 

 大　人（１２歳以上）：税込７,２００円（旧料金６,９８０円） 

  子ども（４～１１歳）：税込４,９８０円（旧料金４,８８０円） 

  シニア（６５歳以上）：税込６,４７０円（旧料金６,２７０円） 

入会事業所のご紹介    有限会社 楠喜   八尾市本町５ 

会員・同居のご家族限定
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