
◇期 　  間 ５月２日（土）～６日（水） 

★尚、５月２日（土）から５月６日（水）は二部制の９０分です。 

　営業時間：一部 11：30～13：00（フードストップは 12：30） 

二部 13：15～14：45（フードストップは 13：15） 

５月 ９日（土）、１０日（日）、１６日（土）、１７日（日）、 

２３日（土）、２４日（日）、３０日（土）、３１日（日） 

　営業時間は、11：30～14：00（フードストップは 13：30） 

◇開 催 店 舗 　大阪東急ＲＥＩホテル  

１階レストラン「リトルモンスター」 

       電話０６-６３１５-６００１（直通） 

◇メニュー（例）牛ロースステーキ（おすすめ）／徳島県産ワカメと野菜のしゃぶしゃぶ（おすすめ） 

／焼きたてピッツァ／ハンバーグ 照り焼きソース／ツバスのソテー わさび醤油／ 

パスタ・チャーハン（交互に出ます）／オリジナルカレー／Jr.野菜ソムリエが選ん 

だサラダ／ラーメン／ちらし寿司／惣菜／焼きたてパン／ご飯／味噌汁／クレープ 

／ソフトクリーム／フルーツカクテル／和菓子／ミニケーキ／チョコファウンテン 

／カップケーキ／ドリンク（オレンジジュース、野菜ジュース、ウーロン茶）／コー 

ヒー、紅茶 etc･･･ 

注）メニューは週替わりになります。 

食材の都合上メニューが変更になる場合があります。 

予告なく貸切等によりご利用出来ない場合があります。 

◇料 　　　金 　八尾市共済センター特別価格（1人様） 

大 人１,５４６円 中学生１,３３７円  

小学生   ９２６円 幼児無料 

◇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

と事業所名・お名前」とお伝え下さい。 

◇大阪東急 REI ﾎﾃﾙ 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、ホワイティー梅田泉の広場から東へ約 100m）

週末のお昼のひと時、梅田でランチはいかがですか！ 

ランチバイキング 

大阪東急 REI ホテル（旧大阪東急イン） 会員・同居のご家族限定

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
２０１５．４ 月号（Vol．２６・No２９０）

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/

１



◇申込みは先着順です（売り切れの場合

◇申込方法 ＦＡＸにて事業所名、会員氏名

      ★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

区分 
グル

ープ 
日

甲子園

球場 
A ５月 ９日(土

◇公 演 名：氷川きよしコンサートツアー
 ◇公 演 日：６月２１日（日）
◇会   場：八尾プリズム大ホール
◇会 員 料 金：全席指定：
◇申 込 締 切：４月９日（木）１７
◇あっせん枚数：２０枚 

    注）応募多数の場合
      申込み後の変更
      就学前のお子様

江戸時代の離婚は現代の 2倍！？

駆け込み寺の離縁調停人が、ワケあり

国民的作家、井上ひさしが晩年、

 を元に、「わが母の記」の原田眞人監督

江戸時代の離婚をモチーフに、美

ントが完成しました。 

結婚こそが幸せか？案外離婚も幸

どうぞご期待ください。 

◇出   演  大泉洋、戸田恵梨香

◇監督・脚本  原田眞人 

◇上映 期間  平成２７年５月１６

 ◇会員 料金   １,０５０円(当日通常料金

 ◇申込締切日   平成２７年６月１２

 ◇上映映画館   MOVIX八尾、あべのｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ

映画券

情報

ＭＯＶＩＸ券１,
（有効期限Ｈ２７年

全国のイオンシネマでもご利用いただけるようになりました

東宝券１,１００
（有効期限：Ｈ２７年

阪神タイガース

プリズムホールのご案内

松竹映画「駆込み女と駆出

場合はご容赦ください） 

会員氏名､下記の①グループ②日時、③対戦相手を明記

－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。 

時 対戦相手 席  種 

土)14:00 広  島 ライト外野指定

きよしコンサートツアー２０１５
）１８：００開演（開場は３０分前） 
ホール

１７時まで 

場合は抽選とさせていただきます。 
変更、キャンセルは出来ません。 
子様のご入場はご遠慮ください。 

！？

ワケあり女の人生、リセットします。 

、11年をかけて紡いだ時代小説「東慶寺花だより

原田眞人監督が初めて時代劇に挑戦。 

美しい四季のうつろいの中、極上のエンタテインメ

幸せの始まりかも。人生の景色が変わる映画です。

戸田恵梨香、満島ひかり、樹木希林、堤真一、山﨑努 他

１６日(土)全国ロードショー 

当日通常料金１,８００円、前売料金１,４００円) 

１２日（金）まで※先着順です。枚数には限りがあります

あべのｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ８、布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ 10、なんばﾊﾟｰｸｽｼﾈﾏ ほか

,２００円
年９月末迄） 

いただけるようになりました。

共通券１,１００円（布施
（有効期限：Ｈ

１００円
年８月末迄） 

あべのアポロシネマ
（有効期限：Ｈ

タイガース「甲子園観戦チケット

会員・同居のご家族限定

駆出し男」特別鑑賞券のあっせん 会員

明記の上、お申込み下さい。 

取り扱いです）

い戻しできません） 

価 格 残数 

2,200円 ６枚 

だより」 

のエンタテインメ

。

他

りがあります。 
ほか

布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ･ﾃｱﾄﾙ梅田共通券）
：Ｈ２８年３月末迄） 

アポロシネマ１,１００円
：Ｈ２７年８月末迄） 

チケット」

会員・同居のご家族限定 

Ⓒ2015「駆込み女と駆出し男」

製作委員会 

２

会員・同居のご家族限定

７,５００円 



１．改定日：２０１５年４月１日（水）～ 

２．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。 

３．改定後料金 

区分 一般料金 ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟｶｰﾄﾞ提示 
ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟｶｰﾄﾞの提示と 

特別利用券の提出 

大人（１８歳以上） ６,９００円 ６,５００円 ６,０００円

中人（中学生以上） ６,０００円 ５,６００円 ５,１００円

小人（４歳～１１歳） ４,５００円 ４,２００円 ３,７００円

区  分 対象 一般料金 会員料金 

入場料 

（遊園地入場のみ） 

大人（中学生以上） １,６００円 １,０００円

小学生 １,０００円 ６００円

幼児（２歳以上） ５００円 ２００円

パスポート 

（遊園地＋乗り放題） 

大人（中学生以上） ４,５００円 ３,６００円

小学生 ３,４００円 ２,７００円

幼児（２歳以上） ２,１００円 １,５００円

※シニア（60歳以上）２,６００円は入場時にお買い求めください。 

ジャンボ海水プール

入場券（遊園地入場＋

プール入場） 

大人（中学生以上） ３,３００円 ２,５００円

小学生 ２,５００円 １,９００円

幼児（２歳以上） １,５００円 １,１００円

ワイドパスポート 

（遊園地＋乗り放題＋

プール入場） 

大人（中学生以上） ５,９００円 ５,０００円

小学生 ４,３００円 ３,６００円

幼児（２歳以上） ２,６００円 ２,１００円

◇会員料金 

セット販売 会員料金 通常価格 有効期限 

５００円券×５枚を１セット ２,０００円 ２,５００円 ２０１９年１２月３１日 

◇おひとり様１回のご注文は５セット（１万円分）とさせていただきます（但し、複数回の購入は可能です）  

◇ご利用店舗の一例 

おもちゃ 
近鉄百貨店・阪急百貨店・阪神百貨店・
イオン・エディオン・上新電機 ほか 

子供服・ベビー服 
阪急百貨店・阪神百貨店・イオン・ 
ダイエー・トイザラス・ベビーザラス 
ほか 

ステーショナリー イオン・キデイランド・ダイエー ほか

 ※テナント店舗ではお取扱いしていない場合があります。また、加盟店の 

チェーン・グループ店舗の一部でもご利用いただけない場合や、お取扱い商品が異なることがございます。 

  詳しくは、加盟店・売場等にお問い合わせください。 

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー料金改訂のお知らせ

ナガシマスパーランド料金改訂のお知らせ

こども商品券のあっせん 

全国約５,０００店の加盟店でご利用できる便利な商品券! 

ご贈答品、自らのお買い物など、様々な用途にご利用できます。 

入学・就職お祝いに! 会員・同居のご家族限定 
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◇ときめきの宿は、北海道～熊本県まで全国７０宿以上に宿泊優待特典があります。平成２７年度は、ときめきの宿 

ふるさとネット設立２０周年を記念して更なる宿泊割引券（割引額１,０００円）をプレゼントします。 

◇当センター補助１泊につき会員２,０００円・家族１,０００円の割引＋１,０００円の割引券が利用できます。 

（会員３,０００円・家族２,０００円） 

◇１,０００円の割引券使用期間は、平成２８年３月３１日まで 

◇割引券の対象者は、会員と家族（中学生以上）です（一人一枚の使用とし、一人で複数枚の使用はできません） 

◇宿泊施設は、当センターにご連絡いただくか、ときめきの宿のホームページをご覧ください。 

◇詳しくは、当センターへお問い合わせください。 

◇ミュージアムぐるっとパス関西は、関西地区の美術館・博物館など約５０施設が集結！ 

 無料入場券・割引券・館内飲食店割引など便利な各施設の年間スケジュール付ガイド 

 ブックです。 

◇会員料金  ９００円（一般料金１,０００円） 

◇有効期限  使用開始から３ヶ月間有効 

◇利用施設  大阪エリア：国立国際美術館/国立民族学博物館/大阪市立自然史博物館 

                 大阪歴史博物館/大阪城天守閣/キッズプラザ大阪/あべの 

                 ハルカス美術館 他 

          京都エリア：京都国立博物館/京都文化博物館/京都国立近代美術館 他 

          滋賀エリア/兵庫エリア/奈良エリアの美術館・博物館等の施設も充実 

◇周遊コース（大阪城、中之島めぐり約６０分）◇デイクルーズ（所用時間４５分）

会員料金 3月 31 日まで 4 月 1 日～

大人（中学生以上） ８００円 １,０００円

小人（変更なし） ５００円 ５００円

会員料金 3月31日まで 4 月 1 日～

大人（中学生以上） １,１００円 １,０００円

小人（小学生） ５５０円 ５００円

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 

お願いします。 

●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。 

●ご結婚・ご出産でご家族登録が必要な場合は、変更届のご提出をお願いします。 

  また、引っ越し等で登録ご家族の増減がある場合も、変更届を提出お願いします。 

●チケットご購入は、余裕を持ってご注文をお願いします。 

※在庫に限りがあるため、在庫切れの場合は２週間ほどかかるものもございます。 

  特に、たくさんの枚数をご注文される場合や、春休み・夏休み・年末年始・連休がある場合はご注意下さい。

 第１期分（４月～６月分）の会費納入のお願い  

●平成２７年度第１期分の納入通知書を４月中旬にお送りしますので、納入にご協力をお願いします。 

 退会届・入会届は、お早めに提出をお願いします。  

４月は年度初めのため従業員の方の異動が大変多い時期です。 

●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）

配達日のお知らせ 

４月６日（月）のチケッ

ト等の配達は、お休みさ

せていただきます。 

ときめきの宿割引補助のご案内 

ミュージアムぐるっとパス関西割引販売のご案内 会員・同居のご家族限定 

会員・同居のご家族限定 

サンタマリア料金改訂(大人料金) アクアライナー料金改訂（値下げ）
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