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◇日   時 ６月１４日（日） ６：３０～                 
◇場   所 和歌山北港魚釣り公園（場所が変更になりました） 

◇集   合 釣り公園の入り口に午前６：１５から受付(６時３０分開会) 

◇定   員 ２０名 

◇参 加 費　（入場時に会員証を提示ください） 

Ａコース 釣具 区分 一般価格 会員価格 Ｂコース 釣具 区分 一般価格 会員価格 

「足元

サビキ」 

初心者向け  

希望
大人 4,250円 ３,５００円 「飛び

サビキ」 

大人・

中学生向き

希望
大人 4,450円 ３,７００円

子供 3,750円 ３,０００円 子供 3,950円 ３,２００円

不要
大人 1,950円 １,５００円

不要
大人 1,950円 １,５００円

子供 1,450円 １,０００円 子供 1,450円 １,０００円

☆Ａコース－「足元サビキ」　 釣具セット（竿・リール・仕掛け５枚・プラカゴ３個その他）、

えさ（アジＭＡＸ入りアミエビ２㎏）、入場料、保険 

☆Ｂコース－「飛ばしサビキ」 釣具セット（竿・リール・サビキ浮き仕掛けセット等）、えさ（ア

ジＭＡＸ入りアミエビ２㎏）、入場料、保険 

☆見学者：大人 600円・子供（６歳～15歳以下）400円・５歳以下 100円 

◇大会ルール ・サビキ釣り、カゴによる総重量の１競技のみ／北港魚釣り公園は、投げ釣り禁止です。 

       ・竿は１人１本とします／上級者の方はカゴ釣りＯＫですので、ご自分でサシエ、道具は、 

        ご準備ください。（但し、マキエは上記のＭＡＸオリジナルアミエビを使用）／入場時に会員証

を提示ください。スタッフ指示に従えない場合は、失格になる場合があります。 

◇表   彰 ・１０：００より：１～３位、飛び賞あり 

◇そ の 他 ・ライフジャケットを必ず着用ください。（無料貸し出しあり）／クーラーボックスは各自持参く

ださい。／駐車場ご利用の場合は、１日 720円／台が必要です。 

       ・当日、小雨の場合は決行しますが、ややこしい場合は、ﾌｨｯｼﾝｸﾞﾏｯｸｽ泉大津店（0725-22-5151）

にお問合せください。 

◇申 込 方 法  申込書にご記入の上、ＦＡＸでお送りください（先着順）申込み後のキャンセルは出来ません。 

申込締切 ５/２２（金） 「釣り大会申込書」 FAX:072-991-5608

事業所名 携帯番号 

住 所 〒 

会員番号
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

参加者名 

性

別 

年

齢 

会員との続柄

(いずれかに○)

釣具

(いずれかに○)

ライフ

ジャケット

（いずれかに○）

見学

のみ

の方

○ 

コースを選択してください 

竿は１人一本 （いずれかに○）

ＢコースＡコース

会員 家族 

一般 
要 不要 要 不要

会員 家族 

一般 
要 不要 要 不要

会員 家族 

一般 
要 不要 要 不要

１４市共済センター・互助会合同「共済釣り大会」

主催 フィッシングマックス 

司会 伊丹 章 

当日「四季の釣り」の番組取材

があります。 
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２

◇申込方法 ５月１５日（金）までに

記の上、お申込み下さい

      ★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

A 
６月  ６日（土

６月  ７日（日

B 
６月２０日（土

６月２１日（日

C 
６月２７日（土

６月２８日（日

D ７月２５日（土

E ８月  １日（

F ８月２９日（土

G 
９月１２日（土

９月１３日（日

H ９月２０日（日

京セラ I ８月２３日（日

この映画では、おかあさんとこどもたちのお

戦時下に生きた普通の人々の物語が

 決して声高ではありませんが、戦争

み、そしてそれ以上に普遍的な、いつの

と子の情愛’がそこにあります。

 主演は、鈴木京香。監督は、磯村一路

節目に当たる 2015年初夏、

お母さんの愛が、お母さんを想うこどもたちの

頬を熱く濡らす‘泣き’のエンタテインメントです

◇上映 期間  平成２７年６月６日

         平成２７年７月１０日（金）を予定

◇会員 料金   １,０００円(当日通常料金

 ◇申込締切日   平成２７年６月３０

 ◇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

東映映画「おかあさんの

までにＦＡＸにて事業所名、会員氏名､下記の①グループ

さい。申込み多数の場合は抽選をさせていただきます

－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 残数 席

土）14:00 日本ハム １０枚

ライト外野指定

日）14:00 日本ハム １０枚

土）14:00 ヤクルト ６枚

日）14:00 ヤクルト ６枚

土）14:00 ＤｅＮＡ ６枚

日）14:00 ＤｅＮＡ ６枚

土）18:00 ＤｅＮＡ ４枚

）18:00 ヤクルト ６枚

土）18:00 ヤクルト ６枚

土）14:00 広島 ６枚

日）14:00 広島 ６枚

日）18:00 ヤクルト ６枚

日）14:00 ＤｅＮＡ ６枚 ライト外野指定

おかあさんとこどもたちのお話しを中心に、 

が描かれています。 

戦争が人々にもたらす悲し 

いつの時代にも通じる‘母 

磯村一路。戦後７０年という 

すべての子供を戦争で奪われた 

こどもたちの愛が、観客の 

のエンタテインメントです。 

日（土）～ 
© 2015「おかあさんの

当日通常料金 1,800円、前売料金 1,400円) 

３０日（火）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、布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ、なんばﾊﾟｰｸｽｼﾈﾏ、大阪ｽﾃｰｼｮﾝ

,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

阪神タイガース「観戦チケット」

おかあさんの木」特別鑑賞券のあっせん 会員

グループ②日時③対戦相手を明

をさせていただきます。 

取り扱いです）

い戻しできません） 

種 価 格 

外野指定 2,200円 

外野指定 2,000円 

おかあさんの木」製作委員会

りがあります。 

ｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｨｼﾈﾏ 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） 

会員・同居のご家族限定 

会員・同居のご家族限定

土
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【優待内容】 対象期間の平日第１部・第２部及び休日（日・祝） 

第２部  が ５００円ＯＦＦ 

【対象期間】 ２０１５年４月７日（火）～２０１６年３月１８日（金）まで 
※除外〈休日〉土曜日、2015/9/20（日）～22（火祝）､ 10/11（日）､ 11/22（日）､ 2016/1/10（日） 

〈Ｈ.Ｓ〉2015/4/25（土）～5/6（水）､ 7/18（土）～8/31（月）､ 12/26（土）～2016/1/6（水） 

【優待料金（税込）】（ ）は通常価格 

◇キッザニア甲子園：兵庫県西宮市甲子園八番町 1-100ららぽーと甲子園 

  ※ご利用方法については、当センターまでお問い合わせください。 

    詳細をご連絡させていただきます。（今月号にﾁﾗｼ同封しています） 

  ※キッザニア東京も特別優待でご利用できます（内容は異なります） 

新阪急ホテルバイキング食事券 

◇ご利用店舗  大阪新阪急ホテル地下１階 グルメバイキング「オリンピア」

   ◇ご利用期間  ６月３０日（火） （除外日なし） 

   ◇営 業 時 間  平 日：１１：３０～１３：１０／１３：３０～１５：１０ 

              土日祝：１１：３０～１３：００／１３：３０～１５：００／１５：００～１７：００    

区　　分 営業時間 
大人券（１３歳以上） 子供券（４歳～１２歳）

（一般料金） （会員料金） （一般料金） （会員料金）

平　　日 
11:30～13:10 3,700 円

２,４００円

1,950 円

９００円

13:30～15:10 3,000 円 1,200 円

土・日・祝 

11:30～13:00 3,700 円 1,950 円

13:30～15:00 3,700 円 1,950 円

15:30～17:00 3,000 円 1,200 円

   ◇ご利用上の注意 

・ご利用の際は、事前に必ず「予約」をしてください。 ※満席でご利用出来ない場合があります。 

      予約電話番号 ０６－６３７２－５２４０（直通）

・当センターで食事券のあっせんを行います。事前に予約し、食事券を店舗へ持参ください。    

   ◇あっせん枚数 ・大人券 ６０枚、子供券３０枚（先着順） 

(株)大祥サッシ　　　　　八尾市美園町３ 

泉商店　　　　　　　　　八尾市泉町１ 

(有)八尾アルミセンター　八尾市山賀町１ 

ナンバ商店　　　　　　　八尾市高美町５ 

サンエスダイカスト(株)　八尾市竹渕東２ 

チタカ製作所　　　　　　八尾市太田新町３ 

チルコ商会　　　　　　　八尾市東山本町８ 

スカイエレック　　　　　　　　八尾市南太子堂５ 

㈱オーエヌテクノロジー　　　　八尾市北木の本２ 

浅田鮮魚店　　　　　　　　　　八尾市山本町３ 

南山本カイロプラクティック院　八尾市山本町南４ 

理容 かんばら　　　　　　　　 八尾市東山本新町８ 

たにがわ歯科医院　　　　　　　八尾市沼１ 

ワールド・サイト合同会社　　　八尾市西弓削２ 

木下アルミ(株)　　　　　　　　八尾市南本町８ 

㈱ＫＵＤＡＲＡ　　　　　　　　八尾市南木の本９ 

区分 園児（３歳～） 小学生 中学生 大人（16歳～） シニア（60歳～）

平日 

第１部

3,118円

(3,618円) 

3,550円

(4,050円) 

3,658円

(4,158円) 

1,390円

(1,890円) 

418円

（918円） 

平日 

第２部

2,470円

(2,970円) 

2,794円

(3,294円) 

2,902円

(3,402円) 

休日（日・祝）

第２部

2,794円

(3,294円) 

3,118円

(3,618円) 

3,226円

(3,726円) 

一般社団法人 全国中小企業勤労福祉サービスセンター 

キッザニア甲子園特別ご優待 

専用予約サイトでの 

事前予約 

クレジット決済限定 

入会事業所のご紹介

人気のオリンピア 会員・同居のご家族限定 

◇料   金 
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第5２回新入社員を励ます集いが開催されました！

  ４月６日（月）八尾商工会議所３階大ホールにおいて、八尾市内事業所の新入社員・若手社員２３社

８９名が集まり、第５２回新入社員を励ます集いが開催されました。 

第１部の式典では、八尾市長・八尾商工会議所会頭から参加者へ励ましの言葉が贈られ、式典の終わ

りには、新入社員の代表がお礼の言葉を述べました。その後、第２部の課外研修は、信貴山で行われ、

玉蔵院・野澤密孝貫主から法話を聞いた後、精神統一の座禅を体験しました。 

  「讃岐のこんぴらさん」と親しまれる金刀比羅宮は、その歴史を物語る数多くの奉納品に加え、自ら文化

の育成と発信に努めてきた同宮には、重要文化財を含め 3000点を超える文化財が所蔵されています。 

  あべのハルカス美術館では、開館１周年を記念し、金刀比羅宮の歴史や性格と結びついた貴重な宝物の中

から絵画、彫刻、民俗資料など４３件（約１２０点）を選びすぐってご紹介します。 

◇開催期間 ５月２２日（金）～７月１２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 1,100円（当日料金 1,300円） 

大高生   700円（当日料金   900円） 

中小生   300円（当日料金   500円） 

◇申込締切 ５月２０日（水） 円山応挙「遊虎図」東面 天明７（1787）年 

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。 

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。 

退会届・入会届は、お早めに提出をお願いします。  

●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） 

昔も今も、こんぴらさん。～金刀比羅宮のたからもの～

展覧会案内 （枚数に限りがあります） 会員・同居のご家族限定


