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― 家庭用常備薬のあっせん ―

「いざ」という時の常備薬。皆さまもこの機会にぜひご利用ください。

申 込 先 八尾市共済センター ☎ 072-991-5607

申 込 方 法

・同封の「購入申込書」に数量及び金額をご記入ください。 
・事業所ごとに「購入申込書」を集めて、「家庭用常備薬品等申込み書（ﾍｯﾄﾞｼｰﾄ）」にご記入ください。

・「購入申込書」「家庭用常備薬品等申込み書（ﾍｯﾄﾞｼｰﾄ）」を同封の返信用封筒に切手を貼って
送付ください。 

申 込 締 切 ６月１９日(金) 当センター必着でお願いします。 

納 品 方 法 商品は、申込者ごとにまとめ㈱あまの創健より各事業所宛に送付されます。 

お問合せ先

・お問合せは、直接「㈱あまの創健」へお願いします。 
㈱あまの創健 〒541-0059 大阪市中央区博労町２－６－７ 

 ☎０６-６２５１-０９９０ 
（公財）八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター係

支 払 方 法
商品の振込用紙を同封いたします。(振込手数料は業者負担）
事業所ごとにお取りまとめのうえ、郵便局もしくはコンビニエンスストアでお振込みください。 

そ の 他 ・万一商品の破損、過不足等がありましたときは、 ㈱あまの創健へ直接ご連絡ください。

シェラトン都ホテル大阪 会員・同居のご家族限定

ご利用期間 平成 27年 6月 5日（金）～ 7月 31日（金）

ご利用店舗 21階 トップオブミヤコ 

ディナーバイキング 対象メニュー

料

金

3,600円（通常 4,600円） 一般（中学生以上） 

小学生 1,600円（通常 2,400円） 

4歳～小学生未満 1,000円 

ご予約・お問合せ先 ☎06-6773-1279（直通） 

◇ご利用上の注意 

   ※予約制です。満席でご利用出来ない場合があります。 

   ※土・日祝日のご利用時間は９０分以内で２部制になります。 

   ※当センターで食事券のあっせんを行います。ご予約し食事券を各店舗へ持参 

下さい。但し、4歳～小学生未満は、トップオブミヤコでお支払い下さい。 

  ◇シェラトン都ホテル大阪 

   大阪市天王寺区上本町6-1-55（近鉄 大阪上本町駅直結） 

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
２０１５．６ 月号（Vol．２６・No２９２）

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 ６月１２日（金）までにＦＡＸにて事業所名、会員氏名、下記の日時、対戦相手を明記の上、お申込

み下さい。予定枚数を超えた場合は抽選になります。 

      ★ＦＡＸ番号 ０７２－９９１－５６０８ 

◇申込枚数 会員１人につき２枚１組ずつです。（大人のみの取り扱いです）

※申込み後の払い戻し、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戻しできません） 

※雨天中止の場合のみ、共済センターより払い戻しさせて頂きます。 

区分 日    時 対 戦 相 手 席  種 価 格 枚数（予定）

甲子園 ７月２０日(月・祝)18:00 巨  人 ライト外野指定 2,200円 10枚 

◇申込方法  先着順です。ＦＡＸで事業所名、会員氏名、日時、対戦相手を明記の上お申込みください。 

◇申込枚数  会員１人につき、各グループから２枚１組ずつです。（大人のみの取扱いです） 

 ※申込み後の払い戻し、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戻しできません） 

※雨天中止の場合のみ、共済センターより払い戻しさせて頂きます。 

区分 日  時 対 戦 相 手 席  種 価 格 枚数（予定）

甲 

子 

園 

Ａ
６月 ６日(土)14:00 日本ハム 

ライト外野指定 2,200円 

2枚 

６月 ７日(日)14:00 日本ハム 2枚 

Ｂ
６月２０日(土)14:00 ヤクルト 2枚 

６月２１日(日)14:00 ヤクルト 6枚 

Ｃ
６月２７日(土)14:00 ＤｅＮＡ 4枚 

６月２８日(日)14:00 ＤｅＮＡ 6枚 

◇公 演 名   ミュージカル サンセット大通り（トニー賞７部門受賞 傑作ミュージカル） 

          作曲＝アンドリュー・ロイド＝ウェバー 作詞・脚本＝ドン・ブラック、クリストファー・ハンプトン 

          演出＝鈴木裕美

◇出 演 者   大女優・ノーマ：安蘭けい／濱田めぐみ 

          脚本家・ジョー：平方元基／柿澤勇人 

          鈴木綜馬／水田航生／戸井勝海／浜畑賢吉 

◇公 演 日   ７月３１日（金） １８：００開演（安蘭けい・平方元基） 

         ８月 １日（土） １７：３０開演（濱田めぐみ・柿澤勇人） 

◇会　 　 場  シアターＢＲＡＶＡ！（大阪市中央区城見1-3-2） 

◇会員料金  Ｓ席（夜の部）  １１,０００円（通常１２,６００円）  １０枚 

◇申込締切  ６月１９日（金）先着順 

         　 注）申込み後の変更・キャンセルは出来ません。 

         　 　 　 未就学児のご入場はご遠慮下さい。 

◇期 間  平成 27年 7月 18日（土）～平成 28年 5月 8日（日）（予定） 

◇場 所  海遊館エントランスビル 4F 

阪神タイガース７月は伝統の巨人戦！
絶対に負けられない戦い。頑張れ阪神タイガース！

ミュージカル サンセット大通り ～2015年夏、待望の再演！～

海遊館からのお知らせ

海遊館では開館２５周年を記念し、サメをテーマにした特別企画展示を開催します。

サメの捕食行動をテーマに、その知られざる秘密や驚きの能力について、楽しみながら

学ぶことができる企画展示です。水槽で泳ぐ姿をみるだけでは伝えられないジンベエザメ

をはじめ、多種多様なサメたちの不思議な能力や魅力を伝えます。 

阪神タイガース６月のチケットあっせん 会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定
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◇主   催 ㈱スポニチプライム（大阪市西区西本町1-2-14）電話06-6578-4501 

◇日   時 平成２７年７月２６日（日）  

※出発・解散時間は、㈱スポニチプライムへお問い     

合わせください。 

◇場   所 和歌の浦（網代海岸）：和歌山マリーナシティ 

◇集   合 近鉄河内永和駅前もしくは布施駅前（参加人員により決定） 

または、現地集合 

◇お申込み先 ㈱スポニチプライム 

（大阪市西区西本町1-2-14）電話06-6578-4501 

◇参 加 費   

区分 
バス利用 現地集合 

会員価格 一般価格 会員価格 一般価格 

大人（中学生以上） ６,０００円 ７,８００円 ４,０００円 ５,０００円 

小学生 ４,０００円 ５,８００円 ３,０００円 ４,０００円 

3才～小学生未満 ３,０００円 ４,８００円 ２,０００円 ３,０００円 

※幼児（2才以下） ２００円 ２００円 ２００円 ２００円 

       ※幼児のバス参加は座席がありません。座席希望の場合は、 

3才～小学生未満の料金になります。 

       ※参加費は、主催会社へお振込みください。 

        三菱東京ＵＦＪ銀行 信濃橋・普通預金0067924・ 

株式会社スポニチプライム（振込手数料はお客様負担です）        

◇募集人員 １０名（先着順です） 

◇申込締切 平成２７年 ６月３０日（火） 

◇そ の 他 ７月１１日以降はキャンセル料金がかかります。 

       当センターは添乗しません。全てスポニチプライムが対応致します。 

◇有効期間  平成２７年７月４日（土）～平成２７年９月６日（日） 

       ※休園日 ７月７日（火）・１４日（火）・９月１日（火） 

◇営業時間   
7月 6日（月）～17日（金）の平日・9月の平日 10時～17時 

7月・9月の土・日曜、7月 20日（月）～31日（金） 10時～18時 

8月の平日（8月 10日（月）～14日（金）を除く） 10時～19時 

8月の土・日曜、8月 10日（月）～14日（金） 10時～21時 

プールの開催時間は 10時～17時。但し、7月 6日～17日の平日と 
9月の平日は 16時まで 

       ※荒天などにより営業時間が変更になる場合があります。 

◇入園料金   

区  分 会員価格 一般価格 

入園＋ 

フリーパス引換券 

おとな（中学生以上）３,４００円 ４,４００円

小学生 ２,９００円 ３,８００円

２歳～未就学児 １,９００円 ２,６００円

入園＋ 

プール入場券 

おとな（中学生以上）１,５００円 ２,３００円

こども（２歳～小学生） ８００円 １,３００円

地引網体験とバーベキューの日帰り旅行

ひらパー（ひらかたパーク）チケットの斡旋今、話題の！ 

夏季25枚限定！売り切れ必至！先着順です。お早目に！

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定
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八尾市共済センター 平成２６年度 決算報告

映画券 

情報

ＭＯＶＩＸ券 １,２００円
（有効期限：Ｈ２７年９月末迄） 

全国のイオンシネマでもご利用いただけます。

共通券１,１００円
（有効期限：Ｈ２８年３月末迄） 

布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ・ﾃｱﾄﾙ梅田共通 

東 宝 券 １,１００円
（有効期限：Ｈ２７年１０月末迄） 

あべのアポロシネマ １,１００円
（有効期限：Ｈ２７年８月末迄） 

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。 

　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） 

単位：円

区分 科　　目　　名 区分

基本財産等運用収入

会費等収入 広報事業費

特定資産運用収入 事業運営費

事業収入 負担金支出

補助金収入 共済給付事業費

負担金収入 給付事業費

雑収入 福利事業費

基本財産取崩収入 健康管理事業費

特定財産取崩収入 人件費

前期繰越収支差額 運営経費

人件費

運営経費

収入計 特定資産支出

単位：件・円

件数 給付金額（円） 1 105,000

結婚・周年記念 42 1,080,000 0 0

成人 5 25,000 ５年 61 305,000

還暦 24 120,000 １０年 62 620,000

出産 33 330,000 １５年（記念品） 40 185,760

子供の小中学校入学 111 870,000 ２０年 22 1,100,000

39 1,296,000 ２５年（記念品） 13 89,856

31 955,000 484 7,081,616

障害見舞金

傷病見舞金

災害見舞金

永年在会

合計

1,933,000

4,456,065

2,466,983

科　　目　　名

事　　業　　費

収
入
の
部

次期繰越金

6,945,050

1,570,211

管　　理　　費

56,282,934

7,810,144

死亡弔慰金

種類

祝
金

給付金支給状況

決　　算　　額

42,486,020

423,350

5,136,944

11,835,240

4,781,000

2,300,616

9,152,822支
出
の
部

支出計

2,994,933

2,071,858

923,075

2,991,837

48,472,790

決　　算　　額

75,454

2,800,616

6,455,836

664,000

14,195,700

24,298

4,781,000

18,770,769


