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飲み放題＆食べ放題 （一部除外商品があります） 

利用チケットのあっせん

近鉄百貨店(上本町店)

いよいよ夏本番！ 家族そして職場の仲間と乾杯！ 

◇利用期間   ７月１日（水)～８月３１日(月) 

１７：００～２２：００（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 21:30） 

             ※百貨店休業日8/5（水）及び貸切日の8/6（木）、 

8/10（月）、8/11（火）と天候不良日はご利用出来ません。 

             予約をお勧めします。
（満席等の場合は、お席がご用意出来ない場合が 

あります） 

             ビアガーデン直通 06-6775-1162 

近鉄上本町店 06-6775-1111（大代表） 

◇会員価格   男 性 ２,８００円 

（当日価格より５００円～８００円お得） 

女 性 ２,５００円 

（当日価格より５００円～１,１００円お得） 

利用チケットは、八尾市共済センター事務局であっせんします。 

  ◇期   間  平成２７年７月１８日（土）～８月３１日（月） 
  ◇営業時間  ９時３０分～１７時（プール遊泳は１６時５０分まで） 
  ◇（入園券＋プール券） 

区 分 種別 会員料金 一般料金 

特別割引入園券 
おとな １,２００円 ２,１００円

こども ６００円 １,２００円

アトラクションカード １,５００円 ２,０００円

※入園券のみの特別割引入園券の販売はございません。 

会員並びに同居のご家族限定です。対象の方以外はご利用出来ません。 

みさき公園 夏季特別割引入園券のあっせん
７月１８日（土）より「ぷーるらんど RiO」がオープン！

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
２０１５．７ 月号（Vol．２６・No２９３）

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://www.yao-kyosaicenter.or.jp/
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◇公演名称／八尾シティ－コンサート Part８５ 

大萩康司＆朴葵姫 ギター・デュオリサイタル 

◇出  演／大萩康司（ギター） 朴葵姫（ギター） 

◇公 演 日／９月１２日（土）１５：００開演 

（１４：３０開場） 

◇販売枚数／売切れ次第終了になります。 

◇会  場／八尾プリズム小ホール 

◇会員料金／２，７００円（一般３，０００円） 

◇申込締切／７月１７日（金）  

　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。 

◇申込方法 ＦＡＸにて事業所名、会員氏名、下記の①日時、②対戦相手を記入の上お申込み下さい。 

先着順とさせていただきます。 

      ★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 残数 席  種 価 格 

甲子園

８月２９日（土）18:00 ヤクルト ２枚

ライト外野指定 2,200円 
９月１２日（土）14:00 広島 ４枚

９月１３日（日）14:00 広島 ４枚

９月２０日（日）18:00 ヤクルト ６枚

京セラ ８月２３日（日）14:00 ＤｅＮＡ ２枚 ライト外野指定 2,000円 

◇住  所：八尾市二俣１－１３ ☎０７２－９４９－５２４１ 

◇施  設：２階 104打席 220ヤード 照明完備 

プリペイドカードによる全打席自動ティーアップシステム 

駐車場 168台、喫茶、レストスペースあり 

◇営業時間：平  日：９：００～２４：００  

土・日祝：７：００～２４：００ 

◇プリペイドカードあっせん中  ８,８００円（通常価格１０,０００円）

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） 

阪神タイガース「甲子園・京セラﾄﾞｰﾑ観戦チケット」

プリズムホールのご案内 

クラシックギター界に輝く“一対の宝玉”大萩康司と朴葵姫によるデュオリサイタル。国内屈指のギタリスト・

福田進一の兄妹弟子が、西日本で初めてその才能を融合させる至福のひとときをお楽しみください！ 

コーアゴルフプラザ

ⓒ堀内僚太郎 

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

パクキュ ヒ
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 トーベ・ヤンソンの生誕１００周年を記念した展覧会。代表作である「ムーミン」シリーズの挿絵原画の 

ほか、政治風刺雑誌のためのイラスト、生涯を通して挑戦し続けた油彩作品、「不思議の国のアリス」等の児童 

文学の挿絵など約４００点を紹介します。 

◇開催期間 ７月２５日（土）～ 

９月２７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 ７月１７日（金）

◇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）のプレゼントがあります。 

◇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（割引券は当センターにあります） 

◇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。 

◇ご予約の際は、当センター（八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター）会員であること、また、割引券を使用

する旨をお伝えください。また、現地では、必ず会員証をご提示ください。 

◇詳しくは、当センターへお問い合わせください。 

ゆったりと流れる川と一体となった大阪城・中之島周辺のまちなみ、 

緑あふれる大川等の川沿いは、都心の喧騒を忘れさせます。いくつもの 

橋をくぐりながら歴史あふれる大阪の名所・旧跡の数々を川面からお楽 

しみください。 

◇会員料金 大 人（中学生以上）１,０００円（一般１,７００円） 

小 人（小学生）    ５００円（一般   ８５０円） 

 ◇乗 船 場 大阪城港、八軒家浜船着場、淀屋橋港、ＯＡＰ港 

 ◇時 　間 約６０分の周遊後、乗船した港へ帰ってきます。 

◇源 泉 名：柏寿温泉 

   泉 質：弱アルカリ性-単純温泉 

   効 能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、うちみ、くじき、慢性消化器病、

痔病、冷え性、疲労回復など 

◇住  所：八尾市柏村２－６５－１ 

（電話０７２－９９０－００２０） 

◇施  設：内湯風呂、露天風呂、サウナ、お食事処等 

◇営業時間：１０：００～２５：００（年中無休） 

◇入浴料金：６４０円（通常価格 大人７５０円～８００円） 

展覧会案内

ト生誕１００周年 ーベ・ヤンソン展 ～ムーミンと生きる～

ときめきの宿割引補助のご案内 会員・同居のご家族限定 

アクアライナー 

源気温泉 八尾おゆば 

トーベ・ヤンソン《絵本「ムーミン谷へのふしぎな旅」挿絵》1977年

タンペレ市立美術館ムーミン谷博物館蔵
©

天然温泉 

会員・同居のご家族限定 

会員・同居のご家族限定 
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◇日  時  　８月２３日（日）神戸六甲アイランドフェリー乗場発着

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   ７月１７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 

①ＴＡＩＫＯ-ＬＡＢ神戸による和太鼓演奏＆体験ワークショップ／②ご当地キャラクターショー、三宮 

プラザ名店会キャラクター「プラザル」コーナー／③兵庫県芸術家協会による風見鶏サロンオーケスト

ラ／④兵庫県立「人と自然の博物館」移動博物館車「ゆめはく」展示／⑤縁日コーナー（有料）／⑥船 

内クイズラリー＆抽選会／⑦操舵室見学／⑧船長服で記念撮影／⑨その他楽しいイベントを開催予定 
※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。

※公共交通機関：JR住吉駅･六甲ﾗｲﾅｰ｢ｱｲﾗﾝﾄﾞ北口駅｣より無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ・運行時間 9:40～11:10頃（約 30分間隔）

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。 

●チケットは日にちに余裕をもってご注文ください。 

  ※在庫に限りがあるため、発注後２週間以上かかる場合がございます。 

  ⇒注文先が長期に休む場合もございます。予めご了承ください。 

　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）

平成２５年に発行させて

いただきましたガイドブッ

クは、消費税の増税等によ

り、価格、サービス内容が

変更になっている場合がご

ざいます。 

詳しくは、当センターま

でお問い合わせください。

また、当センターホームペ

ージもご活用ください。 

当センターガイドブック

の掲載内容について 

入 会 事 業 所 中上税理士事務所 八尾市刑部１丁目 

会員・同居のご家族限定


