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かに料理と舞鶴赤レンガ博物館の旅！ 

◇日  時  平成２７年１１月２９日（日）雨天決行  

出発時間  午前７時３０分 

解散時間  午後８時００分 

場    所  八尾商工会議所 

◇行 程 表  八尾―（近畿道・中国道・舞鶴道）―久美浜温泉湯元館 11:00～13:30（Ａコース：昼食・入浴／

Ｂコース：昼食・ジャージー牧場）―舞鶴 赤レンガ博物館―道の駅（とれとれセンター）―

（舞鶴若狭道・京都縦貫・第二京阪・近畿道）―八尾 

※交通事情・天候等により場所・時間が変更になる場合がございます。 

◆コースをお選びください。 

　Ａコース：昼食と温泉入浴（11:00～13:30） 

※旅館でゆっくり昼食と入浴をお楽しみください。 

　Ｂコース：昼食（11:00～12:30）後、ジャージー牧場の見学・お買物を行います。

※12:30にバスで旅館を出発し、ジャージー牧場の見学・お買物後、13:30に

　旅館へ帰着します。 

◇昼  食  久美浜温泉「湯元館」で昼食―かに料理（２.５杯） 

◇参 加 費  大人 ９，０００円（会員及び会員の同居登録家族） 

※上記対象者以外の方の参加費は１７,０００円です。 

小人の設定はございません（３歳未満の参加は不可） 

◇募集定員  ４０人（最少催行人員３０人） 

◇申込方法  先着順です。（定員になり次第締切りさせていただきます） 

※申込み多数の場合は、会員及び会員の同居登録家族を優先します。 

ＦＡＸ（072-991-5608）又は郵送でお申し込みください。 

申し込みの際に下記の事項をご記入ください。 

①事業所名、②参加者全員の氏名、③会員・家族・非会員の区分

④会員は会員番号、⑤代表の方の携帯電話番号

⑥Ａコース、Ｂコースをお選びください。 

◇申込締切  １０月３０（金） 

◇そ の 他  お申込み後の取り消しは、キャンセル料がかかることがあります。 

カニ料理 
日帰りバスツアー 

久美浜温泉

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
２０１５．１０月号（Vol．２７・No２９６）

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
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ホームページ http://www.yao-kyosaicenter.or.jp/
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1948年 8月 9日。長崎で助産婦をして

前に原爆で亡くしたはずの息子・

「母さんは諦めが悪いからなかなか

その日から、浩二は時々伸子の前

はたくさんの話をするが、一番の

ことだった。 

「いつかあの子の幸せも考えなきゃね

だったけれど、楽しかった。

その幸せは永遠に続くように見えたー

母親・伸子に吉永小百合、息子の

恋人・町子役には黒木華という理想的

洋次監督が初めてつくる、やさしく

誕生します。 

◇上 映 期 間  平成２７年１２月１２

◇会 員 料 金   ９００円(当日通常料金

 ◇申込締切日   平成２７年１１月３０

 ◇上映映画館   MOVIX八尾、あべのｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ

  ◇住  所：大阪府河内長野市天野町

◇電  話：０７２１－５４－３１０１

  ◇利用期間：１０月１日（木）～

  ◇利用時間：平日１０時～１７時

土・日・祝日９時３０

（１１月は１７時まで、１２月は１０時～１６時３０分まで） 

  ◇休 園 日：毎週火曜日（但し１０月１３日、１１月３日は営業） 

   ※利用時間、休園日等は関西サイクルスポーツセンターへご確認ください。 

  ◇会員料金：入場券＋フリーパス

種  類 

おとな（中学生以上） 

こどもＡ（３歳～小学生・

こどもＢ（３歳～小学生・

シルバー（６０歳以上） 

  ※駐車場（１日）普通・軽自動車

日帰りバスツアーに
８月３０日（日）「天空で行く世界遺産：高野山の旅」の日帰り 

バスツアーに２３名が参加しました。南海高野線の橋本駅からは、観 

光電車「天空」に乗車。極楽橋からは「ケーブルカー」で高野山に到 

着しました。昼食は、精進料理を堪能し、根本大塔、金剛峰寺、奥の 

院など、開創１２００年の高野山を散策しました。

松竹映画「母と

関西期間限定 

をして暮らす伸子の前に、3年 

・浩二がひょっこり現れる。 

いからなかなか出てこれなかったんだよ」。 

前に現れるようになる。ふたり 

の関心は浩二の恋人・町子の 

えなきゃね」。ふたりの時間は、奇妙 

© 2015
えたー。 

の浩二役に二宮和也、浩二の 

理想的なキャスティングで山田 

やさしく泣けるファンタジー作品が 

１２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) 

３０日（月）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、大阪ｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｨｼﾈﾏ

大阪府河内長野市天野町１３０４  

３１０１

）～１２月１３日（日） 

時、 

３０分～１７時３０分 

フリーパス（乗物乗り放題）         

会員料金 一般料金 
※他のｻｰﾋﾞｽとの

※

　ご了承ください。

１,８００円 ２,８００円

110㎝以上） １,５００円 ２,５００円

110㎝未満）  ７００円 １,７００円

１,３００円 ２,０００円

軽自動車 1,000円／大型・マイクロバス 2,000円／バイク

日帰りバスツアーに行ってきました！

と暮せば」特別鑑賞券のあっせん

監督：山田洋次

脚本：山田洋次

出演：吉永小百合

関西サイクルスポーツセンター

2015「母と暮せば」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 

のｻｰﾋﾞｽとの併用は出来ません。

ｲﾍﾞﾝﾄ等でﾌﾘｰﾊﾟｽのご利用いた

　だけない施設もございますので

バイク 500円 

会員・同居のご家族限定

山田洋次

山田洋次・平松恵美子 

吉永小百合、二宮和也 

会員・同居のご家族限定
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 大ピラミッドを建造したクフ王の母へテプヘレス、エジプト 

最後の女王クレオパトラといったエジプト史の中で大きな役割を 

果たした「女性たち」。彼女らにまつわる逸品の数々が、ルーヴル

美術館、大英博物館、ボストン美術館等、世界各国の美術館・博

物館より集結、その神秘的な影像に迫ります。 

◇会　期：１０月１０日（土）～１２月２７日（日）  

◇会　場：国立国際美術館（大阪市北区中之島） 

◇価 格：一 般 １,３００円 （通常料金１,５００円）

　　　　 大学生 １,０００円 （通常料金１,２００円） 

　　　　 高校生   ５００円 （通常料金  ６００円） 

◇締切日：１０月７日（水） 

                江戸時代中期の大阪や京都では、個性的な作風で人気を得た絵 

               師が活躍しました。伊藤若沖や曾我蕭白はよく知られていますが、 

               同時代の大阪でも、墨江武禅（すみのえぶぜん）や林閬苑（はや 

               しろうえん）は、当時の流行であった中国絵画を学んだ「唐絵師」 

               として大いに人気を博しました。本展では、すぐれた手腕を持っ 

て活躍した武禅と閬苑の二人に焦点をあて、彼らの画業を紹介す 

るとともに、同時代の大阪や京都で活躍した個性派の絵師たちを 

紹介します。 

◇会　期：１０月３１日（土）～１２月１３日（日）  

◇会　場：大阪歴史博物館（大阪市中央区大手前） 

◇価　格：一    般 ８００円 （通常料金１,０００円）

大学・高校生 ６００円 （通常料金  ８００円） 

                   中学生以下無料 

◇締切日：１０月２１日（水） 

映画券

情報

MOVIX券１,２００円（有効期限：Ｈ２８年１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：Ｈ２８年２月末迄） あべのｱﾎﾟﾛ１,０００円（有効期限：Ｈ２８年３月末迄）

※布施ﾗｲﾝｼﾈﾏは小人ﾁｹｯﾄがあります。１枚７００円（３歳～高校生）座席券引換時に必ず学生証を提示ください。 

展示会案内

クレオパトラとエジプトの王妃展

唐画
か ら え

もんー武禅に 良 苑、若沖も

あべのアポロシネマの映画観賞券が１,１００円⇒１,０００円に値下げしました。

８つのｽｸﾘｰﾝ（183席～302席）、駐車場4時間ｻｰﾋﾞｽ

入 会 事 業 所
小川商事株式会社 　　　　八尾市老原９丁目 

アットクリエイト株式会社 八尾市上尾町４丁目 

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）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。 

◇旅館・料理の一例（詳しくは、当センターへお問い合わせください） 

自家養魚の ふぐ料理 (10～4月)

福井県・若狭小浜 まるふじ ℡ 0770-54-3048
冬の味覚の王者ふぐ。波静かな若狭湾の入り江で、まるふじ自ら育てたふぐを

ヒレ酒、てっさ、てっちり、湯引き、雑炊でふんだんに味わえる。さらにフルコ

ースは自慢の焼きふぐ、ふぐ唐揚げが付く豪華版。

◇１泊２食 ふぐ料理 11,000 円 フルコース 15,000 円 (消費税別)

鍋料理の王者 クエ料理 (10～3月)

和歌山県・日高 橋本荘 ℡ 0738-64-2157
すぐ前に海が広がる橋本荘。味は自慢のクエ料理。クエは２０～３０kg にも成

育し、見た目はいかついが、ふぐよりうまいといわれる超高級魚。活クエ鍋セット

はクエ鍋、内臓料理、雑炊が付く。人気の活クエフルセットは、さらにクエうすづ

くり、クエてんぷら、ヒレ酒が付く。

◇１泊２食 活クエ鍋セット 14,300 円。活クエフルセット 17,300 円。

休前日 1,000 円増、２名 1,000 円増(消費税別)

自家山で 松茸狩りと松茸料理 (10～11月上旬)

京都府亀岡・ほん梅の里 ℡0771-26-3087
秋１番のグルメはやっぱりまつたけ。自家松茸山のほんもの松茸を亀岡黒毛和牛 

のすきやきと松茸ご飯で味わう。贅沢派にはさらに焼き松茸・土瓶蒸しの付くフル 

コースもある。松茸狩りを楽しみたい人には入山コースもある。

◇１泊２食松茸料理 12,000 円 フルコース 17,000 円

日帰り松茸狩り 11,000 円 (消費税別)

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。 

 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） 

価格、サービス内容は、当

センターに連絡なく変更にな

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、大阪労

働協会、全福センターのホー

ムページをご活用ください。 

ときめきの宿割引補助のご案内 会員・同居のご家族限定 


