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クエ料理とアドベンチャーワールド

日帰りバスツアー！

◇日　　時 平成２８年３月６日（日）雨天決行 

出発時間  午前８時００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・阪和道）－白浜温泉（昼食：九絵亭－クエ料理）11:30～13:00－ 

アドベンチャーワールド（約 2時間 30分）－とれとれ市場（お買物）－（阪和道 

・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。 

◇参 加 費 大人６，０００円（会員及び会員の同居登録家族） 

※子供料金の設定はございません。 

※３歳未満のお子様の参加は出来ません。 

※上記対象者以外の方の参加費は１６,５００円です。 

◇募集定員 ４０人（最少催行人員２０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 

◇申込締切 平成２８年２月１９日（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。  

映画券

情報 

MOVIX券１,２００円（有効期限：Ｈ２８年５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５月末迄）

あべのｱﾎﾟﾛ１,０００円
（有効期限：Ｈ２８年６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。 

とれとれ

市場

日帰りバスツアー アドベンチャー

ワールド

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
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 大阪府八尾市清水町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/

２０１６．２ 月号（Vol．２７・No３００）
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◇場    所：天保山マーケットプレイス３階 

大阪市営地下鉄中央線「大阪港」駅下車徒歩５分 

◇有効期間：平成２８年６月３０日（木）まで 

◇休館日・営業時間：施設へお問い合わせください。 

電話番号０６－６５７３－６０１０ 

◇会員料金

種  類 会員料金 通常料金 

おとな（１３歳以上） １,８００円 ２,５００円

１,８００円こども（３歳～１２歳） ２,０００円

◇注意事項：本チケットで全アトラクションが利用できます。 

但し、大人の方（１６歳以上）のみの入場はできません。 

必ず１５歳以下のお子様と一緒にご入場ください。 

◇申込締切：２月１０日（水）  

　※チケットのお渡しは、２月２４日（水）以降の予定です。 

◇ＵＲＬ：https://www.legolanddiscoverycenter.jp/osaka/

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob Configuration and LEGOLAND  

are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group 

結婚５０年をむかえようとする夫婦。たまには妻に誕生日のプレゼント 

でも買ってやろうかと夫が欲しいものを聞いてみると、妻の答えはなんと 

－「離婚届」！一家に突然降りかかる、まさかの“熟年離婚”騒動に、子 

供たちは大慌て。さらに、この離婚騒動をきっかけに、開かれた家族会議 

では全員の不満があちらこちらから噴出・・・！ 

果してこの家族はどうなってしまうのか？ 

監 督：山田 洋次 

脚 本：山田 洋次、平松 恵美子 

出 演：橋爪功、吉行和子、西村雅彦、夏川結衣、中嶋朋子、林家正蔵、 

    妻夫木聡、蒼井優 他 

◇上 映 期 間  平成２８年３月１２日（土）～全国ロードショー 

◇会 員 料 金   １,０５０円(当日通常料金１,８００円、前売料金１,４００円) 

 ◇申込締切日   平成２８年３月２５日（金）まで ※先着順です。枚数には限りがあります。 

 ◇上映映画館   ＭＯＶＩＸ八尾、あべのアポロシネマ、布施ラインシネマ、なんばパークスシネマ 

大阪ステーションシティシネマ、イオン四条畷、ほか 

レゴランド・ディスカバリー・センター大阪チケットのあっせん 
会員・同居の

ご家族限定
初登場

レゴランド・ディスカバリー・センター大阪は、３００万個を超えるレゴⓇブロックがいっぱいの屋内型

エンターテインメント施設です。 

 遊びながら創造力を刺激する体験型アトラクションが盛りだくさん！ご家族でレゴ・ディスカバリー・セ

ンター大阪へＧＯ！ 

松竹映画「家族はつらいよ」映画鑑賞券のあっせん 会員・同居のご家族限定

© 2016「家族はつらいよ」製作委員会
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◇場   所：大阪市鶴見区 花博鶴見緑地特設会場 

（地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 公園内徒歩１２分） 

◇公演期間：平成２８年３月１２日（土）～６月１３日（月） 

◇公演時間：月曜日～水曜日 １１：００／１３：４０開演 

金曜日 １３：００／１５：４０開演 ２回公演 

土曜日 ３月１２日－１３：００開演／１５：４０開演 

３月１９日・２６日・４月２日・９日－１１：００開演／１３：４０開演 

４月１６日以降－１０：２０開演／１３：００開演／１５：４０開演 

日祝日 １０：２０開演／１３：００開演／１５：４０開演 

※公演は約２時間＜休憩１５分間＞ 

◇休 演 日：毎週木曜日（５月５日を除く）、３月１６日、４月１３日

５月６日、５月１８日 

◇入 場 券 

区 分 種別 会員料金 当日料金

自由席
おとな ２,０００円 ３,２００円

こども（３歳以上中学３年生まで） １,０００円 ２,２００円

◇申込締切：平成２８年５月３０日（月） 

※申込み後の変更、キャンセルは出来ません。 

★貸切公演ならではの特典                       

①出演者のアシスタントによる幕間のお楽しみ抽選会／②終演後にトップスターのご挨拶 

⇒次回貸切公演のペアチケット、スター自筆サイン色紙などが当たる 

◇公  演  組：月組 
◇演   　 目：簡易生命保険誕生１００周年 かんぽ生命ドリームシアター 

ロック・ミュージカル『NOBUNAGA＜信長＞－下天の夢－』  作・演出／大野 拓史 

簡易生命保険誕生１００周年 かんぽ生命ドリームシアター
シャイニング・ショー『Ｆｏｒｅｖｅｒ ＬＯＶＥ !!』　 　 　 　 　 　 　 　 作・演出／藤井 大介  

◇主な出演者：龍真咲、 愛希れいか ほか 
※龍真咲は、この公演を最後に退団します。 

◇公  演  日：２０１６年６月１８日（土）１５：００開演 
２０１６年７月 ２日（土）１５：００開演 

◇会 員 料 金：Ｓ席７,０００円（一般８，３００円） ３０枚／Ａ席５,０００円（一般５，５００円） １０枚 
※１階・２階の席の指定は出来ません。  

◇申 込 締 切：２月１９日（金） 先着順                               
   ※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ください。

木下大サーカス 大阪花博公演入場券のあっせん

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定

宝塚大劇場貸切公演のご案内

海遊館史上最大「ちきゅうたいかんイルミネーション！」

海遊館史上最大 130 万球のイルミネーションで光の海遊館をめぐる旅へ！

◇場 所：海遊館（大阪市港区） 
      大阪市営地下鉄中央線「大阪港」駅下車徒歩５分 
◇開催日：～平成２８年３月６日（日）まで 

※２月１７日（水）・１８日（木）の休館日を除く 
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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 ２月１２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。

新年お年玉プレゼントに７６名の皆様からご応募をいただきありがとうございました。 

お年玉プレゼントは、ご応募いただいた中から抽選させていただきました。 

 １等 『選べるギフト』  岡田 清一 様（公益財団法人八尾市文化財調査研究会） 

２等 『選べるギフト』  大森 駿佑 様（國陽電興株式会社） 

上田 明美 様（八尾シティネット株式会社） 

３等 『選べるギフト』  小野 桃夏 様（社会福祉法人あけぼの会 あけぼの第二保育園）

川上  渚 様（社会福祉法人竜華福祉会 みよし保育園） 

井口 ルミ 様（社会福祉法人竜華福祉会 みよし保育園） 

特別賞『共済センター福袋』入澤 隆司 様（株式会社西村機械製作所） 

以上の方々が当選されました。 おめでとうございます。 

入学祝金の申請準備をお願いします 

●本年４月に小学校・中学校へ入学されるお子様がおられる会員様に、入学祝金の 

給付申請書を３月下旬にお送りします。 

（教育委員会等から送られた入学・就学通知書のコピーが必要です） 

給付対象者は、平成２８年４月１日現在登録会員です。 

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。 

未加入事業所をご紹介ください

皆さまのお知り合いで、共済センターに未加入の事業所がありましたらご紹介ください。 

事務局から資料の送付、詳しい説明にお伺いさせていただきます。未加入事業所をご紹介いただければ 

１事業所入会につき１０,０００円／従業員１名入会につき１,０００円の金券をプレゼント

対象は、加入後３ケ月経過の従業員、事業所、従業員の方は既存会員事業所未加入の方。３ケ月ごとの

入退会者は該当しません。また、１グループ企業は１事業所とさせていただきます。  

（有）ポーラベア    八尾市安中町１ ご入会事業所 

事務局からの
お知らせ


