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◇日 時 ６月１２日（日） ６：３０～

◇場 所 和歌山北港魚釣り公園

◇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 ２,０００円 「飛ばし

サビキ」

大人・

中学生向き

希望
大人 4,450円 ２,２００円

子供 3,750円 １,５００円 子供 3,950円 １,７００円

不要
大人 1,950円 １,０００円

不要
大人 1,950円 １,０００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 1,100円・子供（6歳～15歳以下）600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・特別賞等あり

◇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）

にお問合せ下さい。

◇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 ５/２０（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○）

Ａコース Ｂ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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◇阪神タイガース観戦チケット値下げしました。２,２００円⇒１,９００円へ値下げ

◇申込方法 先着順です。ＦＡＸにて事業所名、会員氏名､下記の①グループ②日時、③対戦相手を明記の上、お

申込み下さい。

★ＦＡＸ番号 ０７２－９９１－５６０８

◇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
グル
ープ 日 時 対戦相手 残数 席 種 価 格

甲子園

A ５月 ７日（土）14:00 ヤクルト ６枚

ライト外野指定 1,900円

B ５月 ８日（日）14:00 ヤクルト ４枚

C ５月２１日（土）14:00 広 島 ４枚

D ６月 ４日（土）14:00 西 武 ８枚

E ６月 ５日（日）14:00 西 武 ２枚

F ６月１８日（土）14:00 ソフトバンク ６枚

G ９月１７日（土）14:00 ＤｅＮＡ ２枚

スペイン・カタルーニャ地方のフィゲラスに生まれたサルバドール・ダリ（1904-89）は、シュルレアリ

スムのみならず、20世紀美術を代表する芸術家として、広く知られています。今日でもなお、世界中で高い

人気を誇るダリの芸術の全貌を振り返る大回顧展が、ダリの作品の最大のコレクションを誇り、また今日に

おけるダリ研究の中心でもあるダリ財団、ダリ美術館、そしてレイナ・ソフィア美術館の 3機関との共同プ

ロジェクトによって、開催可能となりました。日本での個展は 2006年以来約 10年ぶりの開催となります。

油彩作品のほか、ドローイング、オブジェ、ジュエリー、書籍、映像など、様々なジャンルにまたがる多彩

な作品群でダリの魅力に迫ります。

◇会 期 平成２８年７月１日（金）～９月４日（日） 午前９時～午後５時

※入館は閉館３０分前まで

※月曜日は休館。但し、７月１８日は開館

◇会 場 京都市美術館

京都市左京区岡崎円勝寺町 124（岡崎公園内）

◇会員料金 一　　般 ７００円（当日通常料金 1,600円、前売料金 1,400円）

高 大 生 ５００円（当日通常料金 1,100円、前売料金 900円）

小中学生 ２００円（当日通常料金 600円、前売料金 400円）

※幼児以下は無料

◇申込締切日 平成２８年５月２７日（金）まで

映画券

情報

ＭＯＶＩＸ券１,２００円
（有効期限Ｈ２８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

（布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ･ﾃｱﾄﾙ梅田共通券）
（有効期限：Ｈ２９年３月末迄）

東宝券１,１００円
（有効期限：Ｈ２８年５月末迄）

あべのアポロシネマ１,０００円

（有効期限：Ｈ２８年７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。

阪神タイガース「観戦チケット」

ダリ展入館券のあっせん 会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定
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◇構成・演出・出演：美輪明宏

◇演 奏：セルジュ染井アンサンブル

◇公 演 日：８月７日（日）１７：３０開演（１７：００開場）

◇販売枚数：限定枚数５０枚（お申込み多数の場合は抽選を行い６月３日（金）

までに当選者のみにご連絡させていただきます。）

◇会 場：八尾プリズム大ホール

◇会員料金：Ｓ席８,０００円（当日価格８,５００円）

Ａ席７,０００円（当日価格７,５００円）

◇申込締切：５月２０日（金）

注）申込み後の変更、キャンセルは出来ません。

就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。

◇公演内容：日本を代表する劇団「文学座」による本格派演劇公演。

1949年にニューヨークで初演から実に 742回のロング

ラン公演が行われ、ピューリッツアー賞などの各賞を

総ざらいした名作。「家庭の崩壊、若者の挫折感」など、

第 2次世界大戦後「アメリカン・ドリーム」に翳を落

とした人間疎外の様を鋭く描いた舞台が反響を呼び、

日本でも 1954年から現代に至るまで公演されてきた。

◇あらすじ：夢を叶えるにふさわしい仕事こそセールスマンであると信じてきた。６０歳を過ぎたウィリ

ー・ローマンはかつてのような精彩を欠き、輝かしい未来が広がっているかに見えた息子た

ちも３０を過ぎても自立できずにいる。妻のリンダは献身的に夫を支えるが、家庭の中に希

望の光は見出せそうにもない。そんなウィリーを、時代の変化は容赦なく置き去りにしよう

としている。信念に固執するウィリーが家族のため、そして何より自分のために選んだ道とは…。

◇出 演：三木敏彦、たかお鷹、石川武、岸槌隆至、林田一高、鍛治直人、佐川和正、

星智也、富沢亜古、古坂るみ子、永川友里、鹿野真央

◇会 場：八尾プリズム小ホール

◇公 演 日：７月３日（日）１４時開演（１３時３０分開場）

◇会員価格：３,８００円（一般４,２００円）

・障がい者３,６００円（本人及び付添い方１名まで）

・１８歳以下１,０００円（当日各３００円増）

◇申込締切：５月２０日（金）

注）ご入場の際には、それぞれ確認できる証明書（学生証・保険証等）をご持参ください。

就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。

車椅子でご来場のお客様は、事前にプリズムホールチケットカウンター（072-924-9999）までご連絡ください。

◇会員価格１冊２００円(一般価格４５０円)

◇申込締切５月３１日（火）

※冊数に限りがあります。

お申込み後のキャンセルは出来ません。

プリズムホールのご案内 会員・同居のご家族限定

４年連続NHK 紅白歌合戦に出場。演出家、俳優、歌手として幅広く活躍する美輪明宏のコンサート

美輪明宏／ロマンティック音楽会

文学座 「セールスマンの死」

●株式会社 sunrise
八尾市天王寺屋２

●社会福祉法人真與会

ハッピーチルドレン保育園

八尾市太田３

入会事業所 ２０１６プロ野球選手名鑑 会員・同居のご家族限定
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第53回新入社員を励ます集いが開催されました！

４月５日（火）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

５２名が集まり、第５３回新入社員を励ます集いが開催されました。

第１部式典では、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

には参加者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、玉蔵院の

執事から法話を聞いた後、精神統一の座禅を体験し、社会人としての気持ちを新たにしました。

◇会 場：大阪松竹座 （大阪市中央区道頓堀 1-9-19）

◇出 演 者：浅野ゆう子、村上弘明、宇梶剛士、有森也実、ほか

◇会員価格：３階席 １,５００円 （一般価格￥４,０００円）

◇公演日

◇申込締切：５月２５日（水） お申込み多数の場合は抽選を行い、５月３１日（火）までに当選者のみにご連絡させ

ていただきます。

◇未就学児のお子様は入場出来ません。また、座席は前後になる場合があります。

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）

大阪松竹座六月特別公演 『七変化 ねずみ小僧捕物帳』

浅野ゆう子がねずみ小僧をはじめ七変化で大暴れ！？

伝説の大奥総取締役＜瀧山＞も６年ぶりに堂々復活！！

村上弘明の本格立回りほか、豪華出演陣が贈る極上の時代

劇エンターテイメント！

会員・同居のご家族限定

日程 昼／夜 席数 開場 開演

夜の部

昼の部

夜の部

昼の部

夜の部

10席

10席

10席

10席

10席

15:30

10:30

15:30

10:30

15:30

16:00

11:00

16:00

11:00

16:00

6月10日（金）

6月11日（土）

6月11日（土）

6月12日（日）

6月12日（日）


