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うず潮

日帰りバスツアー

鯛会席

夏の淡路島・鳴門（鯛会席）・うず潮の旅！
◇日

時 平成２８年７月２４日（日）雨天決行
出発時間：午前７時３０分／解散時間：午後７時３０分
場
所：八尾商工会議所

◇行 程 表 八尾―（近畿道・中国道・淡路道）― 伊弉諾神社（参拝）― 一の宮・薫寿堂（工
場見学とお香作り体験）―ルネッサンスリゾートナルト（昼食：鯛会席 12:30～14:00）
―渦潮観光船 ―ハイウェイオアシス（買物）―（淡路道・中国道・近畿道）―八尾
※ルネッサンスリゾートナルトではホテル内の温泉に入浴出来ます（有料：１人１,０００円タオル付）
※交通事情・天候等により道路・場所・時間等が変更になる場合がございます。
◇参 加 費 大人７，５００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１４,５００円です。
◇募集定員 ４０人（最少催行人員２０人）
※バスの席は、相席になる場合があります。予めご了承ください。
◇申込方法 先着順です。（定員になり次第、締切ります。追加はありません）
※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６月２４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。

布施ラインシネマ・テアトル梅田の共通券を値下げしました。
大人 1,100 円⇒1,000 円（布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ小人 700 円⇒650 円）
ＭＯＶＩＸ券１,２００円
映画券
情報

（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１,０００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

あべのアポロシネマ１,０００円

（有効期限：Ｈ２８年９月末迄）

（有効期限：Ｈ２８年１１月末迄）

※布施ﾗｲﾝｼﾈﾏの小人チケット１枚６５０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。

１

売れてます

大好評

― 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。
同封のパンフレットをご覧ください。多数のお申込みをお待ちしております。

阪神タイガース７月は伝統の巨人戦！

会員・同居のご家族限定

◇申込方法 ６月１７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を行い、６月２４日（金）までに当選者のみにご連絡させて
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
７月１８日（月・祝）18:00
巨
人
１０枚
A
甲

子
園

B
C

７月１９日（火） 18:00
７月２０日（水） 18:00

巨

人

２枚

巨

人

２枚

ライト外野指定

阪神タイガース「観戦チケット」

1,900 円

会員・同居のご家族限定

◇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
（大人のみの取り扱いです）
◇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。
※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

甲子園

D

日

時

６月４日（土）14:00

対戦相手

残数

西

４枚

武

席

種

ライト外野指定

ひらパー（ひらかたパーク）チケットの斡旋

価 格
1,900 円

会員・同居のご家族限定

いま、話題の「ひらパー」チケットのあっせんをします。昨年より補助額を増加！
夏季 25 枚限定！売り切れ必至！先着順です。お早目に！
◇有効期間 平成２８年７月２日（土）～平成２８年９月４日（日）
※休園日 ７月４日（月）～８日（金）・１２日（火）
◇営業時間 ※プール（ザ・ブーン）の開催期間は７月９日（土）～９月４日（日）
7 月 11 日（月）～22 日（金）の平日、8 月 29 日（月）～9 月 2 日（金）
10 時～17 時
7 月・9 月の土・日曜・祝日、7 月 25 日（月）～29 日（金）
10 時～18 時
8 月 1 日（月）～10 日（水）の平日、8 月 17 日（水）～26 日（金）の平日
10 時～19 時
8 月の土・日・祝日、8 月 12 日（金）
、15 日（月）、16 日（火）
10 時～20 時 30 分
※プールの開催時間は 10 時～17 時 但し、7 月 11 日（月）～22 日（金）の平日と 8 月 29 日
（月）～9 月 2 日（金）は 16 時まで
※荒天などにより営業日・営業時間等が変更になる場合があります。詳しくは、ひらかた
パークのホームページ・電話等でご確認ください。 電話：０７２－８４４－３４７５
◇入園料金
区
分
会員価格
一般価格
おとな（中学生以上） ３,０００円 ４,４００円
入園＋
フリーパス
小学生
２,５００円 ３,８００円
引換券
２歳～未就学児
１,６００円 ２,６００円
おとな（中学生以上） １,０００円 ２,３００円
入園＋
プール入場券 こども（２歳～小学生）
５００円 １,３００円

２

プリズムホールのご案内

会員・同居のご家族限定

English Concert for Kids HELLO, FRIENDS！
しまじろうや Mimi、ネイティブキャストたちと一緒に生の英語で遊べる、客席参加型コンサート。歌や踊り、クイズ
などのお楽しみがいっぱいで、小さなお子さまや英語がはじめてのお子さまも、自然に英語の世界を楽しめます。
また、開演前や休憩中にはロビーでネイティブスタッフと英語でコミュニケーションする体験もできます。

◇公 演 日：８月６日（土）１１：００開演（１０：３０開場）
１３：３０開演（１３：００開場）
◇会
場：八尾プリズム大ホール
◇出
演：しまじろう、Beepy、Mimi、お姉さん他
◇会員料金：３,０００円（当日価格３,１２０円）
※３歳以上有料。３歳未満は保護者１名につきお子さま
１名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）
◇申込締切：６月１７日（金）
注）申込み後の変更、キャンセルは出来ません。
「© Benesse corporation／しまじろう」
ザ
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ウルトラヒーローズ THE LIVE ACROBATTLE CHRONICLE 2016
in 八尾プリズムホール
八尾プリズムホールでウルトラヒーローが大活躍する超豪華なステージを開催！
オリンピックの金メダリストやパルクールのトップアスリートが繰り広げる無重力アクション！
ヒーローショーの枠を超えた未体験のライブエンタテインメントショーがついに始まる！
！

◇公 演 日：９月１７日（土）
・１８日（日）
各日 開演１１:００（開場１０:３０）
開演１５:００（開場１４:３０）
◇会
場：八尾プリズム大ホール
◇会員価格：１階席３,６００円（一般３,９００円）
２階席２,２５０円（一般２,５００円）
◇申込締切：６月１７日（金）
注）オリジナルグッズなどの特典がついた１階席アクロバトルシート
（７,８００円）は、プリズムホールでお求めください。
（枚数限定）
３歳以上もしくは３歳未満で席が必要な場合は有料
小さなお子様で座席を高くする必要がある場合は、座布団などをご
持参ください。
申込み後の変更、キャンセルは出来ません。
期間限定

関西サイクルスポーツセンター

©円谷プロ・フィールズ

会員・同居のご家族限定

◇住
所：大阪府河内長野市天野町１３０４
◇利用期間：～９月４日（日）まで
◇利用時間：平日１０時～１７時／土・日・祝日９時３０分～１７時３０分
◇休 園 日：毎週火曜日（但し夏休み期間中は、休まず営業します）
※７・８月の営業時間・休園日等は変則になります。ご利用の
際は、必ず、電話・ホームページにてご確認ください。
◇電
話：０７２１－５４－３１０１
◇会員料金：入場券＋フリーパス（乗物乗り放題）＋プール入場券付（プールは７月９日オープン）
種
類
会員料金
一般料金
※他のｻｰﾋﾞｽとの併用は出来ません。
おとな（中学生以上）
１,５００円 ２,８００円
※ｲﾍﾞﾝﾄ等でﾌﾘｰﾊﾟｽのご利用いた
こどもＡ（３歳～小学生・110 ㎝以上）
１,３００円 ２,５００円
だけない施設もございますので
こどもＢ（３歳～小学生・110 ㎝未満）
５００円 １,７００円
ご了承ください。
シルバー（６０歳以上）
１,０００円 ２,０００円
※駐車場（１日）普通・軽自動車 1,000 円／大型・マイクロバス 2,000 円／バイク 500 円
※シルバーの年齢とこどもの身長は確認があります。

３

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー「サンクスフェスティバル」のお知らせ
１．開催期間（入園期間）：２０１６年７月１日（金）～７月２９日（金）※土・日・祝日を除く平日のみ
◇上記期間中「東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ」「東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ」いずれかのパークを１日ご利用いただけます。
◇入園保証はございません。（入園制限中のパークのご利用は出来ません）
◇サンクスフェスティバルパスポート購入方法（利用者専用サイトから印刷してください）
会員・同居の
【ＵＲＬ】dcp.go2tdr.com【ＩＤ】dcpt2016＿2【パスワード】thanks02
ご家族限定
印刷したパスポートのｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの団体番号「１１９３」
・団体名「一般財団法人
大阪労働協会」と記入ください。
◇利用券（５００円券）は、年度内２回までご利用出来ます。（会員及び同居の家族数まで）
・利用券（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用券）申込書は、当センターホームページの各種様式内 ⑪を印刷して
いただき、必要事項をご記入の上、当センターへＦＡＸしてください。（利用券は郵送します）
２．サンクスフェスティバル期間中の特別価格
区

分

大人（１８歳以上）
中人（１２歳～１７歳）
小人（４歳～１１歳）

一般料金

「ｻﾝｸｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄご利用の場合

「ｻﾝｸｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと
利用券の併用が出来た場合

７,４００円
６,４００円
４,８００円

６,５００円
５,６００円
４,２００円

６,０００円
５,１００円
３,７００円

「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

「いっぱいのレゴ®ブロックと興奮のアトラクションで楽しさ満載のプレイグラウンド」
H28.4.7 からレゴ®ニンジャゴートレーニングキャンプがオープン！

◇場

所：天保山マーケットプレース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１２月３１日（土）まで
◇休館日・営業時間：施設へお問い合わせください。電話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
２,３００円
こども（３歳～１２歳）
１,８００円
２,３００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：６月１７日（金） ※チケットのお渡しは、７月上旬以降の予定です。
◇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
入会事業所のご紹介

事務局からのお知らせ

４

ホソカワ企画

八尾市北本町１

給付申請について

配達日のお知らせ
（月）
●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。 ６月２７日
６月２９日
（水）
のチケット等の配達は
退会届・入会届は、お早めに提出をお願いします。
お休みさせていただき
●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。
ます。

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。

