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飲み放題＆食べ放題 （一部除外商品があります）

近鉄百貨店(上本町店) 利用チケットのあっせん

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（金)～８月３１日(水)

平 日：１７：００～２２：００（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 21:30）

土・日・祝日：１６：３０～２１：３０（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 21:00）

※百貨店休業日 8/3（水）と天候不良日は休業です。

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）

予約電話受付時間：１１：００～２０：００まで

（天候不良日は１９：００まで）

ビアガーデン直通 0120-117-622（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

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５００～８００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２８年７月１６日（土）～９月４日（日） 休園日９月１日・２日

◇営業時間 ９時３０分～１７時（プール遊泳は１６時３０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（中学生以上） １,２００円 ２,１００円

こども（３歳～小学生） 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１６日（土）より「ぷ～るらんど RiO」がオープン！

会員・同居のご家族限定

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）
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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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◇公 演 日：１０月１日（土）１８：００開演（１７：３０開場）

◇会 場：八尾プリズム大ホール

◇会員料金：５，０００円（一般５，５００円）

※3歳以上もしくは3歳未満で席が必要な場合は有料

◇申込締切：７月１５日（金）

◇販売枚数：限定枚数あり。

注）申込み後の変更、キャンセルは出来ません。

◇公 演 日：９月９日（金）１１：００開演（１０：３０開場）

◇会 場：八尾プリズムホール レセプションホール

◇会員料金：８００円（一般１，０００円）

◇申込締切：７月２２日（金）

◇販売枚数：売切れ次第終了になります。

※公演終了後のお食事

・メニュー：和食ランチセット ＜料金＞８００円

・場 所：カフェ・プリズム

⇒お食事希望の方は、直接プリズムホールまでお申込・

お支払いをお願いします。（締切：９月２日（金）まで）

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下さい。

◇公演内容：フィンランド民族音楽八尾公演

フィンランドの伝統楽器『ＫＡＮＴＥＬＥ』が奏でる

美しい音色に酔いしれてみませんか？！

◇公 演 日：８月９日（火）午後７時～（午後６時３０分 開場）

◇会 場：八尾プリズム小ホール

◇会員料金：１３歳以上 ５００円（１３歳未満は無料）

◇申込締切：７月２２日（金）

注）申込み後の変更、キャンセルは出来ません。

プリズムホールのご案内

デビュー２０周年を飾るホールツアー！

(公財)八尾市国際交流ｾﾝﾀｰからのご案内

「ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ民族音楽八尾公演」

20th Anniversary PUFFY TOURISTS 社で行く

PUFFYTOURS ホールで覚醒

八尾シティーコンサート Part8６

ランチタイムコンサート サクソフォンの秋、満喫！

秋のお昼に、サクソフォンの音楽はいかがですか？相愛大学音楽学部サクソフォン専攻生の皆さんが、

クラシックはもちろんのこと、秋を感じる名曲をお届けします。

ご希望の方には、公演終了後に「和食ランチセット」をお楽しみいただけます（要予約）。

家事や子育ての合間に、お友達とのお出かけ前に、プリズムホールでサクソフォンの秋、満喫してみま

せんか！？

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定
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本展では、ジョージ・ルーカスが世界中から選りすぐったアーティストが制作し

た絵画作品とともに、実際に映画制作に使用されたコンセプトアートや衣裳、小道

具を展示。「スター・ウォーズ」の魅力を「ビジョン」というテーマで紹介します。

◇開催期間：７月１６日（土）～８月３０日(火) ７月２５日（月）は休館日

◇営業時間：１０時～２０時（入館は閉館の３０分前まで）

◇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 １,３００円（当日料金１,５００円）

大高生 ９００円（当日料金１,１００円）

中小生 ３００円（当日料金 ５００円）

◇申込締切 ７月８日（金）

◇住 所：三重県鈴鹿市稲生７９９２

入園チケット 対 象 会員価格 一般料金

サマーパスポート券
入園＋プール＋乗り物乗り放題

（一部除外あり）

大人（中学生以上） ３,５００円 ５,２００円

子ども（小学生） ２,６００円 ３,９００円

幼児（３歳～未就学児） １,７００円 ２,６００円

アクアアドベンチャー券
入園＋プール

大人（中学生以上） １,７００円 ２,８００円

子ども（小学生） １,１００円 ２,０００円

幼児（３歳～未就学児） ９００円 １,３００円

◇有効期限：７月２日（土）～８月３１日（水）、９月３日（土）、４日（日）

◇申込締切：第１回目締切 ７月 ７日（木）⇒７月２２日（金）までにお届けします。

第２回目締切 ７月２７日（水）⇒８月１０日（水）までにお届けします。

※夏季パスポートは７月２７日（水）の申込みをもって終了させていただきます。

◇住 所 京都市下京区観喜寺町３５－１（梅小路公園内）

◇電話番号 ０７５－３５４－３１３０（１０時～１８時）

◇営 業 日 年中無休（但し、施設点検等により休館する場合があります）

◇営業時間 １０時～１８時

７月２３日（土）～８月１２日（金）、８月１６日（火）～

８月３１日（水）は、１０時～２０時

８月１３日（土）～８月１５日（月）は、８時３０分～２１時

（最終入場は、閉館の１時間前です。また、気象状況等により

営業時間を変更する場合があります。）
◇料 金

区分 会員価格 一般料金

大人 1,500円 2,050円

大学生・高校生 1,100円 1,550円

中学生・小学生 700円 1,000円

幼児（３歳以上） 300円 600円

スター・ウォーズ展 ～未来へつづく、創造のビジョン。～

鈴鹿サーキット夏季パスポート

◆施設利用券は、必要な区分と枚数を当センターにご連絡下さ

い。事業所へ郵送させていただきます。

◆入館窓口で「施設利用券」と「会員料金」をお渡し下さい。

◆当施設利用券利用券は当日入場券の購入のみ利用可能です。

◆中・高校・大学生は学生証の提示が必要となります。

◆他の割引との併用はできません。

『京都水族館』 施設利用券あっせんのお知らせ

2016年の夏の限定イベントとして、巨大ウォーターカーテンとイルカのコラボレーションによりずぶぬれ

になって水遊びを楽しめる夏の水族館ならではの新感覚ウォーターアトラクションプログラム「イルカとス

プラッシュ!!」を 2016年 7月 23日（土）～8月 31日（水）の期間に開催します。

また同期間中の夜は、幻想的で美しい照明演出による巨大ウォーターカーテンやイルカナイトパフォーマ

ンスをご覧いただける「夏の夜のすいぞくかん」を開催します。

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
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八尾市共済センター 平成２７年度 決算報告

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１,０００円
（有効期限：Ｈ２９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９月末迄）

あべのアポロシネマ １,０００円
（有効期限：Ｈ２８年１１月末迄）

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枚迄です。

●チケットのご購入対象者は、原則、ご本人と登録同居ご家族のみです。

●チケット類は、日にちに余裕をもってお申込みください。

※夏休み前は、特にお申込みが集中します。

※お申込みが集中し、在庫がない場合は、お届けまでに１０日～１４日かかる場合があります。

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）

入会事業所のご紹介 ラピス(株) 八尾市小畑町２

単位：円

区分 科　　目 区分

基本財産等運用収入

特定資産運用収入 広報事業費

会費等収入 事業運営費

事業収入 負担金支出

補助金収入 共済給付事業費

負担金収入 給付事業費

雑収入 福利事業費

他会計からの繰入収入 健康管理事業費

基本財産取崩収入 人件費

特定財産取崩収入 運営経費

前期繰越収支差額

人件費

収入計 運営経費

単位：件・円

件数 給付金額（円） 1 180,000

結婚・周年記念 35 930,000 0 0

成人 3 15,000 ５年 132 660,000

還暦 29 145,000 １０年 43 430,000

出産 42 420,000 １５年（記念品） 17 78,948

子供の小中学校入学 97 770,000 ２０年 18 540,000

47 1,100,000 ２５年（記念品） 88 608,256

33 1,015,000 585 6,892,204傷病見舞金 合計

経
常
収
益
の
部

給付金支給状況

種類 障害見舞金

祝
金

災害見舞金

永年在会

死亡弔慰金

48,165,865

当期一般正味財産増減額 1,173,802 支出計 46,992,063

2,062,647

1,168,987

4,560,583

2,609,210

管　　理　　費 3,231,634

8,272,630 2,142,000

1,027,202 10,614,391

1,820,000

19,165,539 4,575,000

決　　算　　額 科　　目 決　　算　　額

739,454

経
常
費
用
の
部

事　　業　　費 43,760,429

24,940 523,350

14,361,100 5,029,571

4,575,000 11,886,324


