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１．開催期間（入園期間）：２０１６年９月１日（木）～９月３０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）

【ＵＲＬ】dcp.go2tdr.com【ＩＤ】dcpt2016＿3【パスワード】thanks03

印刷したパスポート購入申込書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 一般料金
｢ｻﾝｸｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」ﾊﾟｽﾎﾟｰ

ﾄを併用した場合
｢ｻﾝｸｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ｣ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと
｢利用券｣を併用した場合

大人（１８歳以上） ７,４００円 ６,５００円 ６,０００円

中人（１２歳～１７歳） ６,４００円 ５,６００円 ５,１００円

小人（４歳～１１歳） ４,８００円 ４,２００円 ３,７００円

シェラトン都ホテル大阪 会員・同居のご家族限定

利用期間 平成 28年 9月 5日（月）～10月 31日（月）

ご利用店舗 21階 トップオブミヤコ

対象メニュー ディナーバイキング

料

金

一 般

3,600円（通常 4,600円）
※土曜・日曜・祝日は 3,800円になります。
土曜・日曜・祝日ご利用の際は、差額の 200
円は、トップオブミヤコでお支払ください。

小学生 1,600円（通常 2,400円）

4歳～小学生未満 1,000円

ご予約・お問合せ先 ☎06-6773-1279（直通）

◇ご利用上の注意

※予約制です。満席でご利用出来ない場合があります。

※当センターで食事券のあっせんを行います。ご予約し食事券を各店舗へご持参

下さい。但し、4歳～小学生未満の方は、トップオブミヤコでお支払い下さい。

◇シェラトン都ホテル大阪

大阪市天王寺区上本町 6-1-55（近鉄 大阪上本町駅直結）

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

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）

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/

２０１６．９ 月号（Vol．２７・No３０７）
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◇公 演 日：１２月１７日（土）１４時開演（１３時３０分開場）

◇出 演：田部京子（ピアノ）

◇プログラム：吉松隆：プレイアデス舞曲集より

モーツァルト：きらきら星変奏曲

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 17番「テンペスト」

メンデルスゾーン：無言歌集より

ドビュッシー：月の光 他

◇会 場：八尾プリズムホール 小ホール

◇会員価格：会員価格２,７００円（一般価格３,０００円）

◇申込締切：９月１６日（金） （C）Akira Muto

◇販売枚数：売切れ次第終了になります。

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。／申込み後の変更、キャンセルは出来ません。

◇日 時：１１月６日（日） 午前７時集合（７時３０分 OUT・IN同時スタート）

◇場 所：加茂カントリークラブ東コース（京都府木津川市加茂町高去花原７電話：０７７４－７６－４３１１）

◇募集人数：八尾－２組８名（応募多数の場合は抽選になります）－全１６組６４名の参加を予定

◇参 加 費：会員価格１１,０００円（一般価格－会員以外１５,０００円）

【加茂ＣＣメンバー会員９,０００円（加茂ＣＣメンバーで会員以外１３,０００円）】

※参加費には、昼食・パーティ代・賞品代が含まれています。但し、飲み物代・茶店利用分は

各自でお支払ください。

◇大会要領：１８ホールストロークプレー、ダブルペリア方式

◇賞 品：優勝・準優勝・３位・５位・７位・１０位・１５位・２０位・２５位・３０位・３５位・４０位

４５位・５０位・５５位・６０位・ＢＢ・ＢＧ・ドラコン・ニアピン等

◇申込方法：①事業所名 ②全員の氏名 ③全員の生年月日 ④性別 ⑤会員・家族・非会員の区分 ⑥会員は会員番号

⑦代表者の携帯番号をご記入の上ＦＡＸ（０７２－９９１－５６０８）にてお申込みください。

◇申込締切：９月２６日（月）

◇有効期間 ９月１０日（土）～１１月２７日（日）

※休園日 火曜日 但し、９月２０日、１０月１１日は開園

◇営業時間 １０時～１７時：以下、記載日以外の平日

１０時～１８時：９月１０日～１０月２日までの土曜日・日曜日・祝日と１１月３日

５日・６日

１０時～２０時：１０月８日～１１月２７日の土曜日・日曜日・祝日（１１月３日・

５日・６日を除く）１０月３１日・１１月１１日・１８日・２５日

◇入園料金

区 分 会員価格 一般価格

入園＋
フリーパス
引換券

おとな（中学生以上） ３,０００円 ４,４００円

小学生 ２,５００円 ３,８００円

２歳～未就学児 １,５００円 ２,６００円

※休園日・営業時間は、ひらかたパークのホームページでご確認ください）

プリズムホールのご案内

６市共済センター対抗ゴルフコンペ

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定

八尾シティーコンサート Part87

田部京子ピアノ・リサイタル

ひらかたパーク 秋シーズンチケットの斡旋

いま、話題の「ひらパー」秋シーズンチケット 25枚限定！
売り切れ必至！先着順です。お早目に！

日本屈指の実力派ピアニスト・田部京子が、繊細できらめくピアノの世界にお連れします。
プログラムには、ピアノの先生が選んだリクエスト曲も取り入れます！
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◇利用期間：～１１月２７日（日）まで

◇会員料金：

区 分 会員料金 一般料金

おとな（中学生以上） １,１４０円 １,８００円

こども（３歳～小学生） ９００円 １,２００円

※関西サイクルスポーツセンターの施設利用料は別途必要です。

※ぶどう狩り９月初旬～１０月下旬ごろ／みかん狩り１０月中旬～１１月下旬ごろを予定。

※休園日・営業時間は、関西サイクルスポーツセンター及びフルーツランド天野山へお問い合わせください。

・関西サイクルスポーツセンター 大阪府河内長野市天野町 1304 電話 0721-54-3101

・フルーツランド天野山 大阪府河内長野市天野町 1299 電話 0721-53-1159

※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

国宝・重要文化財を多数含む日本美術の名品で、日本人が恐れ、愛して
きた妖怪の姿を紹介。土偶から最新の妖怪ウォッチまでを一挙公開。

◇会 期：９月１０日（土）～１１月６日（日）

休館日：9月 12日（月）、10月 11日（火）、10月 17日（月）

◇会 場：あべのハルカス美術館（あべのハルカス１６階）

◇開館時間：火曜日～金曜日 １０時～２０時

月曜日・土曜日・日曜日・祝日 １０時～１８時

◇価 格：一 般 １,１００円（通常料金１,３００円）

大高生 ７００円（通常料金 ９００円）

中小生 ３００円（通常料金 ５００円）

◇締 切 日：９月７日（水）

大河ドラマに連動し国宝６点、重要文化財５点、および新発見資料
展示初公開。さらには大阪会場限定公開品を含む、信繁ゆかりの
品や歴史資料など１７０点余を展覧します。

◇会 期：９月１７日（土）～１１月６日（日）

休館日：火曜日

◇会 場：大阪歴史博物館（大阪市中央区大手前４－１－３２）

◇価 格：特別展のみ（常設展は別途料金必要）

大 人：１,１００円（通常料金１,３００円）

※大人ペアチケット２,０００円（通常料金２,６００円）

大高生： ７００円（通常料金 ９００円）

中学生以下無料

◇締切日：９月９日（金）

映画券

情報

ＭＯＶＩＸ券 １,２００円
（有効期限：Ｈ２９年１月末迄）

共通券１,０００円布施 ﾗｲﾝｼﾈﾏ・ﾃｱﾄﾙ梅田共通
（有効期限：Ｈ２９年３月末迄）

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：Ｈ２９年２月末迄）

関西サイクルスポーツセンター 会員・同居のご家族限定

楽しく遊んで食べる！味覚狩りセットプラン

関西サイクルスポーツセンター入場料＋フルーツランド天野山（ぶどう狩りまたはみかん狩り）

展覧会案内 会員・同居のご家族限定

大妖怪展

２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ 特別展 真田丸
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◇会 期：１０月１５日（土）～１１月２７日（日）

◇会 場：京都国立博物館 平成知新館

◇会員価格：一 般：７９０円（通常価格１,３００円）

大学生：６１０円（通常価格１,１００円）

高校生：３４０円（通常価格 ８００円）

（中学生以下無料）

◇申込締切：９月１４日（水）

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。

●チケットは日にちに余裕をもってご注文ください。

※在庫に限りがあるため、発注後２週間以上かかる場合がございます。

●チケット等は申込み後のキャンセルは出来ません。

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）

特別展覧会 没後150年 坂本龍馬展（展覧会） 会員・同居のご家族限定

株式会社ブレスからのお買い得なお知らせ
詳しくは同封のチラシをご覧ください。

会員・同居のご家族限定


