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秋の湖東三山と近江八幡の散策！
◇日 　 　 時

◇行 程 表

◇参 加 資 格 会員価格での参加資格は会員及び会員の同居登録家族のみです。

◇会員参加費

　です。

◇募 集 定 員 ３０人（２０名未満の場合は中止の可能性があります）

◇申 込 方 法

◇申 込 締 切 １０月２７日（木）

◇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。

紅 葉
日帰りバスツアー

近江八幡

会員の皆さまへのお願い
当センターの事業・催し物などの参加いただくには利用資格に制限があります。

◇給付事業（お祝金等）・貸付事業・健康管理（人間ドック・生活習慣病健診）事業―会員本人のみ
◇バスツアー・スポーツ施設・趣味教養・イベント等―会員本人・同居の親族（一部非会員の参加も可）

※お申込み時に会員番号、同居の親族の氏名等の確認をさせていただく場合がございますのでご理解を
お願い致します。詳しくは当センターまでお問い合わせください。

平成２８年１１月２３日（水）雨天決行

出発時間 午前８時００分

解散時間 午後６時００分

場 所 八尾商工会議所

八尾-（近畿・第二京阪・名神）-湖東三山（血染めもみじで有名な金剛輪寺を参拝）-

近江牛岡喜本店（昼食：11:30～12:45近江牛ランチ）-近江八幡街並み散策（ガイド付）

-ラ･コリーナ近江八幡-道の駅かがみの里（お買物）-（名神・第二京阪・近畿）-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。

大人８，０００円（会員及び会員の同居登録家族）

・一般（非会員）の参加については参加費１３,０００円

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、人数、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

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
２０１６．１０月号（Vol．２８・No３０８）

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/
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◇公 演 日：平成２９年１月８日（日）１１時開演（１０時３０分開場）／１５時開演（１４時３０分開場）

◇出 演：予定：桂南光、桂米團治、桂吉弥、桂吉の丞、桂米輝

◇プログラム：演目は当日のお楽しみ

＜11:00開演（出演順）＞

桂 米輝・桂 吉の丞・桂 米團治

中入・桂 吉弥・桂 南光

＜15:00開演（出演順）＞

桂 米輝・桂 吉の丞・桂 南光

中入・桂 吉弥・桂 米團治

◇会 場：八尾プリズムホール 小ホール

◇会員価格：会員価格３,６００円（一般価格４,０００円）（左から）桂 南光・桂 吉弥・桂 米團治

※学生（大学生以下）：１，０００円

◇申込締切：１０月１４日（金）

◇販売枚数：１１時の部、１５時の部共に各１０枚

申込み多数の場合は、抽選を行い１０月２１日（金）までに当選者のみご連絡させてい

ただきます。

※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までご連絡ください。

◇会員料金

セット販売 会員料金 通常価格 有効期限

５００円券×５枚を１セット ２,０００円 ２,５００円 ２０２１年１２月３１日

◇おひとり様１回のご注文は５セット（１万円分）とさせていただきます。（但し、複数回の購入は可能です）

◇ご利用店舗の一例

おもちゃ
近鉄百貨店・阪急百貨店・イオン・
エディオン・上新電機　トイザらスほか

ベビー・子供用品
阪急百貨店・阪神百貨店・イオン・
ダイエー・トイザらス・ベビーザらス
ほか

ステーショナリー イオン・ダイエー ほか

雑貨 キデイランドほか

※テナント店舗ではお取扱いしていない場合があります。また、加盟店のチェーン・グループ店舗の一部でも

ご利用いただけない場合や、お取扱い商品が異なることがございます。

詳しくは、加盟店・売場等にお問い合わせください。

映画券

情報

ＭＯＶＩＸ券１,２００円
（有効期限Ｈ２９年１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
（有効期限：Ｈ２９年１月末迄）

あべのアポロシネマ１,０００円
（有効期限：Ｈ２９年３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。

プリズムホールのご案内 会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定

新春！ 八尾市民寄席 米朝一門会

桂米朝一門による新春落語会

こども商品券のあっせん

全国約５,０００店の加盟店でご利用できる便利な商品券!

ご贈答品、自らのお買い物など様々な用途にご利用できます。

誕生日・就職等のお祝いに!

デザインが

変わりました。
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区分 施設名等 販売枚数等 区分 施設名等 販売枚数等

第１位 MOVIX券 814枚 第６位 ビアガーデン 174枚

第２位 こども商品券 510 ｾｯﾄ 第７位 おゆば 133枚

第３位 白浜アドベンチャーワールド 269枚 第８位 新阪急ホテルバイキング 115枚

第４位 東宝券 234枚 第９位 コスパ 111枚

第５位 日帰りバスツアー 175枚 第 10位 東京ディズニーリゾート 107枚

◇期 間 ～平成２９年１月９日（月）まで

◇営業時間 ９時３０分～１７時（１２月１日以降は１０時～１６時３０分）

◇入 園 券

区 分 種別 会員料金 一般料金

特別割引入園券
（入園のみ）

おとな ８００円 １,３５０円

こども ４００円 ７００円

アトラクションカード １,５００円 ２,０００円

※こども料金は、３歳～小学生まで

◇休 園 日 １０月・１１月は毎週水曜日／１２月は１日、６日、７日、１３日、１４日、２０日、２１日

１月１日（２日～９日までは休まず営業）

◇イルカショー、野外ステージイベントなど、様々なイベントを開催。

※開催期間、時間、料金等は各イベントによって異なります。

◇住 所：八尾市二俣１－１３ ☎０７２－９４９－５２４１

◇施 設：２階 104打席 220ヤード 照明完備

プリペイドカードによる全打席自動ティーアップシステム

駐車場 168台、喫茶、レストスペースあり

◇営業時間：平 日：９：００～２４：００

土・日・祝：７：００～２４：００

◇プリペイトカードあっせん中 ８,８００円（通常価格１０,０００円）

◇キャスト：藤山直美ほか

◇公 演 日：

１１月２３日（水・祝）１１：００～

１１月２１日（月） １６：００～

◇販売枚数：各日１０枚限定

◇会 場：大阪松竹座（大阪市中央区道頓堀１－９－１９）

◇会員料金：５００円（一般価格４,０００円）

※３等席（３階席）

◇申込締切：１０月２１日（金）

申込み多数の場合は、抽選を行い１０月２８日（金）までに

当選者のみにご連絡させていただきます。

みさき公園 秋・冬季特別割引入園券のあっせん

当センターレジャー関連売れ筋ベスト１０！（平成2７年度）

コーアゴルフプラザ
秋だ～ ｽﾎﾟｰﾂだ～ ゴルフだ～

大阪松竹座 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

笑う門には福来たる ～女興行師 吉本せい～

笑いは生きる力！笑いの王国“吉本”の創始者、吉本せい。波乱万丈の人生を藤山直美が魅せます！

笑いの本場大阪にて【藤山直美×吉本×松竹】夢のタッグの実現！！
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◇入館料金

区 分 対 象 会員価格 一般料金

入館券

大人（高校生・１６歳以上） １,５００円 ２,３００円

こども（小・中学生） ７５０円 １,２００円

幼児（４歳以上） ４００円 ６００円

◇海遊館のチケットをご購入された皆さまより、先着５０名様に「海遊館

オリジナル付箋紙（ポストイット）」をプレゼントします。

※当選は、発送をもってかえさせていただきます。

◇源 泉 名：柏寿温泉

泉質：弱アルカリ性-単純温泉

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、

冷え性、疲労回復など

◇住 所：八尾市柏村２－６５－１

（電話０７２－９９０－００２０）

◇施 設：内湯風呂、露天風呂、サウナ、お食事処等

◇営業時間：１０：００～２５：００（年中無休）

◇入浴料金：６４０円（通常価格 大人７５０円～８００円）

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。払い戻し・交換も出来ませんのでご注意ください。

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）

海遊館からのプレゼント 会員・同居のご家族限定

源気温泉 八尾おゆば 会員・同居のご家族限定天然温泉

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。

事務局からのお願い

未加入事業所をご紹介ください

配達日のお知らせ

１０月１２日（水）のチ

ケット等の配達はお休み

させていただきます。


