八尾市共済センターニュース （ワーキング・オン）

Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｏｎ
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

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

２０１７．１ 月号（Vol．２８・No３１１）

〒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/

新年のごあいさつ
八尾市共済センター

理事長 村本 順三

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆さまにおかれましては、健やかに新春をお
迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
さて、昨年は、熊本地震や鳥取地震、台風が多数上
陸するなど自然災害により、日本各地に甚大な被害を
もたらし、また、経済では、中国経済の減速やイギリ
スのＥＵ離脱。そして日本銀行がマイナス金利を導入
するなど、経済情勢は目まぐるしく変わりましたが、
全体的に景気は緩やかに回復していると思われます。
そのようななか、経済を持続的に発展するため、ま
た、地方創生を実現するには、各地域の中小企業・小
規模事業者の生産性を高めることが重要になります。
そのためには、働きやすさ、明るく楽しい職場、安心

して働けるなどの環境の整備を行い、従業員の満足度
を向上させ、従業員のやる気・士気・モチベーション・
モラルが高まることにより生産性が向上し、ひいては
人材の定着・確保にもつながります。
当センターでは、そのような、従業員が安心して、
仕事に働きがいを見い出すことのできる、健康管理事
業をはじめ、給付事業、余暇・レジャー活動、各種イ
ベント等の福利厚生の充実を、会員並びに役員の皆さ
まと共に更に推し進め、地域経済の発展に貢献してま
いる所存でございます。
どうか本年が会員並びにご家族の皆さまにとりまし
て良き年になることを心から祈念し、新年のご挨拶と
させていただきます。
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新年のごあいさつ

八尾市長

田中 誠太

あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、健やかな新春をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンターは、平成元年に設立されて以来、本市の中小企
業で働いておられる勤労者と事業主、並びに市内在住の方々に対し、個々の事業所では取り組むことが難しい、人
間ドックや脳ドックの受診補助等の健康管理事業、お祝い金等の給付事業や貸付事業、レジャー施設の利用等の補
助事業など、スケールメリットをいかした福利厚生事業を実施しております。
本市は、高度な技術力と製品開発力を誇る「ものづくりのまち」であり、また地域に根ざした小売市場がある中
小企業のまちです。本センターが働きやすい職場づくりや人材の確保及び定着に向け、ますます活用され、本市の
産業振興につながりますことをご期待申し上げます。
本市といたしましても、八尾商工会議所をはじめ、他の産業支援機関との連携を深め、産業振興とまちのにぎわ
い創出に努めてまいりますので、引き続き、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、新年が会員の皆様にとって希望に満ちた輝かしい年となりますよう、心からお祈り申し上げます。



かに
料理

日帰りバスツアー

伊根湾
めぐり

かに料理と伊根湾めぐりの旅！
◇日

時 平成２９年２月１９日（日）雨天決行
出発時間
午前７時３０分
解散時間
午後８時００分
場
所
八尾商工会議所

◇行 程 表 八尾－（近畿道・第二京阪・京都縦貫道）－天橋立・岩滝温泉「ホテル喜楽家」11:00～
14:00（Ａｺｰｽ：昼食・入浴／Ｂｺｰｽ：昼食・成相寺参拝）－伊根湾めぐり－やまいち（買物）－
（京都縦貫道・第二京阪・近畿道）－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。
◆コースをお選びください。
Ａコース－昼食と温泉入浴（11:00～14:00）
※旅館でゆっくり昼食と入浴をお楽しみください。
Ｂコース－昼食（11:00～12:30）後、成相寺に参拝致します。
※12:30 にバスで旅館を出発し、成相寺に参拝を行い 14:00 に旅館へ帰着します。
◇昼
食 ホテル喜楽家にて昼食－かに料理
◇参 加 費 大人 ９，５００円（会員及び会員の同居登録家族）
※上記対象者以外の方の参加費は１９,０００円です。
小人の設定はございません（５歳未満の参加は不可）
◇募集定員 ４０人（最少催行人員３０人）
◇申込方法 先着順です。（定員になり次第締切りさせていただきます）
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。
※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。
①事業所名、②参加者全員の氏名と人数、③会員・家族・非会員の区分、④会員番号、
⑤代表の方の携帯電話番号、⑥Ａコース、Ｂコースを必ずお選びください。
◇申込締切 平成２９年１月２７（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。
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新年のごあいさつ

八尾商工会議所 会頭 池尻

誠





新年明けましておめでとうございます。
平素は商工会議所運営に対しまして格別のご理解とご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
伝統と重責ある八尾商工会議所会頭に就任して初めての新年を迎え、その責務の大きさにあら
ためて身の引き締まる思いでございます。
さて、昨年の日本経済は、一部で弱い動きがみられるものの、人手不足などを背景に雇用所得環境は引き続き良好と
なり、景気は緩やかな回復基調が続きましたが、本年はインバウンド需要の頭打ちや、米国の大統領選挙による影響など、
依然として先行きは不透明な状況が続くものと思われます。
このような状況の中、活力ある地域社会、経済を維持・発展させていくためには、何より地域中小企業が元気を取り戻すこ
とが必要であり、勤労者の皆さんが仕事へのやりがいを感じ、充実した生活を送っていただく環境づくりが大切であります。
貴センターにおかれましては、福利厚生の充実と向上を第一に事業に取り組んでおられる事と存じますが、どうか本年も、
中小企業の良好な労働環境の創造のため、引き続きご尽力賜りますようお願い申し上げます。
結びに、会員各位のご繁栄、ご多幸を祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。



展示会案内

会員・同居のご家族限定

拝啓 ルノワール先生 ―梅原龍三郎が出会った西洋美術
日本の近代洋画界を牽引し、一時代を築いた画家・梅原龍三郎。本展は、フランス近代絵画の巨匠
ピエール＝オーギュスト・ルノワールとの師弟関係を軸に、その画業を追います。ルノワールのほかル
オーやピカソなど、梅原が出会い収集した西洋絵画コレクションも展覧します。
◇会

期：２０１７年１月２４日（火）～３月２６日（日）
休館日：1 月 30 日（月）
、2 月 6 日（月）
、2 月 13 日（月）
2 月 20 日（月）
、2 月 27 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 １,２００円（当日料金１,４００円）
大学生
８００円（当日料金１,０００円）
高校生
３００円（当日料金 ５００円）
◇締 切 日：１月１８日（水）

ひらかたパーク ウインターカーニバルチケット等の斡旋

会員・同居のご家族限定

◇有効期間：～平成２９年２月２６日（日）
◇営業時間・休園日は、ひらかたパークの電話・ホームページでご確認ください。
◇入園料金等
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
１,５００円 ２,６００円
おとな（中学生以上）
９００円 ２,０００円
入園＋ウインター
カーニバル入場券
こども（２歳～小学生）
５００円 １,２００円
※ウインターカーニバル（アイススケート＋スノーランド）のスケート貸靴ご利用
には、貸靴料金６００円が別途必要です。
電話番号：０７２－８４４－３４７５

３

新春お年玉プレゼント
次のクロスワードパズルを完成させてＦＡＸでご応募下さい。抽選で７名様にプレゼントが当たります。
八尾市共済センター行 （FAX０７２－９９１－５６０８）
◇賞

品 １等選べるギフト
１名様
２等選べるギフト
２名様
３等選べるギフト
３名様
特別賞
１名様
◇申込資格 会員のみ１人につき１枚
※２枚以上は無効になります。
◇申込期限 平成２９年１月２０日（金）
◇結果発表 当選者は２月のワーキング・オンに
掲載させていただきます。
※商品は２月下旬ごろ発送予定
事業所名
会員番号
氏

名

☆☆☆ ヨコのカギ ☆☆☆
☆☆☆ タテのカギ ☆☆☆
【タテ 1 】未知の地域に踏み入り、実地に調べること。 【ヨコ 1 】電気回路のショート。
【ヨコ 5 】物をくしに刺すこと。またはくしに刺し
【タテ 2 】楽に勝つこと。
た物。
【タテ 3 】鼻の中が、しげきされて、急に息をふき出
【ヨコ 6 】かたむいてななめになること。
す体の運動。
【タテ 4 】ユーラシア大陸に属する巨大な連邦国家。 【ヨコ 7 】夜の道。
【ヨコ 9 】国の最高権力者。君主。
首都モスクワ。
【ヨコ 10】太陽が出てくる方に向かって左の方角。
【タテ 8 】英語で鶏肉のこと。
【ヨコ 12】家の中をいくつかに仕切った所。相撲の
【タテ 9 】子を育てる人。父や母。
力士が属するところ。
【タテ 11】不足分を補うもの。
【ヨコ 13】24cm×34cmぐらいの大きさの和紙。習字
などに使う。

映画券
情報

ＭＯＶＩＸ券 １,２００円

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１月末迄）

（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：Ｈ２９年３月末迄）

（有効期限：Ｈ２９年４月末迄）

パシオスポーツクラブ八尾からのお知らせ
◇営業時間の変更 ： 平日８：００～２２：００ ⇒ ８：００～２３：００（１時間延長）
◇定休日：設備等の定期保守点検のため、毎月２回の定休日を設けさせていただきます。
（１月は９日・２３日）
※詳細は、パシオスポーツクラブ八尾までお問い合わせください。電話０７２－９２４－２３３４

入会事業所のご紹介

事務局からの
お知らせ

４

（株）ドリーム観光サービス
（一社）八尾市観光協会

八尾市本町３
八尾市北本町２

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
◇年始は、１月４日（水）から業務を開始します。 チケット配達は、1 月１３日（金）午後～
になります。尚、１６日（月）のチケット等の配送はお休みさせていただきます。

