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シェラトン都ホテル大阪

利用期間

平成 29 年 2 月 3 日（金）～3 月 15 日（水）

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

小学生
4 歳～小学生未満

ご予約・お問合せ先

会員・同居のご家族限定

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。
1,600 円（通常 2,400 円）
1,000 円
☎06-6773-1279（直通）

◇ご利用上の注意
※予約制です。必ず、事前の予約をお願いします。
※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）

寒い時には温泉が１番

上方温泉・一休 京都本館

会員・同居のご家族限定

◇特

徴：別名『美人の湯』『美肌の湯』と言われるアルカリ性単純温泉で
“松泉乃湯”を源泉とする100％天然温泉です。アルカリ性単純温泉
には、特別な成分が片寄って含まれているのではなく、多様な成分
がバランスよく含まれています。うっすらと白く濁ったお湯は肌が
ツルツルすると特に女性に人気です。無味無臭で体に対して刺激が
少なく高齢者や病後の保養にも適しているといわれています。
◇効
能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、
うちみ、くじき、慢性消化器病、冷え性、疲労回復、健康増進
◇住
所：京都府城陽市中芦原２５－２
電話 0774-54-1419
◇営業時間：午前１０時～翌午前１時まで（休館日 第２火曜日）
◇施
設：駐車場１５０台・その他レストラン、休憩所あり
◇入浴料金：会員料金６５０円（一般料金１,２３５円）
※有効期間：購入後 6 ヶ月間／子供料金等の割引はありません。

１

プリズムホールのご案内

会員・同居のご家族限定

綾小路きみまろ笑撃ライブ２０１７
中高年世代の悲哀をユーモラスに語る「中高年のアイドル」登場！

◇公 演 日：平成２９年６月２日（金）
１４：００開演（１３：３０開場）
◇出
演：綾小路きみまろ
◇販売枚数：限定枚数３０枚
◇会
場：八尾プリズム大ホール
◇会員価格：Ｓ席５,５００円
◇申込締切：２月１６日（木）
申込み多数の場合は抽選を行い、３月３日（金）
までに当選者のみにご連絡させていただきます。
※申込み後の変更、キャンセルは出来ません。
※１８歳以下の方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。

展示会案内

会員・同居のご家族限定

戦国時代展 Ａ CENTURY of DREAMS
戦国武将の台頭によって各地で対立・戦乱に明け暮れた戦国時代。有力大名たちは領国の経営に力を入
れるようになり、結果、京都で成熟した文化が各地にもたらされ、新たな地域文化として再生産されまし
た。合戦の様子や武将の姿を伝える歴史資料や、貴重な美術工芸品を一堂に展示し、多様な広がりをみせ
たこの時代と人々の姿に迫ります。
◇会

期：２０１７年２月２５日（土）～４月１６日（日）
前期 2 月 25 日（土）～ 3 月 20 日（月）
後期 3 月 22 日（水）～ 4 月 16 日（日）
※会期中、作品の展示替えがあります。
◇休 館 日：月曜日※ 3 月 20 日は開館、翌 21 日は休館
◇会
場：京都文化博物館（京都市中京区三条高倉）
◇開館時間：１０時～１８時（金曜日は１９時３０分まで）
入場はそれぞれ３０分前まで
◇会員料金：一 般 １,１００円（当日料金１,３００円）
大高生
７００円（当日料金 ９００円）
中小生
３００円（当日料金 ５００円）
◇締 切 日：２月１６日（木）

ご入会事業所

占い風

八尾市新家町８

ＭＯＶＩＸ券１,２００円
（有効期限Ｈ２９年５月末迄）

映画券
情報

２

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：Ｈ２９年３月末迄）

（有効期限：Ｈ２９年６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。

― 家庭用常備薬のあっせん ―
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「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。
八尾市共済センター
☎ 072-991-5607
・同封の「購入申込書」に数量及び金額をご記入ください。
・事業所ごとに「購入申込書」を集めて、「家庭用常備薬品等申込書（ﾍｯﾄﾞｼｰﾄ）」にご記入ください。
・「購入申込書」「家庭用常備薬品等申込書（ﾍｯﾄﾞｼｰﾄ）」を同封の返信用封筒に切手を貼って送付く
ださい。
２月１５日(水) 当センター必着でお願いします。
商品は、申込者ごとにまとめ㈱あまの創健より各事業所宛に送付されます。
・お問合せは、直接「㈱あまの創健」へお願いします。
㈱あまの創健 〒541-0059 大阪市中央区博労町２－６－７
☎０６-６２５１-０９９０
（公財）八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター係
商品の振込用紙を同封いたします。(振込手数料は業者負担）
事業所ごとにお取りまとめのうえ、郵便局もしくはコンビニエンスストアでお振込みください。
・万一商品の破損、過不足等がありましたときは、 ㈱あまの創健へ直接ご連絡ください。

平日
おすすめ！

大阪松竹座４月公演ブロードウェイ・ミュージカル

コメディ・トゥナイト！
ローマで起ったおかしな出来事《江戸版》

会員・同居の
ご家族限定

片岡愛之助、ミュージカル初挑戦！
奇才・宮本亜門による演出でブロードウェイ・ミュージカルの舞台が《江戸》に？
！
抱腹絶倒の超ドタバタ コメディ・ミュージカル！
！

◇演
出：宮本亜門
◇出
演：片岡愛之助、内博貴、平野綾、ダイアモンド☆ユカイ、ルー大柴、高橋ジョージほか
◇公 演 日：４月８日（土）１１：３０開演
４月２日（日）
、１３日（木）
、１７日（月）１６：３０開演
◇販売枚数：各日１０枚限定 ※座席は、前後になる場合があります。また、お１人様、
１希望の申込みでお願いします。
◇会
場：大阪松竹座（大阪市中央区道頓堀１－９－１９）
◇会員価格：１等席３,０００円（一般価格１３,０００円）
※１階もしくは２階前列５列席まで
◇申込締切：２月２３日（木）※申込み多数の場合は抽選を行い、３月１０日（金）
までに当選者のみにご連絡させていただきます。
※申込後の変更、キャンセルは出来ません。未就学児のご入場はご遠慮ください。

※詳しくは、ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-055-512「全福ﾈｯﾄ入院あんしん保険ﾃﾞｽｸ」までお問い合わせください

３

新年お年玉プレゼントに８７名の皆様からご応募をいただきありがとうございました。
お年玉プレゼントは、ご応募いただいた中から抽選させていただきました。
１ 等 『選べるギフト』
浦田
明 様（龍華土建工業株式会社）
２等 『選べるギフト』
竹内
郁 様（豊国製油株式会社）
高井 康宏 様（龍華土建工業株式会社）
３等 『選べるギフト』
横田 直美 様（幸和金属株式会社）
井上 晶子 様（國陽電興株式会社）
河南 美里 様（國陽電興株式会社）
特別賞『共済センター福袋』堀貫
忠 様（堀貫忠税理士事務所）
以上の方々が当選されました。 おめでとうございます。商品の発送は２月下旬ごろになります。

未加入事業所をご紹介ください
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。

入学祝金の申請準備をお願いします

事務局からの
お知らせ

●本年４月に小学校・中学校へ入学されるお子様がおられる会員様で、平成２９年４月
１日現在、在会の方が対象になります。
給付申請書は、３月下旬に各事業所の担当者様宛てに、まとめてお送りします。
添付書類として、教育委員会等から送られてきた入学・就学通知書のコピーが必要に
なりますので、事前のご準備お願いします。
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。
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