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◇日 時 平成２９年１１月１２日（日）雨天決行

出発時間：午前８時００分／解散時間：午後６時３０分ごろ

集合及び解散場所：八尾商工会議所

◇行 程 表 八尾 ＝＝＝ 熊川宿(散策) ＝＝ ホテルせくみ屋(昼食:新鮮魚介の会席料理)
＝＝ 若狭フィッシャーマンズ･ワーフ（お買い物）＝＝ 萬徳寺（国指定名勝の庭園）
＝＝ 箸匠･せいわ（Ｍｙお箸作り体験）＝＝＝ 八尾

※交通事情等により予定が変更になる場合があります。

◇参 加 費 お一人様８，５００円（会員及び会員の同居登録家族）

※子供料金の設定はございません。

※一般（非会員）の方の参加費は１３,０００円です。

◇募集定員 ３０名（２０名未満の場合は中止の可能性があります。）

※奇数人数でのお申し込みはバスの席が相席になります。

◇申込方法 先着順になります。
※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。

お申し込みの際は、下記①～⑤の事項をご明記の上(様式不問)、

①事業所名、②参加者全員の氏名･年齢、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

ＦＡＸ（072－991-5608）又は郵送でお申し込みください。

◇申込締切 平成２９年１０月２０日（金）１７時必着

◇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。

◇会員料金

※ご購入は、お一人様１回あたり５セット(１万円分)まで、

同一年度内(４月～３月)３回まで可能です。

◇そ の 他 ご利用可能な加盟店及び売場などの詳細については、

『こども商品券』ホームページ＜http://toycard.co.jp/＞

もしくはそれぞれの加盟店でご確認ください。

日帰りバスツアー

若狭おばま 新鮮魚介類の会席料理

のどぐろ 若狭焼き

ここどどもも商商品品券券

全国約５,０００店の加盟店で、おもちゃやベビー・子供用品、文具等にご利用いただける、便利な商品券です。
また、お子様へのギフト、ご出産やご入学、お誕生日などのお祝いにも最適です。

10月 1日よりデザインが変わります 会員限定

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 2022年 12月 31日

昼 食

浜焼き鯖

名産土産

10 月からの

新デザイン
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八尾市共済センターニュース （ワーキング・オン）

Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｏｎ
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契約 宿泊施設 新着新着新着 情報 行楽の秋・食欲の秋を楽しもう！

①湯快リゾート（「白浜彩朝楽」「宇奈月」）を除く）

②かんぽの宿（日本全国 50宿、天然温泉※一部除くと食材にこだわった料理）

①、②の詳細、施設のご利用方法については、八尾市共済センターＨＰ＜www.yao-kyosaicenter.or.jp＞

及び各リンク先からご確認ください。（湯快リゾートのご利用方法は当誌 8月号にも掲載）

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

③ひょうご憩の宿（兵庫県下に 5つの公共の宿 ※「いこいの村はりま」は工事の為休館中）

③ひょうご憩の宿は、おおきに Net会員特典になります。

● 1泊 2食付基本料金（飲み物・追加料金は含まない）の 5 ％割引

（ただし、1泊 2食 10,000円【税別】未満の場合は 3 ％割引）

●各施設における特別割引企画商品は対象外

★必ずご予約時におおきに Netの会員である旨お申し出の上、ご利用の際に当センター会員証をご提示ください。

◇期 間 ～平成 30 年 1 月 8 日（月）まで

◇営業時間 9 時 30 分～17 時（※11 月 30 日以降は 9 時 30 分～16 時）

◇入 園 券

※こども料金は、３歳～小学生まで

◇休 園 日 毎週水曜日（但し 10 月 18・25 日、12 月 27 日は開園）、12 月 5・12・19 日、平成 30 年 1 月 1 日

★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。
※イベントの内容、開催期間、時間、料金等の詳細は、みさき公園のＨＰ＜www.nankai.co.jp/misaki＞等でご確認ください。

★全福センター会員特典：予約センターへの電話予約限定 期間限定特別プラン

下記①～③全てに該当で、中学生以上おひとりあたり1,000円割引(人数無制限)

①予 約 期 間 ～平成29年10月31日(火)まで

②ご利用期間 ～平成29年11月30日(木)まで

③対 象 日 程 湯快リゾートが定める「Ａ」日程（湯快リゾートHP＜yukai-r.jp＞でご確認ください）

※会員証割引500円や他のクーポン券、割引プラン類との併用不可。

ご予約の際、「パートナー企業限定特別セール」並びに全福センター会員である旨必ずお伝えください。

★とっておき！秋の料理フェア ～思わず写真に撮りたくなる料理～

期間：10月1日(日)～11月30日(木)まで

詳細はかんぽの宿ＨＰ＜kanponoyado.japanpost.jp＞

にてご確認ください。

★秋のおすすめプラン

上記のプランはそれぞれ対象期間が異なりますので、詳細は各施設にお問い合わせください。

新たんば荘 篠山市郡家 451-4 (079）552-3111

津名ハイツ 淡路市志筑 162 (0799）62-1561

赤穂ハイツ 赤穂市尾崎向山 2470-64 (0791）48-8935

六甲保養荘 西宮市越水社家郷山1-95 (0798）73-1351

ひょうご

憩の宿

当ｾﾝﾀｰ斡旋のお得な

「湯快リゾート 宿泊券」

ご利用時も

適用されます！

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

当ｾﾝﾀｰへ宿泊補助券の

ご申請が可能です。

（年間3泊まで対象）

おおきに Net

会員特典

会員・同居のご家族限定            
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種 別 会員料金 一般料金

25,700円 28,700円

25,200円 28,200円

25,000円 28,000円

大 人

中高生

小学生・幼児

幼児(ベット、食事、キャップなし) 14,000円 14,000円

◇主

◇日

催 ㈱スポニチプライム（大阪市西区西本町 1-2-14）

時 平成 29年 11月 18日(土)～19日(日) 1泊 2日（ホテル泊）

◇会員料金

◇コ ー ス 各務ヶ原航空自衛隊　航空祭見学とトヨタ産業技術記念館、トヨタ博物館見学

◇募集人員 全体で４５名（応募多数の場合は抽選となります）

※交通費用、宿泊費用(1泊 2食)、昼食(1回)、観光入場料などを含みます。

※幼児(0歳～小学生未満)の膝上参加はできません。上記の料金となります。

◇行

◇お申込み先 ㈱スポニチプライム ☎ 06-6578-4501 [11月 2日(木)締切]
※お申込み時に、支払方法等について案内があります。

程 移動行程（＝＝＝部）は全てバスになります。

※道路状況等により、スケジュールが変更になる場合があります。

◇そ の 他 お申込み後のキャンセルはキャンセル料金がかかります。

当センターは添乗しません。全てスポニチプライムが対応致します。

参加者全員に特製ブルーインパルスキャップのプレゼントあり！

◇入園料金

◇有効期間 １１月２６日（日）まで

※休園日 火曜日(ただし 10月 10日･31日は開園)、11月 1日･2日

◇営業時間 期間中の営業時間については、ひらかたパークのホームページ・電話等でご確認ください。

【電話番号：072-844-3475 ＨＰアドレス：www.hirakatapark.co.jp】

日帰りバスツアーに行ってきました！

会員・同居のご家族限定

日 程 行 程

11月18日(土) 

 7：30  7：50  9：00

8月号掲載の日帰りバスツアー『格別！京都・貴船の川床料理』

を 9月 3日(日)実施し、総勢 42名のご参加をいただきました。

当日は天気にも恵まれ、水の神・縁結びの神を祀る貴船神社を

参拝後、昼食は「料理旅館 ひろ文」にて、京都の夏の風物詩・

川床料理を『涼と自然』に包まれて食しながら歓談。さらに、

パワースポットとして名高い鞍馬寺を参拝しました。

 11:30  12:20  13:00  14:30 

難波＝＝梅田＝＝＝京都＝＝＝＝＝ 名古屋市内 ＝＝＝ トヨタ産業技術記念館 ＝
（昼食：バーベキュー）

15:10  16:30  17:00 

＝＝＝ トヨタ博物館 ＝＝＝＝＝ ルートイングランティア小牧（泊）
夕食はホテルで

11月19日(日) 

 7：45 8：15  15:00 

小牧＝＝＝＝ 各務ヶ原航空自衛隊 岐阜基地航空祭をご見学 ＝＝
（昼食は自由食）

17:00  18:30 頃

＝＝＝ 草津 ＝＝＝＝＝ 京都 ＝＝＝ 梅田＝＝難波

先着順です！

限定分・残りわずか

区 分 会員価格 一般価格

入園＋
フリーパス
引換券

3,000円 4,400円

2,500円 3,800円

おとな(中学生以上) 

小学生

２歳～未就学児 1,500円 2,600円

★フリーパスは、

「のりもの乗り放題＋

イベントホール入館可(一部

対象外イベントあり)」です。

株式会社あまご建築事務所 八尾市沼ご入会事業所

会員・同居のご家族限定
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◇会員価格 ＜対象：大阪エヴェッサ主催試合＞

注）10月 29日(日)西宮ストークス戦は適用除外となります。

★２階自由席は、コート全体を見渡すことができ、大阪エヴェッサが誇る、プロジェクションマッピングを

用いた演出（但し会場が「府民共済 SUPERアリーナ」の場合に限る）を綺麗にご覧いただける座席です。

◇主な試合スケジュール（全てのスケジュールは大阪エヴェッサのＨＰ等でご覧ください。）

府民共済ＳＵＰＥＲアリーナ：大阪府大阪市此花区北港緑地 2丁目 2番 15号

※未就学児は膝上観戦の場合は無料（大人 1名につき 1名まで）。但し、座席が必要な場合はチケットをご購入ください。

※試合当日、「当日券売場」にて会員証をご提示ください。会員証 1枚につき、チケット 4枚まで優待価格でご購入可能です。

※チケットがなくなり次第終了となります。事前に大阪エヴェッサＨＰ又は☎0120-937-625で残席状況をお確かめください。

駐車場有（有料・450台）

第69回

エディオンアリーナ大阪：大阪市浪速区難波中 3丁目 4-36

※公共交通機関並びにお車でのアクセスなどの詳細は、大阪エヴェッサ HPにてご確認ください。

正 倉 院 展
１0月28日（土）～11月13日（月） ※会期中無休

奈良国立博物館（奈良市登大路町50 奈良公園内）

◇価 格：

◇開館時間： 午前 9時～午後 6時（金･土･日曜日と祝日は午後 8時まで）

※入館は閉館 30分前まで

◇申込締切日：10月 6日（金）

大阪エヴェッサ 観戦チケット《 B.LEAGUE（B ﾘｰｸ ）゙ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 》

席 種 種 別 会員価格注） 通常価格

２階自由席

開幕 2年目を迎え、注目を集める『B.LEAGUE 2017-2018 SEASON』がいよいよ開幕！
2年目で上位を狙う大阪エヴェッサの迫力あるプレーを Liveでお楽しみください。

大 人 2,000円 2,700円

小中高生 500円 1,000円

節 試 合 日 ティップオフ 会 場 対 戦 相 手

6 10/28(土) 17:05 府民共済ＳＵＰＥＲアリーナ 西宮ストークス

7 
11/3(金･祝) 14:05 

府民共済ＳＵＰＥＲアリーナ シーホース三河
11/4(土) 15:05 

10 12/2(土) 15:05 エディオンアリーナ大阪 西宮ストークス

12
12/16(土) 17:05 

府民共済ＳＵＰＥＲアリーナ サンロッカーズ渋谷
12/17(日) 14:05 

種 別 会員価格 当日価格

一 般 600円 1,100円

高校･大学生 300円 700円

小･中学生 200円 400円

会員・同居の

※障害者手帳をお持ちの方(介護者 1名を含む)は無料

ご家族限定

締切間近

また、申込み後のキャンセル、及び払い戻し・交換はできません。

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、お１人様１回のご注文は５枚迄です。

・当センター取扱チケット類のご利用対象者は、会員ご本人と登録の同居ご家族限定です。対象者以外の方は利用できません。

・チケットは日にちに余裕をもってご注文ください。特に、白浜アドベンチャーワールド･鈴鹿サーキットは在庫しておりません。

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。また、給付申請書には正しくお振込先銀行口座

をご記入ください。誤りがありますと、銀行手数料分が差し引かれてのご入金になります。

退会届・入会届の提出期限について
・退会時は、必ず退会月の末までに登録取消届をご提出ください。翌月になると、翌月分の会費が発生します。

・入会時も、入会月の 1日までに入会届を提出してください。(土曜･日曜･祝日の場合は翌日)

・届出用紙の提出が遅れる場合は、必ず電話又はＦＡＸで事前にご連絡ください。

当センターへのご意見・ご要望について
・当センターへのご意見・ご要望等がございましたら、当センターＨＰ内、「お問い合わせ」フォームよりお寄せください。


