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新年のごあいさつ新年のごあいさつ

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。

さて昨年の日本は、九州北部豪雨や大型台風による

甚大な被害がありましたものの、経済面では、輸出が

持ち直し企業業績が回復、雇用・所得情勢も堅調に推

移し、緩やかな回復を辿りました。しかし一方では、

国内及び世界全体における地政学的リスクなど、先行

きの不透明感も漂う状況です。

事業者を取り巻く環境も、依然として厳しいものが

あり、経営基盤の体質強化が求められる状況です。そ

の為には、個々の取り組みに加え、地域や国が一体と

なって課題に取り組むことが重要と思われます。特に

昨今、中小企業・小規模事業者にとって、人材の確保

が大きな課題となっています。売り手市場の中、事業

者には、従業員がいきいきと、心身共に健康で、安心

して働ける職場環境の整備が求められています。

そのためには、当センターが、会員事業所の福利厚

生の充実、また、検診・スポーツに係る健康管理事業、

慶弔・永年在会に係る給付事業、文化・レジャー・宿

泊施設の利用やイベント実施など余暇活動に係る事業

を更に推し進め、働く意欲・士気と生産性向上を通じ、

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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八尾市長新年のごあいさつ 田中 誠太

平成３０年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

さて本年４月、八尾市は市制施行７０周年を迎えるとともに、「中核市やお」として、

大きな一歩を踏み出します。「まちは人 やおは人」の理念のもと、人と人が心でつな

がり、市民がより健康で、活躍できる機会に恵まれるまちづくりを進めてまいります。

結びに、会員の皆様のご健勝とご多幸を心から祈念いたしまして、新年のごあいさつとさせていただきます。

～「感性にふれる」生きているミュージアム ～

◇所 在 地 吹田市千里万博公園 2-1 ＥＸＰＯＣＩＴＹ内

大阪モノレール「万博記念公園」駅よりすぐ

（公財）八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンターでは、市内の中小企業で働いておられる方々と事業主に

対し、個々の事業所では取り組むことが難しい、人間ドックの受診補助等の健康管理事業、お祝い金等の給付事

業や個人ローンの取次、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。

本センターが、市内の中小企業で働いておられる方々の福利厚生の向上に活用され、勤労者の皆様が働き甲斐

を感じて活躍できる環境づくりに役立てていただけることを大いに期待しているところです。

本年も市民の皆様一人ひとりが、自分の生き方に満足していただけるまちづくりに邁進してまいりますので、

会員の皆様には、引き続き本市政にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◇お申込み 当センターまでお申込みください。(常時受付)

◇住 所 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43
◇営業時間 9時～22時（年中無休）

◇そ の 他 ◆駐車場は、ららぽーと EXPOCITY の駐車場をご利用ください。ニフレルご利用で 2時間無料となります。

◆その他の情報は、ニフレルのＨＰまたは ：0570-022060（ナビダイヤル）等でご確認ください。

◆入館券ご購入後のキャンセル及び変更はできません。また、入館券表記の有効期限を経過しますと無効となり、

ご利用いただけません。なお、その場合でも払戻し・お引換え等はできません。

◆療育手帳、各種障がい者手帳をお持ちの方はご本人様と同伴者一名様まで割引料金が適用されますので、現地購

入の方がお安くなります。

※貸切営業や特別営業など入場できない場合があります。★お問合せ先：ハルカス 300インフォメーション 06-6621-0300

1,200 円

◇休 館 日 1月 23日（火）

◇開館時間 10：00～20：00（最終入館時間 19：00）

◇会員価格 入館券 ※現在の取扱いは平成 30年 3月 31日まで有効分です。

会員・同居の 種 別 会員価格 通常価格

1,900円

400 円 1,000円

300 円 600円

大人（１６歳以上）・高校生

こども（小･中学生）

幼児（３歳以上）
※･３歳未満は無料です。･当日なら何度でも再入館ができます。
･他の特典や割引とは併用できません。

ご家族限定

会員・同居の

ご家族限定

©NIFREL

区 分 会員料金 備一般料金 考

1,350 円 1,500円

1,080 円 1,200円

630 円 700円

450 円 500円

大 人（18歳以上）

中高生（12～17歳）

小学生（ 6～11歳）

幼 児（ 4～ 5歳）

※窓口でおおきに Net の会員である旨をお伝えのうえ、会員証をご提示ください。

◇入場料金

新規契約

吹田市の万博公園・EXPOCITYに、海遊館がこれまで培ってきたノウハウを活かし、水族館のイメージを超える施設として

初プロデュースしたニフレル。「感性にふれる」をコンセプトに、今までにない新たなジャンルの施設として、子供から大人

まであらゆる人の感性を刺激し、心を豊かにします。

会員証提示

※ 3歳以下無料
　　6歳で　未　就　学　⇒　幼　児
　12歳で　小　学　生　⇒　小学生
　18歳以上で高校生　⇒　中高生
　　　　　　　　　　　　の料金適用

©NIFREL

©NIFREL
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会員・同居の

ご家族限定

日 程 昼/夜 席数 開 演 開 場

昼 20席 11：30 

開演 30分前夜 20席 16：00

昼 20席

2月 16日(金) 

2月 17日(土) 

2月 20日(火) 11：30 

◇ご利用期間 ～平成 30年 3月 31日(土)の土･日･祝日

◇会 員 価 格 『ウィークエンドビュッフェチケット』

②インターネット（ニューオータニ大阪ＨＰから可能）
※「ご要望欄」に上記 の旨をご記載ください。

◇ご利用方法 チケットご購入前に、必ず店舗へ予約をお済ませください。

※ご予約時『八尾市共済センターチケットあり』とお伝えください。

★ご予約先 ① 06-6920-7360（オールデイダイニングSATSUKI 直通）

◇お申し込み 様式⑭「事業等申込書」にて当センターまでお申し込みください。
※期間経過後のご利用、及びお申込み後のキャンセル・変更、また未使用分の払戻し等はできません。

◇出

◇会

◇公 演 日 下表日程で３等席（３階席）各日 20枚限定販売

演 渡辺えり、キムラ緑子、段田安則、林翔太（ジャニーズ Jr.)、広岡由里子、村田雄浩ほか

場 大阪松竹座（大阪市中央区道頓堀 1-9-19）

おおきにネット共催事業

◇会員料金 2,500 円（３等席一般料金 4,000円）

◇申込締切 1月 18日（木）※申込み多数時は、抽選を行い 1月 26日(金)までに当選者のみにご連絡いたします。

◇講

日時：平成30年２月２４日（土） 10：30～11：30

場所：第一生命ビル１９F

師 (株)第一生命経済研究所ウェルライフ開発室 専属講師

◇参 加 費 無料 ※会員・同居のご家族限定

◇申 込 先 様式⑭「事業等申込書」にて

当センターまでお申し込みください。

◇募集人員 60名（全体） ※最少催行人数３０名

◇申込期限 2月 9日（金）

イメージ

オールデイダイニング

種 別 会員価格 一般価格 利用時間帯(90分制) 

大 人 3,500 円 5,800円

※ 予 約 制

１部 12：00～13：30

２部 14：00～15：30

３部 17：00～18：30

４部 19：00～20：30

小学生 1,500 円
(小学生券)

3,000円

幼児(４歳～) 2,000円

大人 1 名につき

同伴の幼児1名

が無料に！

アイ・エンジニアリング 八尾市緑ヶ丘

大阪松竹座公演 「喜劇 有頂天一座」 会員・同居のご家族限定

60 分

カリキュラムの構成

1 月 19 日（金） は、チケット等の配達をお休みさせていただきます。

好　評
取扱中

土・日・祝日 限定土・日・祝日 限定

期間終盤は特に混雑が

予想されますので、

ご予約はお早めに

 お申込みください。

期間終盤は特に混雑が

予想されますので、

ご予約はお早めに

 お申込みください。

限定

無料セミナー

親や家族が介護を必要とする状態になった時、どのように対処したら良いのでしょうか。

介護を抱えながら仕事を続けるためのヒントとして、公的介護保険の上手な利用法や、いざというときの相談先、

また施設サービスの選択など、介護の負担を軽減するための具体的な対策についてお伝えします。

※ビデオ撮影、録音、TV会議などによる中継はご遠慮ください。

●　介護保険の上手な利用法

●　認知症の理解

●　勤労者が知っておきたい

　　遠距離介護

●　施設サービスの選択

●　介護便利グッズの紹介

ご入会事業所 配達のお休みについて
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あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年始の業務開始は 1月 4日(木)～、チケット配達は 1月 12日(金)～となります。

ＦＡＸ：八尾市共済センター行 （０７２－９９１－５６０８）

次のクロスワードパズルを完成させ、★印マス内の字を全て並び替えると、あるお正月に関連する言葉にな

ります。それは何でしょう？ 正解者の中から抽選で７名様に賞品が当たります。ＦＡＸでご応募下さい。

答 え 希望賞品(○印) Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 賞

 退会届・入会届の提出期限について
・退会の場合は、必ず退会月の末日までに登録取消届をご提出ください。過ぎますと、翌月分の会費が発生します。

・入会の場合は、入会月の 1日までに入会届を提出してください。過ぎますと、翌月入会となります。

・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。

 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。

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。

・チケットはお早めにご注文ください。特に白浜アドベンチャーワールドは、ご注文受け後の発注となり、10日ほどかかります。

 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。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。

 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。

◇応募資格 会員ご本人様 ※お一人につき１枚まで

◇応募期限 平成３０年１月１９日（金）

◇当選発表 当誌２月号にて当選者のお名前を発表
※賞品は２月下旬ごろ発送予定

事業所名 会員番号 氏 名

☆☆☆ タテのカギ ☆☆☆

「○○のカーニバル」。

☆☆☆ ヨコのカギ ☆☆☆

【1】 ①くじ引きなどで「○○○を引く」②めぼし、見当。

「○○○をつける」③釣りで魚が針に食いつくこと。

【3】

【2】 西洋の測量術を取り入れて、はじめて全国の沿岸を実

測し日本地図をつくった「伊能○○○○」

【3】 酒酔いが翌日まで持ち越されて気分がよくないこと。

【4】 人口が多く、人家が集中している所。

【5】 二つのものを比べて、その相違や特性をはっきりさせ

ること。

【7】 涙を分泌する腺。

【9】 次の苗字を何と読むか。「牛江」 特に多い都道府県

（三重）

【10】 2016年オリンピックが開催された、ブラジルの都市。

県（千葉、神奈川）

【5】

次の苗字を何と読むか。「府馬」 特に多い都道府

英語で触れることやさわること。

【6】 全身が光るイカ。

【8】 投票箱を開いて、投票の結果を集計すること。

範囲にある色。

【11】 弥生時代に稲の穂先を摘み取るために「○○包丁」

が使われた。

【12】 ミカン科ミカン属の、柑橘類果実。赤と黄色の間の

1 2 ★ 3 4 

5 ★

6 7 

8 ★ 9★

10★ ★ 11

12★

※記入なき場合はＤ賞応募といたします。

お年玉プレゼント

事務局からのお知らせ

賞　品
Ａ賞：ホテルニューオータニ大阪　

　　　スイーツ＆サンドウィッチビュッフェ ～ホテルでいちご狩り～

　　　3月4日(日)13：30～の部　大人ペア利用券　　　　　1名様

Ｂ賞：オービィ大阪・ニフレル入館券セット　大人ペア　1名様

Ｃ賞：カタログギフト　チョイスコレクション 煌（きらめき）　1名様

Ｄ賞：ＭＯＶＩＸシネマ券　大人ペア　　　　　　　　　3名様

抽選に外れた方の中から、ＫＦＣカード3,000円分 　1名様


