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◇日 時 平成３０年３月１１（日）雨天決行

出発：午前８時００分／解散：午後７時００分ごろ

集合及び解散場所：八尾商工会議所

◇行 程 表 八尾 ＝＝ カップヌードルミュージアム大阪池田(見学とマイカップヌードル作り体験) 
＝＝ ささやま荘(昼食) ＝＝ 篠山城 大書院(見学)
＝＝ めんたいパーク神戸三田（お買い物） ＝＝ 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 8,000 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 12,000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 ※但し、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①～⑥の事項をご明記の上(様式不問)、

ＦＡＸ（072-991-5608）又は郵送でお申し込みください。

◇申込締切 ２月１９日（月）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。

◇休園日等 営業時間・休園日等はアドベンチャーワールドのＨＰ又は☎0570-06-4481（ナビダイヤル）でご確認ください。

◇会員価格 「1日入園券」※お申込み後のキャンセル・変更はできません。

区 分 会員料金 一般料金

大人（18歳以上） 3,000 円 4,500円

セニア（65歳以上） 2,600 円 4,000円

中人（高校・中学生） 2,500 円 3,500円

小人（小学生・幼児）<4歳～> 1,900 円 2,500円

入園券 会員・同居のご家族限定

✧セーワキッチン工業株式会社 八尾市太田新町 ✧株式会社光映 八尾市末広町

人気の 「カップヌードル」作り体験付き

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）
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種 別 会員価格 一般価格

大 人
3,600 円

注）土日祝追加＋200円

4,600円
土日祝＋200円

小学生
1,600 円

注）土日祝追加＋100円

2,400円
土日祝＋100円

幼児(４歳以上) 取扱なし 1,000円

◇ご利用期間 2月 2日(金)～3月 15日(木)

◇ご利用店舗 トップ オブ ミヤコ
(シェラトン都ホテル大阪 21Ｆ)
大阪市天王寺区上本町 6-1-55(近鉄大阪上本町駅直結)

◇ご利用時間 17：30～21：00（ディナー）

◇会員価 格 「ディナーブッフェチケット」※ソフトドリンク付き

注）
追加分は、ご利用時にチケットに添えてお支払いください。

◇ご利用案内

【ご予約・お問い合わせ先☎】06-6773-1279(トップ オブ ミヤコ直通)

◇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。

◇所 在 地 京都市下京区観喜寺町３５－１（梅小路公園内）

◇電話番号 075-354-3130

◇営 業 日 年中無休（施設点検等により休館する場合があります）

◇営業時間 10 時～18 時

◇料 金

◇利用方法

◇そ の 他 ◆お弁当の持ち込み可能です。 ◆専用駐車場はありません。近隣の駐車場をご利用下さい。

オービィ大阪 ～地球 体感 ～

◇所 在 地 吹田市千里万博公園 2-1 ＥＸＰＯＣＩＴＹ内

◇休 館 日 不定休（ＥＸＰＯＣＩＴＹの休館日に準ずる）

◇開館時間 10：00～21：00（最終入館 19：00）

◇お申込み 当センターまでお申込みください。(常時受付)
※ご購入後のキャンセル及び変更はできません。

◇ＮＥＷ！

✧詳しくは、オービィ大阪ＨＰ、または☎：06-6155-7299でご確認ください。

会員・同居の

ご家族限定

ご利用日の

店舗ご予約

当センターで

チケッ トご購入

店舗で

チケッ トご利用

ご利用

の流れ

施設利用券(有効期限：3月末日) 会員・同居のご家族限定

区 分 会員料金 一般料金

大 人 1,500 円 2,050 円

大学・高校生 1,100 円 1,550 円

中・小学生 700 円 1,000 円

幼児（３歳以上） 300 円 600 円

当センターへご連絡ください。

施設利用券をお送りします。

入館窓口で「施設利用券」を添えて会員料金を

お支払い下さい。（2018年3月末日有効期限）

特典付き

3月14日までの特典

京都駅より徒歩約15分

★会員価格★

種 別 会員価格 通常価格

大 人 1,500 円 2,160円

高校･大学生 1,200 円 1,728円

小･中学生 800 円 1,296円

幼児(４歳以上) 500 円 864円
※･３歳以下無料。・アニマルワールド料金は含みません。

取扱中 会員・同居のご家族限定

トップオブミヤコ

京都水族館

アニマルワールド新登場！（料金別途＋540円）
※人数制限あり（当日先着順受付・現地支払い）
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当センターＨＰの

トップページから

左記リンクを

♪ 提携団体『全福センター』『大阪労働協会』の各種優待もぜひご活用ください ♪

施 設 券 種 区 分 会員料金 一般料金 有効期間等

海遊館 入館券 大人(高校生以上) 1,500円 2,300円 H30.3月末

こども(小・中学生) 750円 1,200円

幼児(4歳以上) 400円 600円

ニフレル 入館券 大人(高校生/16歳以上) 1,200円 1,900円 H30.3月末

こども(小・中学生) 400円 1,000円

幼児(3歳以上) 300円 600円

ナガシマスパーランド 入場のみ 大人（中学生以上） 300円 1,600円 H30.2月末

小学生 100円 1,000円

幼児（2歳以上） 100円 500円

パスポート

(遊園地入場＋のりもの)

大人（中学生以上） 3,300円 5,000円

小学生 2,600円 3,900円

幼児（2歳以上） 1,600円 2,300円

ひらかたパーク

※フリーパスでのウインター

カーニバル入場は不可

入園＋フリーパス引換券
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）

おとな (中学生以上) 3,000円 4,400円 H30.2.25

小学生 2,500円 3,800円

2歳～未就学児 1,500円 2,600円

入園+イベント入場券
(ウインターカーニバル）

おとな（中学生以上） 900円 2,000円

こども（2歳～小学生） 500円 1,200円

関西サイクルスポーツセンター H30.3.11

志摩スペイン村

※2/9まで休園

パスポート

(通常 9：00～17：00)

シニア(60歳以上) 2,500円 3,500円 H30.3月末

大人(18～59歳) 3,900円 5,300円

中人(中学生・高校生) 3,000円 4,300円

小人(3歳～小学生) 2,500円 3,500円

ホテル２ＤＡＹパスポート シニア(60歳以上) 3,000円 3,300円

大人(18～59歳) 3,000円 3,300円

中人(中学生・高校生) 3,000円 3,300円

小人(3歳～小学生) 3,000円 3,300円

東京ディズニーリゾート
※回数制限あり

１ＤＡＹパスポート 大人(18歳以上) 6,900円 7,400円 H30.3月末

中人(中学生・高校生) 5,900円 6,400円

小人(4歳～小学生) 4,300円 4,800円

ユニバーサル・スタジオジャパン
※回数制限あり

スタジオ・パス 大人(12歳以上) 7,400円 7,900円

子ども(4～11歳) 4,900円 5,400円

おゆば 入浴料 大人（中学生以上） 640円 750～800円 H31年末

上方温泉

一休 京都本館

入浴料 大人（中学生以上） 650円 1,234円 購入日から

6か月

チケット

補助券補助券

現地支払現地支払

チケット

チケット

チケット

補助券

利用券 現地支払

現地支払補助申請

HP

HP

チケット

チケット

C L I C KC L I C K

会員・同居のご家族限定

現地支払

残り僅か残り僅か

※各施設の休業日・営業時間等は、

　各施設のＨＰ等でご確認ください。

ご購入は、当センターまでお申込みください。

チケット代金等は現地支払となります。

ＨＰをご参照いただき、ご優待をお受けいただく詳細につきご確認ください。

チケット

HP

補助券

現地支払
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 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。

東映映画 公開期間：3月10日（土）～4月20日（金）予定

上映劇場：全国の約300館以上で上映予定

◇上映劇場 ＭＯＶＩＸシネマ八尾、布施ラインシネマ、あべのアポロシネマ、他全国３００劇場以上

◇出 演 吉永小百合 堺雅人 篠原涼子 佐藤浩市 阿部 寛

高島礼子 中村雅俊 笑福亭鶴瓶 岸部一徳

◇会員価格 800 円（通常の窓口料金：一般 1,800円）

◇限 定 数 50 枚（先着順）

◇申込締切 2月 23日（金）※当センターまでお申込みください。

クロスワードパズルの正解は、 でした。

応募総数 96名様、うち正解者 96名様のうち、厳正なる抽選の上、次の７名様が当選となりました。

多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。また来年度のご応募をお待ちしております。

同封のご案内「家庭用常備薬品等の販売」へのお申込みについて（必読）

会員・同居の

ご家族限定


