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★八尾市共済センター 割引協定入浴施設

◇会員料金

◇開館時間 午前 9時～午後 5時

◇申込締切 12月 19日（水）

会員・同居のご家族限定

✧おゆば

★源気温泉 八尾おゆば

八尾市柏村 2-65-1

072-990-0020

★源気温泉 万博おゆば

吹田市千里万博公園 11-11

06-6816-2600

◇営業時間：朝 10時～深夜 1時（年中無休）

◇施 設：内湯風呂、露天風呂、サウナ、お食事処等

✧風の湯

★風の湯 新石切店

東大阪市西石切町 7-1-25

072-984-4126

★風の湯 河内長野店

河内長野市上原西町 15-1

0721-52-1726

◇営業時間：朝 10時～深夜 1時（年中無休）

◇施 設：内湯風呂（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ）、サウナ、お食事処等

✧上方温泉 一休 京都本館

京都府城陽市中芦原 25-2

0774-54-1419

◇営業時間：朝 10時～深夜 0時（第 3火曜日定休）

◇施 設：内湯風呂、露天風呂、サウナ、お食事処等

✧八尾温泉 喜多の湯

八尾市二俣 1-8

072-976-4126

◇営業時間：朝 10時(土日祝 9時)～深夜 1時（年中無休）

◇施 設：内湯風呂、露天風呂、サウナ、お食事処等

会員・同居のご家族限定

種 別 会員価格 当日価格

一 般 1,600 円 1,800円

高校･大学生 1,300 円 1,500円

※当センターまでお申込みください。（常時お取扱いしています。）
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◇有効期間 平成30年12月 1日（土）～平成31年 3月 3日（日）※休園日あり

★会員料金

月10 日(日)まで使える無料入園券を限定100 名様にプレゼント！！

◇住 所 大阪府河内長野市天野町 1304

◇営業時間 休園日と併せて施設ＨＰ等でご確認ください。

◇お申込み 先着順です。当センターまでお申込みください。

◇開催期間 2019年2月 23日（土）～ 4月 14日（日）※月曜日休館

◇場 所 京都文化博物館 4・3階展示室

◇開館時間 10:00～18:00（金曜～19：30）

★会員料金

◇申込締切 12月 19日（水）

券 種 区 分 会員価格 一般価格

入園
＋フリーパス引換券

おとな（中学生以上） 3,000円 4,400円

小学生 2,500円 3,800円

キッズ（２歳～未就学児） 1,600円 2,600円

入園 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

種 別 会員料金 当日料金

一 般 1,200 円 1,400円

高校･大学生 900 円 1,100円

小学･中学生 300 円 500円

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定

（アイススケート＋スノーランド）開催中 ♪

会員・同居のご家族限定

＋

ウインターカーニバル

1月2日(水) 変わり種自転車広場無料開放（※入替制）

1月3日(木) よしもと芸人来
きた

る！（アキナ、ヘンダーソン、からし蓮根）
餅つき＆ふるまい餅（参加無料）
新春餅まき大会（参加無料）

1月4日(金)～ 6日(日) 新春ガラガラ抽選会（豪華景品をご用意）
1月13日(日)・14日(月･祝) キャラクターショー（観覧無料）

両日とも 11:00～／14:00～
※各イベントの詳細は、施設HP等でご確認ください。

★

北野天満宮 信仰と名宝 ―天神さんの源流―



３

◇公演日時 平成 31年2月 23日（土） 開演 14：00（開場 13：30）

◇出 演 宮田大（チェロ）、ジュリアン･ジェルネ（ピアノ）

★会員料金

◇申込締切 12月 12日（水）

◇販売枚数 売切れ次第終了になります。

◇利用期間 平成 31年 3月 31日（日）まで

◇営業時間 18：00～22：00（20：40最終受付）

◇申込締切 12月 20日（木）

区 分 会員価格 一般価格

一 般 2,700 円 3,000円（当日＋300円）

フレッシュシート２５（２５歳以下対象） 1,500 円 同 左（当日 同 額）

フレッシュシート１８（１８歳以下対象） 1,000 円 同 左（当日 同 額）

障がいのある方とその介添えの方１名様まで 2,400 円 同 左（当日＋300円）

会員・同居のご家族限定

Ⓒ Daisuke Omori

八尾シティーコンサートPart92宮田大チェロ・リサイタル 八尾プリズム小ホール

枚

★会 員料金

区 分 会員料金 通常料金

大人(18歳以上) 2,000 円 2,700円

中人(13歳～17歳以下) 1,200 円 1,800円

小人( 4 歳～12歳以下) 700 円 1,000円

シニア(65歳以上) 1,200 円 1,800円

会員・同居のご家族限定

★ご利用方法

当センターへお申込みのうえ『期間有効券』をご購入ください。

当日、ジョーテラス大阪(大阪城公園駅下車すぐ)内チケットセンター
にて、ご希望の時間枠（20分単位）で『日時指定券』に交換。

入場ゲートへ歩いて約15分、SAKUYA LUMINAをお楽しみください。

・サン＝サーンス

『動物の謝肉祭』より「白鳥」
・ピアソラ

ブエノスアイレスの四季 ほか

※

※イメージです
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 退会届・入会届の提出期限について

・12月退会の場合は、必ず 12月 28日(金)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。

・1月入会の場合は、1月 4日(金)までに提出してください。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。

・指定イベント・チケットお申込み時に必要な『事業等申込書』は、当センターＨＰ内「各種様式」⑭からダウンロードしてください。

 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できません。また、給付申請書にはお振込先口座を正しく

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。

嵐山近辺の名所をクイズにし、美味しく、楽しく嵐山を探検周遊するクイズラリー!

賞品：一休．ｃｏｍギフト券 ※参加料金がかかります。

◇実施期間（入園期間）

2019年 1月 7日（月）～ 3月 20日（水）の全日（ ）

☆上記期間中「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日ご利用いただけます。

◇サンクス・フェスティバル期間中のご利用料金

１．サンクスフェスティバルパスポートについて

２．利用券（500円券）は、会員お一人様につき年度内２回（会員及び同居の家族分ＯＫ）まで
ご利用できます（但し年度内合計 100枚まで）。

会員・同居の

ご家族限定

区 分 一般料金

大人（18歳以上） 6,800円 6,300円 7,400円

中人（中学・高校生 12～17歳） 5,800円 5,300円 6,400円

小人（幼児・小学生 4～11歳） 4,200円 3,700円 4,800円

入会事業所のご案内 ✧ ㈱え波戸製作所 ： 泉町

ご参加
受付中

年末年始の

お知らせ

★ご注意　上記に係る「パスポート購入申込書」及び「コーポレートプログラム利用券」につきまして、
　　　　　ご利用者（会員・同居のご家族限定）以外の第三者への譲渡及び転売は、有償無償を問わず禁止されております。

「サンクス・フェスティバル」
パスポートのみご利用

「サンクス・フェスティバル」
パスポートと｢利用券｣を併用


