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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。

昨年の日本は、冬季五輪やサッカーW杯での活躍など

明るい話題の一方で、大阪府北部地震・西日本豪雨・台

風 21 号など多くの自然災害に見舞われました。被害を

受けられた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

日本経済は、中盤以降やや一服感が見られたものの、

好調な海外経済をうけ緩やかな回復基調にあると思われ

ます。ただ一方で、原油など資源の高騰、地政学的リス

ク、米国の経済政策の動きなどが懸念される情勢です。

いま、国内企業で『人材の確保』が大きな課題といわ

れます。国会では外国人労働者の受入れ拡大の「入管法

改正案」が成立しました。各企業には、「労働者から選ば

れる」環境整備の重要性が高まるものと思われます。心

身共に健康で、明るく安心して働ける環境づくりを行い、

従業員の満足度を向上させ、人材の確保・定着に結びつ

けることが望まれます。

これらに寄与すべく、当センターも、会員事業所に対

し、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・宿泊施設利用や魅

力あるイベントの実施など余暇活動に係る事業を提供し、

地域中小企業の発展に貢献してまいる所存です。

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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新年のごあいさつ 八尾市長 田中 誠太

あけましておめでとうございます。

昨年を振り返りますと、本市は、市制施行７０周年を迎えると同時に中核市へと移行

し、まちづくりのネクストステージへ大きな第一歩を踏み出しました。また、みんなの

健康をみんなで守る健康コミュニティの構築に向け、「八尾市健康まちづくり宣言」を

１０月に発表するなど、より健康で充実した人生を送っていただけるよう、まちづくり

を進めています。

（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、

個々の事業所だけ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、お祝い金等の給付や貸付事

業、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います。

同センターが、市内の中小企業で働く皆様の福利厚生の向上に活用され、元気に働き甲斐を感じながら活躍できる

職場環境づくりに役立てていただけることを期待しています。

今後も、活気にあふれ、安心して活躍していただける八尾のまちに向け、「まちは人 やおは人」の理念のもと、勇

往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。

皆様にとって、迎える新年が明日への夢と希望を持てる年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

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使用して、2種類の動物の
名前にしてください。

正解者から抽選で 7

答え と

事業所名 会員番号 氏 名

☆☆☆ タテのカギ ☆☆☆

【2】 次の四字熟語を完成させて下さい。「○○○金吉」

（漢検 3級レベル）

【3】 航空機を用いて旅客・貨物などを運ぶこと。

【4】 「繭糸」のほぐれた状態だ。（漢検準 2級レベル）

【6】 飼い主のいない犬。（野犬）

【7】 生まれ育った国。祖国。

【9】 頭を使って考えるための問題。

【11】 次の苗字を何と読むか。「津和」

特に多い都道府県（大阪、岡山）

【13】 次の苗字を何と読むか。「嶋」

特に多い都道府県（大阪）

☆☆☆ ヨコのカギ ☆☆☆

【1】 すぐれた作品。有名な作品。

【5】 原子力発電の燃料として何が使われているか。

【6】 金属を延ばして棒状にしたもの。もち・麺類などを

平らに延ばすのに使う木製の棒。麺棒。

【8】 仲間で費用を出し合って飲食する親睦会。

【10】 一つの俳句。

【12】 次の苗字を何と読むか。「図子」

特に多い都道府県（香川）

【14】 次の苗字を何と読むか。「怒和」

特に多い都道府県（愛媛、広島、兵庫、大阪）

【15】 朝から夕方までの間。昼の間。

1 2★ 3 4

5 ★

6★ 7 ★

8★ 9

10 11★ 12 13★

14 15

新春企画★ 応募資格：会員ご本人限定

名様に賞品が当たります。ＦＡＸ（０７２－９９１－５６０８）でご応募ください。
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◇日 時 ２月１７日（日）雨天決行

集合：午前８時００分 八尾商工会議所

◇行 程 八尾 ＝＝＝ 南部梅林(見学) ＝＝ 梅干館(買物) ＝＝

道成寺・雲水(クエフルコースの昼食と拝観) ＝＝

湯浅醤油(九曜蔵・見学と買物)＝＝ 黒潮市場(買物) ＝＝＝ 八尾

◇参 加 費 お一人様 8,500 円

◇募集定員 ３５名（最少催行人数２０名）

☆お申込みは当センターへ、下記事項①～⑥をご明記の上(様式不問)、

ＦＡＸ（072-991-5608）又は郵送でお申込みください。

◇会員料金

◇出 演 桂ざこば 桂南光 桂米團治 他

◇公演時間 ①11：00 ②15：00開演（開場各 30分前）

◇申込締切 1月 10日（木）

◇販売枚数 限定あり（売切れ次第終了となります。）

申込締切

月 日(木)
17時

区 分 会員料金 一般料金

一 般 3,600 円 4,000円（当日＋300円）

フレッシュシート 18（18歳以下） 2,000 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 3,200 円 同 左（当日＋300円）

南部梅林の散策も

会員及び会員の同居登録家族

会員・同居のご家族限定

※希望時間帯を選択のうえ当センターへお申込みください。

✧白浜アドベンチャーワールドは、２月１７日(日)、40周年マラソンイベントの開催のため、パーク通常営業は午後1時からです。

✧湯快リゾートより、2月28日（木）まで有効な、お一人500円分のクーポン券（土曜と指定日は利用不可）が提供されました。

　当センターHPから印刷してご利用いただけます。（ご利用の際は、必ず券面に記載の注意事項をご確認ください。）

✧宿泊施設利用補助契約先「ときめきの宿ふるさとネット」が本年3月31日で解散となるに伴い、補助契約も同日で終了となります。

✧当誌11月号掲載「木下大サーカス大阪駅前うめきた公演」、「SATSUKI　WEEKEND　BUFFET」期間限定受付中です！

✧白浜アドベンチャーワールドは、２月１７日(日)、40周年マラソンイベントの開催のため、パーク通常営業は午後1時からです。

✧湯快リゾートより、2月28日（木）まで有効な、お一人500円分のクーポン券（土曜と指定日は利用不可）が提供されました。

　当センターHPから印刷してご利用いただけます。（ご利用の際は、必ず券面に記載の注意事項をご確認ください。）

✧宿泊施設利用補助契約先「ときめきの宿ふるさとネット」が本年3月31日で解散となるに伴い、補助契約も同日で終了となります。

✧当誌11月号掲載「木下大サーカス大阪駅前うめきた公演」、「SATSUKI　WEEKEND　BUFFET」期間限定受付中です！

米 朝 一 門 会

3月17日（日）

八尾プリズムホール 小ホール
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あけましておめでとうございます。事務局一同、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(金)～、チケット配達は 1月 11日(金)～となります。

また、1月 25日(金)は配達をお休みさせていただきます。あしからずご了承ください。

 退会届・入会届の提出期限について
・退会届は、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。

・入会届は、入会月の 1日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。

◇日 時 2月 5日（火）14：30～16：30

◇場 所 大阪産業創造館 ５Ｆ研修室Ｃ

◇参加料金 無料

◆募集人数 10名

◆申込締切 1月 15日（火）

入会事業所のご案内（５０音順）

✧ 株式会社エー．アイ．デンタルラボラァトリー：太田 ✧ 有限会社加藤金属：太田

✧ 株式会社コイケ：太田新町 ✧ 富井工務店：沼

12 月 9 日(日)実施の日帰りバスツアー「城崎温泉『西村屋ホテル招月庭』

かにづくし」に、総勢 80名様にご参加いただきました。当日は、気温が低く

時々霙が降る天候となりましたが、車窓から初冬の雪景色もみられるなか、

約 3時間半余りで兵庫県豊岡市の城崎温泉に到着し、早速本日のメイン「か

にづくし」の食事会場『西村屋ホテル招月庭』へ。館内は格式が漂い、料理

はその広々とした大宴会場にて、旬を迎えたかにが様々な調理方法で提供さ

れ、皆様かにに集中し？静けさも感じる時間もありながら、冬の味覚に舌鼓を打ちました。

昼食後は、城崎温泉街の散策と、西村屋館内での入浴の行程に分かれて行動。散策組は、

情緒ある温泉街での外湯入浴・足湯・お買い物などを、館内入浴組は内湯入浴と残り時間

での散策を、各自思い思いに楽しみました。

会員本人限定

同封のチラシ『かにすきセット』ご注文時、「八尾市共済センター会員」の旨ご記入で500円引き！


