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東大阪市の全額出資により設立された公益財団法人だから安心。あなたの会社・事業所・お店で働く皆さんの福利厚生事業はおまかせください。

ゆとりーとNEWSゆとりーとNEWS

ゆとりーと共済事務局 〒577- 0011 東大阪市荒本北１丁目４番１７号クリエイション・コア東大阪 北館３階
公益財団法人 東大阪市産業創造勤労者支援機構
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新規入会事業所（8月）株式会社 大嶋　株式会社 クロステック　株式会社 因州屋　カフェ ド モア　松永製作所 8月1日現在  事業所数504社  会員数4,998人

問題の答え、会員番号、氏名、事業所名、ゆとりーと共済へのご意見、ご感想、ニュースで
扱って欲しい企画等をご記入のうえ、ハガキまたはＦＡＸ・メールでご応募ください。
※一枚の応募用紙に1名様でお願いします。一つの回答に複数名の記入がある応募用紙
　は無効とさせていただきます。

クイズの応募方法

応募総数 80通　正解 80通　不正解 0通

8月号 クイズの答え■ ゆとりーとクイズ

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

同じだけどちがーう！！
同じあるものを加えると下の図が完成します。
加えるあるものはなんでしょう！

ABCDEには同じ文字が入ります。

ABCDEには何が入るでしょうか？

A・B・C・D・E　=　０歳
A・B・C・D・E・B　＝　２０歳

クイズの締切日 9/14（木）  抽選日 9/15（金）

日　　時 9月12日（火）開場： ＰＭ5：15　開演： ＰＭ6：15

主　　催 東大阪とメキシコふれあいの会 会　　場 ユトリート東大阪

メキシコの夕べメキシコの夕べ

20172017

夏休みの宿泊補助の申請は９月１５日事務局必着です。2

1 各種申請書等の　  には必ず押印が必要です。押印がされていない場合は受付不可になります。
またゆとりーと共済の締日は毎月２５日です。 ２５日にゆとりーと共済事務局へ必着するように
書類を送付していただきますようお願いいたします。

印

3 ４月より、荒本にありますクリエイション・コア東大阪北館３階に事務局が移転しております。
未だに旧事務所宛に届く書類がございます。旧事務所では受付できかねますので、送付先は
新事務所に変更していただきますようお願いいたします。

答え A＝し  B＝ん  C＝せ  D＝い  E=じ
（新生児＝０歳  新成人＝２０歳）

艮
同

20ｔｈ20ｔｈ

お問い合わせ： 東大阪とメキシコふれあいの会  ＴＥＬ. 06-6724-7663（松本）

●MAP

世界初のシュークリームをブリュレに…。
お客様の喜んでいただける笑顔のために
厳選された素材にmagicをかけました。

シュークリームに3種の砂糖をのせてブリュレ（焦がす）した
『焦がしシュークリーム』はメディアでも

取り上げられるほど有名。 ベトナムにまで進出しています。
シュークリームの大革命、ここに始まる！！

東大阪発のスイーツ大革命！

キ
リ
ト
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（会員１名１会計に限り有効 ・ コピー不可）

ゆとりーと共済事務局　有効期限平成２９年9月30日まで
会計時にゆとりーと共済会員証を一緒にご提示ください。

会員番号 　　　　　　　－

会員氏名

Vol.16
おすすめ

メディアでも
話題の有名店！

頑張っているお店
紹介します！

頑張っているお店
紹介します！

東大阪市の東大阪市の

まほう使いがお出迎
え…

チーズケーキラスクも
人気！

「本当に安心できるおやつ
」をお届け

1,000円以上お買い上げ 10％OFFわけあり品を除く

8月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）清水 洋光様
1,000円（図書カードNEXT）
薮内 尚子様
藤本 好子様

野田 良雄様
江馬 和義様

江波 陽子様大藤 美奈子様
木羽 哲雄様

ゆとりーと共済でチケット販売しております。入場料 2,000円

http://bakedmagic.jp/index.html
ホームページアドレス

情熱の国から
　音楽と踊りを届けて20年

♪♫

Baked Magic（ベイクドマジック）
本社スイーツ・ラボ店
株式会社 ヤムヤムクリエイツ

T   E   L 06-4308-4088

住　　所 東大阪市長田東4 -1- 44

営業時間 10 ： 00～20 ： 00

定  休  日 不定休

駐車場6台あります。

ベイクドマジック

阪神高速13号東大阪線
交番

長田北
公園

コンビニ

近
畿
自
動
車
道

長田駅

近鉄
バスカード

４，４００円分利用可能な近鉄バスカード

通常4,000円のところ  3,500円
９月１５日（金）締切　応募多数の場合は抽選となります。
９月下旬に発送予定。

50枚
１会員様
2枚まで

限定



ゆとりーとクイズは仕事仲間であーだこーだと皆で考えて、答えを探しております。 仲間内の会話が増えてとても良いです。（E.Sさん）
　会社でのコミュニケーションツールとして使っていただけてうれしいです。（事務局）

夏休みの映画チケットを利用してポケモンを子供と観に行きました。 意外と楽しめました。（M.Sさん）
　家族と楽しんでもらえて嬉しいです。（事務局）

チケットは理由の如何に
かかわらずキャンセル、払戻し、
交換は、一切できません。

ゆとりーと共済事務局へ件名または公演名、日時、券種、席種、枚数及び
❶会員番号（○○○○○-○○○○） ❷事業所名 ❸お名前 ❹郵便番号 ❺事業所住所
❻ご連絡先 電話番号・FAX番号 ❼ご意見等 を明記の上 FAXもしくはメールでお申込み下さい。
応募多数の場合は締切翌営業日に抽選いたします。
ご当選のお知らせはチケットの発送をもって代えさせていただきます。

申込
方法 注意各種

Ticket

宝塚大劇場 雪組公演宝塚大劇場 雪組公演

１０席

©宝塚歌劇団

8,300円

１０席 3,500円

一般価格 会員価格

１０席
１０席

１０席B
A
S

席種

１０席 5,500円
7,300円

2,800円
4,700円

チケット発送は10月下旬です。

●日程・価格

9月15日
（金）

締切

9月15日
（金）

締切

11/23（木）
１1時公演

11/19（日）
１1時公演

大阪松竹座大阪松竹座

旅  行  日 11月12日（日）

募集人員 ４０名

申込方法 下記申込書にご記入の上、FAXで
名鉄観光へお申し込みください。

締  切  日 10月20日（金）

※変更になる場合があります。

※交通情報等により出発・到着時間に変更が生じる場合があります。

ミュージカル

レビュー・スペクタキュラー

みち

11月22日（水）24日（金）
午前の部（11：00）

11月18日（土）20日（月）
午後の部（15：30）

11月11日（土）
夜の部（17：00）

11月12日（日）
昼の部（13：00）

1等席 各公演10席
（通常料金 10,000円）

会員価格 3,500円

かつて松竹新喜劇が生んだ大スター藤山寛美。
その藤山寛美が演じた大人気作「親バカ子バカ」を寛美の孫、

扇治朗が現代版にリメイクして熱演！！

大阪松竹座新築開場20周年記念

松竹新喜劇

●料金

● 行程

味覚狩り味覚狩り
関西サイクルスポーツセンター関西サイクルスポーツセンター

※関西サイクルスポーツセンターの施設利用料は別途
　必要です。 他のサービス券との併用はできません。

と

＋ または みかん狩りぶどう狩り関西サイクルスポーツセンター入場料 

たのしく遊んで、おいしく食べる！ 味覚狩りセットプラン

『新・親バカ子バカ』1

1 5

2 6

3

4

7

『帰ってきた男』2

通常価格 会員価格
おとな（中学生以上） 1,800円 1,000円
こども（3歳～小学生） 1,200円 800円

（フルーツランド天野山）

●ぶどう狩りは ～１０月中旬 ぶどうがなくなり次第終了します。
　予定より早く終わる場合がございますので予めご了承ください。
●みかん狩りは１０月上旬～１１月２６日 お持ち帰り料金は別途必要です。
●定休日 ： 火曜日
●駐車料金（1日） 普通車・軽自動車：1,000円 マイクロバス：2,000円 バイク：500円

丹波・秋の収穫祭ツアー
7大お持ち帰り付

松茸 1本

丹波牛 100g

丹波産コシヒカリ 300g 

柿 １個

りんご 1個

黒豆せんべい 1枚

めんたい製品 1つ 

● 旅行企画 ・ 実施
観光庁長官登録旅行業55号 ･（社）日本旅行業務会正会員 ・ 旅行業公正取引協議会会員

TEL. 06-6645-8080
FAX. 06-6645-8090

営業日･時間 ● 平日/９:00～18:00  ● 土日祝は休み
総合旅行業務取扱管理者：宮田 章   担当外務員：松﨑 慎平

名鉄観光サービス(株) なんば支店

7大お持ち帰り参加しな
きゃ

損 ！々

お申込み FAX. 06-6645-8090　　ゆとりーと共済 日帰り旅行参加申込書

ゆとりーと共済プロデュース バスツアーゆとりーと共済プロデュース バスツアー

楽しさ満載!
ゆとりーと日帰り
バスツアー

楽しさ満載!
ゆとりーと日帰り
バスツアー

9 91（金） 30（土）

6,800 5,800 4,500
イーストゲート・レセプション

「 」

《ディズニーストア「コーポレートプログラム利用券」取扱い店舗》※2017年3月末日現在

2017年8月1日（火）より販売

9月22日
（金）

締切

S席２階 各回6席 （通常料金 6,000円）
会員価格 5,000円

旅行代金
（お一人様）

（別途、陶芸作品の送料がかかります。）

会員価格 7,000円
会員家族 8,000円
上記以外 11,000円

打男ＤＡＤＡＮ

新歌舞伎座新歌舞伎座

「打男」とは鼓童と坂東玉三郎氏が打つことに特化し、
男達だけの演奏者で創り上げた衝撃の舞台。
初演から8年、パリ、ロンドン、ニューヨークなどの
世界有数の劇場から招聘が絶えない。
大胆にそして繊細に、より男らしさに
磨きをかけて、いよいよ日本凱旋。

味覚狩りは食べ放題！

※お申込み後の変更・取消はできません。　　　
※未就学児の入場はお断りいたします。※座席は「特別優待対象席」になります。　　　
※ご希望の日程が満席の場合はご了承ください。※掲載内容変更の際はご了承ください。

□ 会員　□ 会員家族　□ 左記以外4 ー

□ 会員　□ 会員家族　□ 左記以外3 ー

□ 会員　□ 会員家族　□ 左記以外2 ー

□ 会員　□ 会員家族　□ 左記以外1 ー

ー

区分年齢参加者氏名会員番号

住所（送付先）

申込代表者

永和（旧市民会館前）
9:00出発

赤松ＰＡ
9:50～10:10

休憩

11:00～1２:00
篠山食べ歩き・ほろ酔い城下蔵
食べ歩き・黒豆パン・焼き栗・大福

12:10～13:10
ささやま玉水

三田牛・丹波牛食べ比べ御膳

当日連絡先（TEL）

会員番号 事業所名

演出 : 坂東玉三郎

２０１７

永和（旧市民会館前）
18:00頃着予定

陶芸体験
14:30～16:00

体験
めんたいパーク神戸三田

16:40～17:10

買い物
お菓子の里丹波
13:30～14:00

買い物

〒　　　　－
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