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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。
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年末年始の休業日のお知らせ

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。休業前後は業務が
集中いたします。チケット等のご購入は余裕をもってご購入いただきますようお願いいたします。

新規入会事業所（12月） 永興ユニオン株式会社　大阪アート株式会社　光栄化成株式会社　山口研磨 12月1日現在  事業所数514社  会員数5,018人

事 務 局 か ら の お 知 ら せ と お 願 い

3 ゆとりーと共済の締日は毎月２５日です。２５日が休業の場合は前営業日
となります。締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。なお各申請書等の　　には
必ず押印が必要です。

印

2 ゆとりーと共済は会員の皆様から頂いている大切な会費と市からの
補助で成り立っています。また、チケット等にもその中から補助を入れ
させていただいております。よって、チケットの転売等の不正利用は
ご遠慮下さい。転売等不正利用が確認された場合ゆとりーと共済会員
規定により、退会扱いとさせていただきます。

1 チケット代金等のお振込の際には事業所コード（会員カードに記入されて
いる最初の5ケタの数字）をお名前の前に入力していただきますよう
お願いいたします。振込名は会員様名でお振込下さい。

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

クイズの締切日 1/11（木）  抽選日 1/12（金）

有効期限 ～平成30年3月11日（日） 枚　　数 15枚まで/会員

休  園  日 火曜日  ※1月は臨時休園日があります。 詳しくはWEBで

関西サイクルスポーツセンター

1月2日（火）
※入れ替え制となります。

変わり種自転車無料開放

1月3日（水）13：00～
和太鼓「響」の演奏/新春餅まき大会

1月4日（木）～1月6日（土）
新春ガラガラ抽選会

1月2日（火）10：30～/14：30～
※予定数に達し次第、終了となります。

餅つき＆ふるまい餅

1月7日（日）・1月8日（月祝） 各日11：00～/14：00～
キャラクターショー

年内最終営業日　平成２９年１２月２８日（木）まで
年始開始営業日　平成３０年１月４日（木）から

今年のお正月は

関西サイクルスポーツセンターで決まり!!
ご家族みんなで自転車こいで心も体もぽっかぽか

■ ゆとりーとクイズ

応募総数 99通　正解 99通  不正解 0通12月号 クイズの答え

空所に入れた漢字を拾って「新年会」、「羽子板」、「七福神」、「雪景色」の
４つの熟語を作ってください。残った２つの漢字でできる熟語はなんでしょうか？
昔はお正月につきもの、俳句の新年の季語でもあります。

新春お年玉クイズ

※全て全国共通デパート券

特賞 10,000円 （1名様）
5,000円 （3名様）1等

3,000円 （5名様）2等

1,000円 （10名様）3等

12月号 クイズ当選者

3,000円（商品券） 竹内 夕紀子 様

海遊館
カレンダー 中出 大輔 様

ニフレル
カレンダー 中須賀 基幸 様

1,000円（図書カードNEXT）
髙田 展安 様
森岡 智子 様

野中 八千代 様
栗林 由紀子 様

柏井 三恵 様次田 貴彦 様
安田 友美 様

倦怠期 （ケン待機）答え

答え

締切 １月１５日（月） ・ 抽選日 １月１６日（火）
当選は発送をもって発表にかえさせていただきます。

記入漏れがある場合は受付不可で連絡いたしません。
発送先は事業所のみとさせていただきます。

会員の５，０００人突破を記念して、
抽選で総勢５００名様に記念品をプレゼントいたします。

ゆとりーと共済会員
5,000人突破!!

①ゆとりーと共済会員5,000人突破！！ 記念品AまたはB希望
②会員番号（00000-0000） ③事業所名 ④会員氏名
⑤事業所住所（〒含む） ⑥共済事業についてのご意見・ご感想

応募要項 FAX・メールで必要事項を記入の上、ご応募下さい。

延羽の湯
入浴券 １枚
５０名様

A
クオカード
５００円 １枚
４５０名様

B

無料入場券無料入場券 限定200枚 なくなり次第終了限定200枚 なくなり次第終了
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　明けましておめでとうございます。

　年始にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。

　ゆとりーと共済会員およびご家族のみなさまにおかれましては、お健やかに

新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

　ゆとりーと共済は、中小企業のまち東大阪で働くみなさまの福利厚生事業の充実と

企業の発展を願い、慶弔給付をはじめ余暇活動や健康管理等の様々なメニューをご提供

しております。

　昨年度は在会10年を迎えられた会員さんが例年に比べ、約4.5倍となりました。また、

9月には加入会員が5,000人を超えるなど、地域に着実に浸透しており、これもひとえに

会員のみなさまの日ごろのご愛顧の賜物とあらためてお礼申し上げます。

　また、2019年に開催されるラグビーワールドカップの成功に向け、官民一体となった

取り組みが進められており、東大阪市が国際都市へと更に飛躍する可能性を秘めた一年に

なるのではないでしょうか。地域社会の健全な発展を目的とする私ども公益財団法人と

いたしましても、全面的に協力・応援し、同時に成長してまいる所存です。

　むすびに、ゆとりーと共済会員とご家族のみなさまのご多幸と貴事業所の益々の

ご発展を祈念いたしまして、新年のごあいさつといたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年 1月

公益財団法人
東大阪市産業創造勤労者支援機構



東大阪市の頑張っているお店紹介が大好きです。 取材等大変かと思いますが、続いてほしい企画です。 （Y.Tさん）
　私たちも続けていきたい企画です。 会員様からの情報もお待ちしております。 （事務局）

新婚のころは毎日愛妻弁当持参。 そのうちにお昼はフライドチキンになります。 すなわち倦怠期フライドチキン。 （T.Hさん）
　思わず笑ってしまいました。 採用!! （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

講　　師 国際政治ジャーナリスト 日高義樹 氏
日　　時 1月20日（土） 開演 ＰＭ２：30（開場 ＰＭ2：00）公演期間 平成29年12月22日（金）～

平成30年2月26日（月）
利用方法 ①チケットの必要枚数（5枚まで/会員）を

　ゆとりーと共済にご注文ください。
②チケットと同封された指定席取得方法をご覧になり、
　前日までに指定席に変更してください。

利用方法 ①FAX又はメールで必要枚数（5枚まで/会員）をゆとりーと共済に
　ご注文ください。
②事前にカフェ・イン・ザ・パークに「ゆとりーと共済の前売券」があることを
　伝え、ご利用日をご予約ください。ホテルの代表番号はチケットに記載
　しています。
③予約当日チケットをお忘れなくお持ちください。

利用期間 1月15日～2月末日。 除外日なし
満席の場合、ご希望に添えないことがありますので、予めご了承ください。

公演場所 大阪府大阪市浪速区浪花東3丁目7-11
旧 大阪市営第5住宅跡地 大テント特設会場

場　　所 大阪国際交流センター小ホール

日高義樹特別講演会新春

国際生涯学習文化センター
第21回スペシャルレクチャー

激震の2018年、暴走する世界を気鋭のジャーナリストが
読み解き、2018年、日本のあるべき姿を指し示す!!

会員価格 10,000円S席 一般価格 10,800円

価　　格 会員価格 2,980円一般価格 4,500円

一般価格 2,500円 会員価格 500円

※未就学児童入場不可

梅田芸術劇場梅田芸術劇場

場　　所 梅田芸術劇場メインホール

公  演  日 4月21日（土） 17：30開演

鹿賀×市村コンビ誕生10周年！
最強の夫婦愛で導く、固く結ばれた家族の絆！

会員価格 4,000円B席 一般価格 5,000円

出演 ： ジョルジュ　鹿賀 丈史
　　　アルバン（ザザ）　市村 正親

3歳以上有料（3歳未満は大人1人付1名膝上無料。ただし座席が必要な場合は有料）
入場料は宝くじの助成により、特別料金になっております。

出　　演 木村弓、井上あずみ、N響団友オーケストラ
（司会： 赤池裕美子、藤井麻里子）

予定曲目 いつでも何度でも、世界の約束、さんぽ、
君をのせて、風の谷のナウシカ、もののけ姫 ほか

井上あずみ

木村弓

●料金

一般価格
券種

会員価格
一般 1,000円1,200円
高校生以下 500円700円

一般価格
１階席 ２階席

会員価格
1,200円1,500円
700円1,000円

一般前売券 会員価格
おとな 1,700円2,200円
こども

自由席 800円1,200円

当日券
2,500円
1,500円

おとな 2,300円3,000円
こども

SS席 1,700円2,000円
3,500円
2,500円

おとな 2,500円3,400円BOX席 1,700円2,400円
4,000円
3,000円

5,400円7,000円

休演日： 水曜日

おとなは高校生以上、
こどもは3歳から中学生まで。
3歳未満は、膝上鑑賞で
保護者1名に付き1名無料
（座席希望の場合は有料）。

（小学生券・未就学児券（4歳から6歳）は予約の上当日ご購入ください。）
ブッフェとソフトドリンク飲み放題 ※予約はお早めにお取りいただきますようお願いいたします。

なくなり次第終了

●公演時間

●観覧料金（入場料）

月・火・木・金
土・日・祝

①10：00～ ②13：00～
①10：00～ ②13：00～ ③15：30～

日　　時 平成３０年３月１０日（土）
１４時００分開演（１３時３０分開場）

場　　所 八尾プリズム大ホール

主　　催 （公財）八尾市文化振興事業団

ファミリーコンサート
オーケストラで聴く
ジブリ音楽

八尾プリズムホール八尾プリズムホール
宝
く
じ
文
化
公
演

CAFE IN THE PARK
カフェ・イン・ザ・パーク

こども
SS付ファミリー券（4名様まで）

200枚

斡旋枚数

一般価格区分 会員価格
大人 1,600円2,160円
高校生・大学生 1,200円1,728円
小学生・中学生 900円1,296円
幼児（４歳以上） 600円864円

●料金

公演日
開演時間

4/13（金）
13：30

4/21（土）
13：00

4/28（土）
13：00

●日程

大阪府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」下車 徒歩５分
公式ＨＰ　http://orbiosaka.com/

学びは、遊びの先にある。
さあでかけよう、
地球大冒険の旅へ OrbiOsaka
●当日先着順（毎日10：15より30分刻み・定員50名） ※事前予約不可
●オービィ入場料金に加えて別途５４０円の料金が必要となります。（３歳以下は無料）
●入場時は諸注意事項等のご確認が必要になります。 
　詳細はWEBで。 ※一部触れない動物がいます。

住　　所

動物の撮影技術を学ぶ「アニマルワールド」新登場！

かわいい動物たちとの交流をお楽しみいただけます

2017年
11月17日（金）
OPEN！

1月22日
（月）

締切

1月31日
（水）

締切

10席
合計

1月15日
（月）

締切

10席

10席
各

1月10日
（水）

締切

10席

1月15日
（月）

締切

30席

場　　所
劇団四季 京都劇場

フランスの怪奇作家ガストン・ルルーの原作を
もとに、オペラ座の地下深くに棲む“ファントム”と
歌姫クリスティーヌの悲恋を美しく鮮烈に描いた
『オペラ座の怪人』。1986年のロンドンで

初演されたこのミュージカルは
 初演からわずか四半世紀のうちに、

「世界で最も多くの人が観たミュージカル」という
煌々たる王座に就きました。

世界１０ヵ国より世界のトップスターが集結し、
鍛えぬかれた肉体と技を披露する

アクロバットサーカスとして、人間の限界に挑戦する姿、
命をかけた技の数々は驚きと感動、
ドキドキ・わくわくをお届けします。

季節の味を生かした豊富なメニューが大好評の「カフェ・イン・ザ・パーク」では
テ－マに沿ってブッフェが一堂に並びます。キッチンカウンター越しにシェフが
その日のメイン料理を切り分けるパフォーマンスがさらにお食事を盛り上げます。
素敵な時間をお過ごしください。

平日ディナー・土日祝ランチ（100分）・土日祝ディナー（100分）のお食事券前売券

ジブリの映画でお馴染みのあの曲を、実際に映画の
主題歌を歌った木村弓さん、井上あずみさんがN響団友
オーケストラの演奏で歌います。 舞台に上がって、
出演者と一緒に歌う楽しいコーナーも！
クラシックは初めてのお子様も、家族みんなでお楽しみください。

2月10日（土）
昼の部（11：00）

2月18日（日）
夜の部（16：00）

※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。

※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。

２階席 一般価格 6,000円

会員価格 4,000円

山内惠介特別公演
若さま走馬灯  ―来馬信兵衛 参る―第一部

プラチナの品格 山内惠介オンステージ
―若さまと貴公子― （昼・夜別構成）

第二部

新歌舞伎座新歌舞伎座

1月15日
（月）

締切

♪演歌界の貴公子  座長公演第2弾！

ANAクラウンプラザホテル大阪１F

料理画像はイメージです。

（©1981 RUG）


