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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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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

発行

yutori-to@hispa.biz-web.jpE-mail

https://hispa.h-osaka.jp/111.phpH P０６-４３０９-２３１４FAX

０６-４３０９-２３１５TEL
全福センター
加盟

12月号

新規入会事業所（11月）株式会社アイシン工業　エスケイメタルテック　光硬質鍍金工業株式会社
渕田工業株式会社　株式会社松本

11月1日現在  事業所数511社  会員数5,006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 ●●●通　正解 ●●●通　不正解 ●通

11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 と お 願 い

ケンさんは忙しい彼女を待ち続ける
生活をしていました。

そんな2人に訪れたものとは？

クイズの締切日 12/13（水）  抽選日 12/14（木）

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　　印には
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。

答え 「る」をつけると動詞になる。
（さめる、いかる、あさる、たかる、かんじる）

「ある」に共通する特徴は？
ある ： サメ　　イカ　朝　鷹　漢字
ない ： クジラ　タコ　昼　鷲　数字

4 ゆとりーと共済事務局は平成２９年４月より移転しております。
旧住所に書類等を送付された場合は受付できかねます。変更のほど
よろしくお願いいたします。 メールアドレスは変更しておりません。
表紙下部に住所等記載しております。

5 丹波・秋の収穫祭ツアーのアンケートをHPで掲載しております。

6 来年のゆとりーと共済手帳を１２月中旬に発送予定です。

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。

期間限定特別割引チケット期間限定特別割引チケット
冬休み冬休み布施ラインシネマ

大人 

一般料金券種 特別価格

1,000円1,800円
小人 （３歳～高校生） 500円1,000円

会員おひとりにつき大人、小人合わせて５枚まで
※期間限定のため期間を過ぎるとご利用できません。

１２月１６日（土）～１月8日（月・祝）チケット有効期間

話題作がたくさんありますよ〜。話題作がたくさんありますよ〜。話題作がたくさんありますよ〜。

●MAP

長堀橋から移転して約２年半。 カウンター６席、 ２人掛けの

テーブル１席、 靴を脱いで利用するテーブル（５人掛け）１席。

DIYの大好きな大将と奥様がコツコツと作り上げた店内で

‘わきあいあい’とした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？

おみくじになった割り箸など、手作り感満載のいろんな

仕掛けがあります。 ぜひ、見つけてみてください。

キ
リ
ト
リ

ゆとりーと共済事務局　有効期限平成２９年12月28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.19
おすすめ

手作りの仕掛けが
たくさん！

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

安くて美味しいメニュ
ーがズラリ！

大吉・中吉・小吉・
勘定奉行

（必要以上にはひか
ないでね）

10月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）豊田 洋子様
1,000円（図書カードNEXT）
松岡 久美子様
松田 翔子様

松浦 毅様
宮部 祐桂様

米川 浩之様松原 明哲様
福田 博様

居酒屋  球太

T   E   L ０６-６７２２-６５９５

住　　所 東大阪市永和1-６-１７

営業時間 １７:００ ～ ２２:００

定  休  日 日曜日・祝日・年末年始 （12/29～）

通常料金 5,800円 会員価格 4,000円

大阪マリオット都ホテル

利用方法

募集枚数 ３００枚 なくなり次第終了

実施場所 大阪マリオット都ホテル１９階「ＣＯＯＫＡ」

利用期間 平成30年1月9日（火）～２月２８日（水）
平日ディナー 17：00～22：00 （LO 21:30）

「ＣＯＯＫＡ」
ＭＩＤ ＷＩＮＴＥＲ ＢＵＦＦＥＴ

ＢＵＦＦＥＴ ＴＩＣＫＥＴ
大阪の夜景を一望できる１９階ライブキッチン

「ＣＯＯＫＡ（クーカ）」で平日ディナーを楽しみませんか？ 

追加500円を店舗でお支払いいただければ、土日祝でもご利用できます。

１・２月 毎週火曜日ディナー限定 

いつもの景品に今月は海遊館とニフレルの
カレンダー（各1名）もプラス。

BELLY DANCE SHOW
on Tuesday Night

BELLY DANCE SHOW
on Tuesday Night

Belly Dance Show BY 
HABIBI EGYPT

Bellydance Entertainment
HABIBI EGYPT

Bellydance Entertainment

前売り券

ＦＡＸ・メールにて必要枚数（５枚まで/１会員）を
ゆとりーと共済にご注文ください。

1

事前にホテルに「クーカ ビュッフェ チケット」がある旨を
伝えご利用日をご予約ください。
専用電話番号はチケットに記載されています。

2

予約当日チケットをお忘れなくお持ちください。3

新年会にいかがですか？

招き猫ののれんが目印！

（会員１名１回に限り有効 ・ コピー不可）

焼酎ボトルキープ　　　　円引き500

居酒屋 球太

近鉄河内永和駅 近鉄奈良線

平松
医院 近畿大阪銀行

布施
郵便局
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先月、オービィ大阪のチケットを購入しました。さっそく子供たちを連れていきました。大人も子供も楽しめるところでした。
感謝いたします。（S.Rさん）　　オービィ大阪は常時扱いできるようになりましたので、ご利用くださいね。（事務局）

家族でランチに行くのを楽しみにしています。孫たちがとても喜んでいるのはゆとりーと共済のお蔭です。（E.Hさん）
　会員様・ご家族様の笑顔のためにこれからもがんばります!!（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

旅  行  日 1月28日（日）

申込方法 旅行会社に直接FAXでお申込み下さい。

※写真はイメージです※上記行程は予定となり、道路状況により、お時間が多少変動する場合がございます。

● 行程

"かに""かに"ツアーツアー冬の味覚

ゆとりーと共済プロデュース バスツアー

冬の味覚

● 取扱旅行会社 大阪府知事登録旅行業（３）-２５９　トラベルフューチャー
堺市堺区大町東２-１-２７ ハークスビル４階　TEL. ０７２-２２５-０１７７  FAX. ０７２-２２５-０１７８
総合旅行業務取扱管理者 ： 今井 圭三　この旅行に関するお問い合わせ ： 忠田 080-3132-5090

ゆとりーと共済 日帰り旅行参加申込書　　お申込み FAX. ０７２-２２５-０１７８

旅行代金 会員 ・ 会員家族 10,000円 左記以外 16,000円

□ 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
（書類等送付先）

申込者

永和 旧市民会館前

8:00
東大阪

集合
永和 旧市民会館前

19:30
東大阪

解散
とれとれセンター

16:00 ～16:30
舞鶴

お買い物
りくろーおじさんの
チーズケーキ 彩都の森店

18:30 ～19:00
吹田

チーズケーキと
ソフトクリームの試食

瑠景楼

11:30 ～14:00
久美浜

昼食 ・ カニ料理   温泉

緊急連絡先（TEL）

会員番号 事業所名

〒　　　　－

※第1部、第2部の演目の入替は
　ありません。

出演者 ： 赤井英和、三倉茉奈、辻本祐樹、小川菜摘、
　　　   山田スミ子、曾我廼家八十吉、笑福亭松喬

「花競四季寿」（はなくらべしきのことぶき） 
「平家女護島」（へいけにょごのしま）
八代目竹本綱太夫五十回忌追善
六代目竹本織太夫襲名披露　口上
「摂州合邦辻」（せっしゅうがっぽうがつじ）

午前１１時開演（午前10時30分開場）

午後４時開演（午後3時30分開場）
「良弁杉由来」（ろうべんすぎのゆらい）
「傾城恋飛脚」（けいせいこいびきゃく）

文楽初春 公演
国立文楽劇場国立文楽劇場

U R L https://www.legolanddiscoverycenter.jp/osaka/

有効期限 平成30年3月31日（土）まで

営業時間 平日10:00～19:00  土日祝10:00～20:00
（予告なく変更される場合があります）

休 館 日 平成30年1月17日（水）・18日（木）/2月7日（水）・8日（木）

休 館 日 平成30年1月17日（水）・18日（木）/2月7日（水）・8日（木）

イルミネーション 17：00～22:00 （海遊館有料エリアでは17：00～20:00）

大阪市港区海岸通１-１-１０ 天保山マーケットプレース（海遊館隣）場　　所

おとな・こども（3歳以上）共通 ※2歳以下無料
会員価格 1,300円（一般価格 2,300円）
※入場は閉館の2時間前までです。
　尚、混雑時は入場までお待ちいただく可能性が
　ございます。予めご了承ください。
※大人のみ（16歳以上）お子様のみ（15歳以下）の
　ご入場はご遠慮いただいています。

いっぱいのレゴⓇブロックと興奮のアトラクションで
楽しさ満載のプレイグラウンド

レゴランド・ディスカバリー・
センター大阪

Ⓡ

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob Configuration and LEGOLAND are trademarks 
of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group

第
１
部

第
２
部

館内では12月1日（金）から12月25日（月）まで「サンタダイバー」が現れます！
ジンベエザメの「遊ちゃん」「海くん」やカマイルカとともにサンタダイバーが

クリスマス気分を演出します。※生き物等の都合により、変更または中止する場合があります。

海遊館の壁面に全長20メートルの巨大ジンベエザメが登場します。 海遊館らしい
たくさんの光の生き物たちに囲まれながら楽しく特別な時間をお楽しみいただけます。

小天橋温泉 瑠景楼小天橋温泉 瑠景楼
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

第二弾

ご昼食後はご希望の方は
天然温泉にご入浴いただけます。

（要タオル持参）

※写真はイメージです

11月17日（金）より平成30年3月4日（日）まで
「海遊館イルミネーション」を開催されています。

ショー・テント・タカラヅカ

レッスン パッション カンパニー

宝塚大劇場 月組公演宝塚大劇場 月組公演

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

チケットは1月中旬発送予定です。

１２月中旬
発送予定

●日程・価格

ヤツ

バッディ

12月20日
（水）

締切

12月11日
（月）

締切

12月20日
（水）

締切

1月10日
（水）

締切

12月14日
（木）

締切

12月14日
（木）

締切

 3/3（土）１1時公演 2/11（日）１5時公演

一般価格 会員価格
1/20（土）・21（日）・

22（月）
第１部/第2部
（各5席）

券種

6,000円 4,300円

●日程・価格

13：00

3,240円

17：3013：00
2/24（土）

会員価格
一般価格
席種

開演時間
日程 2/25（日）

13：30
2/23（金）

13：30
2/22（木）

3,000円6,000円

●日程・価格

ミュージカル・プレイ

大阪松竹座大阪松竹座

2月3日（土）8日（木）
（開場）10：30 （開演）11：00

2月9日（金）10日（土）
（開場）15：00 （開演）15：30

1等席 各公演20席 （一般価格 12,000円） 会員価格 3,500円

不器用だが情に厚い父と、美人でしっかり者の娘、
その二人を取り巻く新世界の住人達。小説で人気
を博し、 テレビドラマにもなり、この度豪華キャストで
初の舞台化！ 笑って泣ける人情噺が2月に公演！

泣いたらアカンで
通天閣

泣いたらアカンで
通天閣

10席
合計場　　所

オリックス劇場

イエス・キリストが十字架にかけられるまでの
最後の7日間を、鮮烈なロックミュージカルで綴る本作。
今もなお、世界中でさまざまな演出のもと上演が
重ねられ、そのエネルギーは色褪せることがありません。

ジーザス・クライスト＝

スーパースター

6,480円

13：30
2/21（水）

18：30
2/20（火）

8,000円

S1・S2 A1・A2 B
8,640円

おとな（高校生以上） 2,300円
一般価格券種 会員価格

1,700円
こども（小・中学生） 1,200円 800円
幼児（４歳以上） 600円 300円

海遊館
イルミネーション始まる

●料金

～原作 伊吹有喜『カンパニー』（新潮社刊）～


