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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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11月号

新規入会事業所（10月）原田製作所　株式会社 フレックスシステム　ユーキ通商有限会社
YS製作所　喜多自動車塗装

10月1日現在  事業所数509社  会員数4,990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 123通　正解 123通　不正解 0通

10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

「ある」に共通する特徴は？

クイズの締切日 11/14（火）  抽選日 11/15（水）

1 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。
なお各申請書等の　  には必ず押印が必要です。
押印されていない場合は受付不可になります。

印

答え ? ＝ 7
ある法則：矢印の方向に沿って掛け算をする

ある ： サメ　　イカ　朝　鷹　漢字

ない ： クジラ　タコ　昼　鷲　数字

6,400 5,500 4,100
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11月1日（水）より販売

キ リ ト リ

12 1（金） 12 29（金）の平日および2017
1 5（金） 2 28（水）の全日2018

2 ゆとりーと共済事務局のＦＡＸ番号は０６-４３０９-２３１4です。
以前のＦＡＸ番号にお送りされている方がまだ、いらっしゃいます。
旧番号で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。

ゆとりーと共済の会員とご家族に対して、会員証の提示等で
優待していただける「ゆとりーと共済特約店」を募集しています。
会員・ご家族の皆様は、他店よりもお得に、また安心して利用でき、
特約店はガイドブック等に掲載料なしでお店のPRができます。
お知り合いのお店がございましたら、承諾していただいた上、

ご紹介者のお名前・お店の情報をご連絡下さい。

〒577-0011
東大阪市荒本北１-４-１７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
ゆとりーと共済事務局
ＴＥＬ. ０６-４３０９-２３１５　ＦＡＸ. ０６-４３０９-２３１４

三重になった円の中に、ある法則で数字が並んでいます。
（？）の部分に入る数字はなんですか？
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ゆとりーと共済

お店の情報

特約店の募集

特典
電話番号 FAX番号
所在地 担当者名
店名 代表者名

ご紹介者

会員氏名 電話番号
会員番号 ̶ 事業所名

ある

ない

●MAP

外見からは想像つかないが実は焼肉屋さん。

内装はログハウスのようなウッディーな感じ。

笑顔の素敵な奥さんと照れ屋なご主人の二人三脚で経営する。

ご主人の目利きでその日美味しいお肉を必要な量だけを仕入する。

毎日替わる『おすすめメニュー』は注目！！ その日その日で特に

美味しい部位！ 是非味わってみて！！ 店のモットーは店内の

壁にかかっている『美味しいやん 楽しいやん 幸せやん』の言葉

美味しいお肉を食べ、仲間と楽しい時間を過ごして幸せになって欲しい

という思いがつまっている。一度足を運んでみてはいかがでしょうか？

キ
リ
ト
リ

（会員１名１会計に限り有効 ・ コピー不可 ・ 土日祝使用不可）

ゆとりーと共済事務局　有効期限平成２９年11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.18
おすすめ

落ち着いた外見の
実は焼肉屋さん

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

目利きのご主人が仕入
れる絶品のお肉！

サイドメニューも充実！内装はまるでログハ
ウス！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

http:/tanabe-1129.com
ホームページアドレス

やきにく 田邊

T   E   L ０６-４３０９-１１２９

住　　所 東大阪市鴻池本町１-２４

営業時間 17 ： 00～23 ： 00

定  休  日

駐  車  場

火曜日（祝日の場合は翌日）

１台
（近隣駐車場利用時、次回５００円引券提供）

やきにく田邊
銀行

イオン
鴻池店

JR片
町線

鴻池新田駅

ご飲食代　　　　OFF１０％



最近の紙面は内容が充実していて毎月届くのが楽しみです。会員数も増えている理由がわかります。（G.Sさん）
　毎月、情熱を込めてNEWSを作成していますので、楽しみにしていただけて嬉しい！！（事務局）

息子が来月20歳になるので成人のお祝いをニューオータニで家族でしたいと思います。（Y.Mさん）
　おめでとうございます。素敵な時間をお過ごしくださいね。（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 花組公演宝塚大劇場 花組公演

１０席

©宝塚歌劇団
Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒ Ｃｈａｇｏｏｎ
(www.chagoon.com)

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

応募多数の場合は抽選。 チケット発送は12月中旬です。 ※未就学児童入場不可

※3歳未満無料

●日程・価格

1,200円
一般価格 会員価格

600円
900円
450円

●価格

1972年に「別冊少女コミック」に
第1作目を発表以来、少女まんがの枠を
超えて幅広い読者を獲得してきた、
漫画史上の傑作・萩尾望都の

「ポーの一族」が宝塚歌劇に登場する。

原作/萩尾 望都「ポーの一族」
（小学館フラワーコミックス）

1/27（土）
１5時公演

1/14（日）
１1時公演

ミュージカル・ゴシック

11月20日
（月）

締切

11月15日
（水）

締切

梅田芸術劇場梅田芸術劇場

ゆとりーと共済 文化講座ゆとりーと共済 文化講座

― 時を刻む愛の鼓動 ―
Pukul～プクル～

全席指定

場　　所 梅田芸術劇場
シアター・ドラマシティ

日　　時 12月24日（日）１2：30開演

日　　時 １回目 12月2日（土） 13：00～17：00
2回目 12月9日（土） 13：00～17：00

日　　時 11月22日（水）～2月25日（日）
17：00～22：00まで （※点灯17：30～21：30）

会　　場 大阪城西の丸庭園

講　　師 明洋ライセンススクール 講師

申込締切 11月16日（木） 応募多数の場合は抽選 17日（金）

申込締切 11月13日（月） 応募多数の場合は抽選 14日（火）

お一人様1席が必要になります。 未就学児のご入場はご遠慮いただきます。

受講者には後日受講者証（はがき）を郵送いたします。当日お忘れなくご持参ください。

開催場所 クリエイターズプラザ
（東大阪市荒本北1-4-1クリエイション・コア南館3階）

幻想的な神々の調べと舞踏に誘われ
時を越え 宇宙と生命の旅へ

そして西洋の音色とともに あなたは未来と出会う

会員価格 9,500円
（一般価格 11,000円）

その他 500円
受講料 会員・会員家族 無料（会員証持参 会員証を忘れた場合は有料）

Cast ： 湖月 わたる ・ 水 夏希 ・ 蘭乃 はな ・
　　　 舞羽 美海 ・ 坂元 健児 ・ 大貫 勇輔 ・
　　　 島地 保武 ・ 岡 幸二郎
Special Cast ： 姿月 あさと

今年の年賀状は自分のPCを利用して作ってみませんか？

を作ってみよう！

写真のデータを取り込みたい場合は写真の記録媒体
（SDカードやUSBケーブルなど）をご持参ください。
データをお持ち帰りの場合はUSBメモリなどをご持参ください。

年 賀状

大人（中学生以上）
小人（小学生以下）

100枚

限定

3 限定版「柴犬 図書カードNEXT」2 KFCカード1 全国百貨店共通商品券

※会員の一人につき年度内（H29年4月～H30年3月）４枚までとします。
※シニアの取扱いはございません。※お申し込み後のキャンセルはできません。

一般価格 会員価格
大人（中学生以上） 7,900円 7,000円
小人（４歳～小学生） 5,400円 4,900円

大人小人合わせて限定100枚 予定枚数を超えた場合、締切後抽選。

11月１5日（水）申込締切

事務局までＦＡＸ・メールにてお申し込みください。 有効期限が約１年あり、チケットブースに
並ぶ必要がありません。 また、除外日はございません。 （11月下旬発送予定）

フリーデイト・パスを特別価格にて販売フリーデイト・パスを特別価格にて販売
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンユニバーサル･スタジオ･ジャパン １１月１０日よりクリスマスシーズンに

入ります！

各回20名。
各回同じ内容に
なります。 募集枚数 ３００枚 有効期限 平成30年3月３１日まで  除外日12月22日～25日・1月1日～3日

実施場所 大阪マリオット都ホテル５７階「ＺＫ」または１９階「ＣＯＯＫＡ」 申込締切 11月15日（水） なくなり次第終了

あべのハルカス57階の「ZK（ジーケー）」や19階「COOKA（クーカ）」のランチを
楽しみませんか？2つのレストラン共通の補助券です。

※料理写真はイメージです。

ライブキッチン ＣＯＯＫＡ
（平日11：30～15：00/土日祝 第１部11：30～13：00 第２部13：30～15：00）

幕末維新へタイムスリップ！？

レストラン ZK
（11：30～15：00）

洋食

和食

平日

土日祝

3,800円 3,300円
通常料金 会員価格

2,800円

4,700円 3,500円

利用方法 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。
事前にホテルに「ゆとりーと共済の会員」である旨を伝えご利用日をご予約ください。
補助券とともに現地で下記料金をお支払いください。

1
2
3

ウィークデーランチ
（平日のみ）

ＺＫランチ（平日）

5,300円 4,000円ＺＫランチ（土日祝）

3,800円 2,800円光

4,700円 3,500円

通常料金 会員価格

2,500円

虹

大人

1,600円 1,200円小学生

800円 600円幼児

3,800円 2,800円大人

1,900円 1,400円小学生

800円幼児 600円

平日は時間制限なく
お得ですよ。

商品券
について

申込方法 ＦＡＸまたはメール（件名明記）で必要事項を記入の上お申し込みください。
応募（ＦＡＸまたはメール）１件（通）につき、おひとりでお願いします。

締切 ： １１月１４日（火）必着　抽選方法 ： 公開抽選１１月１５日（水） 当選されました方には発送をもちましてかえさせていただきます。

必要事項

応  募  先 ＦＡＸ ０６-４３０９-２３１4
メール yutori-to@hispa.biz-web.jp

有効期限 ２０３２年１２月３１日有効期限 最大２年
（店頭で利用又はチャージで２年間へ更新）

※おつりは出ません ※１０円単位で利用できます。

❶会員番号（○○○○-○○○） ❷事業所名 ❸お名前 ❹送付先住所（郵便番号も含む） ❺共済事業についてのご意見等
❶～❹までは必須事項。記入漏れがある場合は受付不可で連絡もいたしません。ご注意ください！

カードの裏面のIDとPINを入力することでWEB上
での残額の確認が可能。パンチの穴は空きません。北海道から沖縄まで、全国の百貨店等約５００店で

ご利用いただけます。

全国のケンタッキーフライドチキンの店頭でご利用
いただけるプリペイドカードです。（一部特殊店舗除く）
チャージすることで繰り返しご利用いただけます。
３,０００円ご利用いただける状態でお渡しします。

一般価格 3,000円
会員価格 2,400円

1会員様
１枚限り

限定
１００枚

一般価格 5,000円 （1,000円×5枚）
会員価格 4,000円

1会員様
１セット限り

5枚
１セット

限定
2００セット

全国百貨店共通
商品券

¥1,000

イラストはイメージです

一般価格 1,000円
会員価格 850円

1会員様
5枚まで

限定
3００枚


