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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

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

●MAP

近鉄河内花園駅前にある
オレンジ色の看板が目印のおしゃれなお店です。

人のつながりは一生の宝物 お菓子を通じてその架け橋に
なりたい…との想いで心を込めて作っています。

紀州の赤鶏玉子「寿恵卵」や北の大地の恵みがつまった
「根釧牛乳」など素材にこだわり一つ一つ愛情を込めて

作られた品々が店内に並びます。
ぜひお店に立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

キ
リ
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リ

（会員１名１会計に限り有効 ・ コピー不可 ・ 他サービスと併用不可）

ゆとりーと共済事務局　有効期限平成２９年10月31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.17
おすすめ

おしゃれな
お店です！

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

フルーツのいいところが凝縮♪

愛情が込められたお菓
子です

一番人気のフルーツの
タルト

お持たせにもいいで
すよ

全品10%OFFゆとりーと会員様限定

http://www.galopine1999.com/
ホームページアドレス

パティスリー ハシモト

T   E   L 072-962-1339

住　　所 東大阪市菱屋東1-1-31フローラ21

営業時間 10 ： 00～20 ： 00

定  休  日 月曜日（祝日の場合は翌日）

駐  車  場 なし

10月号

パティスリー ハシモト

銀行

万代
花園店

パザパ花園

近鉄奈良線河内花園駅

花園駅前
バス停

9月1日現在  事業所数 505社  会員数 5,010人新規入会事業所（9月）テヅカジャパンモータース   森下工作所   ら道本店   イコマ工業株式会社

常時お取扱いのチケット 窓口やメール・FAXで申し込みできるチケットです

その他、NEWSやHPでもご案内いたします。

保 存

シルバー（６０歳以上※要年齢証明書） 2,000円 1,500円

1,700円 1,000円

2,500円 1,500円

2,800円 1,900円

こどもB（３歳～小学生、身長１１０cm未満）

こどもA（３歳～小学生、身長１１０cm以上）

夏期 子供（４歳から中学生） 250円 150円

500円 300円

500円 400円

800円 600円

夏期 大人

通常

おとな（中学生以上）
関西サイクルスポーツセンター

サイクルパスポート
（入場＋乗り物乗り放題）
http://www.kcsc.or.jp/

アリーナプール
http://www.hos-arena.com/

司馬遼太郎記念館
http://www.shibazaidan.or.jp/

サイクリング

プール
（２時間）

記念館

幼児（4歳以上） 864円 600円

1,296円 900円

1,728円 1,200円

2,160円 1,600円

小・中学生

高校生・大学生

大人

オービィ大阪
http://orbiosaka.com/

春・夏・冬限定 子供（３歳から高校生） 1,000円 500円

1,800円 1,000円

1,000円 750円

1,800円 1,200円

春・夏・冬限定 大人

通常 子供（３歳から高校生）

通常 大人

布施ラインシネマ
http://www.fuselinecinema.com/

映画

幼児（4歳以上） 600円 400円

1,000円 700円

1,900円 1,400円

子供（小・中学生）

大人
ニフレル

https://www.nifrel.jp/
動物園・
水族園

アミューズメント
パーク

幼児（4歳以上） 600円 300円

1,200円 800円

2,300円 1,700円

子供（小・中学生）

大人
海遊館

http://www.kaiyukan.com/index.html水族館

1,400円 800円ヒット （２ゲーム＋貸靴セット券）
http://www.bowling-space-hit.com/

ボウリング

8,100円 7,500円湯快リゾート （あったかギフト券（金券））
http://yukai-r.jp/

宿泊 ５枚/月

620円～700円 400円風の湯
http://tsurukame-oe.xsrv.jp/kazenoyu-shinishikiri/?page_id=4

スーパー
銭湯

５枚/月

850円 500円延羽の湯 （入浴券）
http://www.nobuta123.co.jp/nobehahabikino/

チケット 一般価格 会員価格 枚数制限

５枚/月

大人・子供合わせて５枚
期間はNEWSで
お知らせします。

大人・子供合わせて
1５枚

3,240円 1,000円コスパ 施設利用券
http://www.ogsports.co.jp/

スポーツ
クラブ １５枚/月

ナガシマスパーランド

東京ディズニーリゾート
コーポレートプログラム

利用券

補助券
５枚/年

ゆとりーと共済窓口
大人券（専門学生・大学生・一般） 1,200円
小人券（3歳～高校生） 750円

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 90通　正解 90通　不正解 0通

9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！

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？

8

106

8

4

7

7

3

5

6

6
11 2

3 9
?

1

12

106 36

30 49

66 24

63

クイズの締切日 10/12（木）  抽選日 10/13（金）

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

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。

〒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

答え 金

9月号 クイズ当選者

3,000円（商品券） 今岡 豊様
1,000円（図書カードNEXT）
大谷 公一様
間崎 かおり様

乾 みや子様
清水 元幸様

足立 純子様田屋 博幸様
家野 美弥子様

金

表彰台に
なるのだ

今年も
ゆとりー人秋まつり

今年も

を開催しますを開催します
駐車場は
ございません場　　所 ユトリート東大阪

お問い合せ先 06-6721-6000

日　　時 10月29日（日） 10:30～15:00

「将来のためライフプラン」についての講演会・
ダンスコンサート・出店・各種展示・お楽しみ抽選会など

今年も盛りだくさんの企画していますので
ぜひお越しください。

（と）（と）
映画好きの
シニア（60歳～）
高校生に朗報！！

布施ラインシネマの値段設定の変更により、
これまで、大人券扱いだった高校生の料金が１０月１日より

小人券でご利用いただけるようになりました。
また、シニア（60歳～）は当日券を布施ラインシネマで

ご購入いただくとお得になります。

（平成２９年１０月１日より）



今日、たまたまホームページのぞいたら、ニュースに載らなかったチケットっていうのを見つけました。そういうものもあるんですね!! たまにはのぞかないと
いけないですね。 （S.Eさん）　 ニュースに間に合わなかったチケットとかを載せるようにしています。ご覧になっていただけてうれしいです。 （事務局より）

（9月号のクイズより）やっぱり金で輝きが違いますね。 皆さんのweekendがgoldのようにshiningしていたらHappy!!
Enjoy your happy weekend （S.Hさん）　Great!! （事務局より）

チケット申込書

ゆとりーと共済 宛

● チケット等申し込み

※コピーしてお使いください。

● 公演チケット申し込み

保 存

申 

込 

内 

容

※抽選・先着順のためにご購入いただけない場合があります。

※公演チケットのみ返信いたしますので、要返信用FAX番号

公演名

ご意見等をご記入ください。あなたの意見がゆとりーと共済を変える!!

公演日

 /       (　 ) :

 /       (　 ) :

チケット等種類

会員番号 会員氏名

ＴＥＬ （　　　　　）

（　　　　　）ＦＡＸ
連絡先事業所名

事業所住所

＠　　　　　　　×       枚 ＝　　　　　　　　　　　円

＠　　　　　　　×       枚 ＝　　　　　　　　　　　円

＠　　　　　　　×       枚 ＝　　　　　　　　　　　円

チケット代合計 円

単価 枚数 金額

開演時間 席種 枚数 金額

円

円

枚

枚

チケット代合計 円

お間違えのないように!!

受付承認印

06-4309-2314
yutori-to@hispa.biz-web.jp

ＦＡＸ

E-mail

―

〒　　　　―

おことわり：
上記の旅程は作成日現在のスケジュールです。運輸機関のダイヤ改正、各地の道路状況により変更になる場合がございます。また土日祝日は渋滞が予想されます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

※料理写真はイメージです。 ※料理写真はイメージです。

※大人１名様につき小学生未満のお子様１名様無料（ビュッフェのみ）。
　お２人目からは1名につき小学生券1枚が必要となります。
＊クリスマス期間追加料金は施設にお問合せください。

※大人１名様につき小学生未満のお子様１名様無料。
　お２人目からは1名につき小学生券1枚が必要となります。
＊クリスマス期間追加料金 ⇒ 大人 ￥1,000、小学生 ￥500 をチケットに添えてご利用ください。

全ての曜日のランチビュッフェにご利用いただけます【90分制】
ご利用時間帯 ⇒11:00～15：00（ラストオーダー14：30）
◆バラエティ豊かなランチビュッフェとお好みに合わせてお選びいただ
　けるメインディッシュ１品(＊2)を組み合わせたセットメニューです。
◆各種料理の他、デザート、コーヒー・紅茶・ジュース等のフリードリンク付
＊2…お選びいただくメニューにより追加料金が必要な場合があります。

高島屋  近鉄百貨店  阪急百貨店  西武百貨店  平和堂  イオン
アピタ  西友  キデイランド  トイザらス  エディオン  上新電機  他

ベビー 
こども服

おもちゃ

阪急百貨店  阪神百貨店  西武百貨店  西友  イオン  アピタ
平和堂  トイザらス  べビーザらス  他

ご利用いただけるお店の一例

有効期限 ２０２2年１２月３１日

申  込  日 １０月16日（月）
応募多数の場合
１７日（火）抽選

１０月下旬に発送予定です。

全国のおもちゃ屋さん、百貨店、量販店等でおもちゃやこども服、
ベビー用品の購入等にご利用いただけます。(おつりは出ません。)

こ ど も 商 品 券

500円券×10枚１セット 通常価格 5,000円 会員価格 4,000円

時　　間
９：３０～１７：００
11月30日以降は 9：30～16：00

各種イベントがありますのでHP等でご確認ください。

●料金
一般価格券種 会員価格

おとな（中学生以上） 800円1,350円
こども（３歳以上小学生まで） 400円700円

アトラクションカード 1,600円2,000円

みさき
公園

特別割引入園券

秋・冬特別割引入園券

通常料金区分 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

●料金（税サ込の価格）利用日 ： 全曜日

●料金

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/

一般料金券種 会員価格
大人（高校生/16歳以上） 1,400円1,900円
こども（小・中学生） 700円1,000円
幼児（4歳以上） 400円600円

ニフレル

©NIFREL

あらゆる人の感性を刺激して、
心豊かにします。

ご家族で出かけてみませんか？

「感性にふれる」をコンセプトにした
生きているミュージアム

常時取扱になります
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

10月19日
（木）

締切

10月16日
（月）

締切

12月16日（土）
夜の部（16：00）

12月17日（日）
昼の部（11：00）

※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 各回6席 （通常料金 6,000円）
会員価格 4,000円

天童よしみ特別公演

浪花のロミオとジュリエット第一部

天童よしみオンステージ第二部

熱唱！！ 美空ひばり
♪愛燦燦♪終りなき旅～人生一路♪川の流れのように ほか

　　　屋根の上の
ヴァイオリン弾き
ミュージカル

全席指定10席

日　　程 梅田芸術劇場メインホール
平成30年1月7日（日）
１2：00開演

出演 ： 市村 正親 ・ 鳳 蘭 ・ 実咲 凛音・
　　　神田 沙也加 ・ 唯月 ふうか 他

梅田芸術劇場梅田芸術劇場

親から子へ、子から孫へと
受け継がれる愛と旅立ちの物語

世界は変わっても、家族の絆は変わらない。
2018年あのテヴィエー家が戻ってきます。

会員価格 11,500円
（一般価格 13,000円）

歌手生活45周年記念歌手生活45周年記念歌手生活45周年記念

日本初演50周年記念公演

150セット

１会員様
2セットまで

限定

海 遊 館 プロデュース

BBC EARTHの映像と、SEGAの技術が融合。 美しいばかりでなく、
時には厳しく、残酷な大自然の真実を、映像や音や振動、匂いなど全身で
体感できるオービィ大阪。 子供たちが自然を感じて、自分で考えて、

親子で地球といのちを語り合える機会が生まれます。

住　　所

10月1日より常時扱いになります！

新歌舞伎座新歌舞伎座

小学生券大人券

2,200円 1,600円
2,950円 2,200円

利用時間帯内容（券種）

11:00～15:00
（14:30 ラストオーダー）

ランチビュッフェセット
（メインディッシュ付） ●料金（税サ込の価格）利用日 ： 土・日・祝日

小学生券大人券

3,500円 1,600円
5,800円 3,000円

利用時間帯（各90分制）内容（券種）

1部 12:00～13:30
2部 14:00～15:30
3部 17:00～18:30
4部 19:00～20:30

ウィークエンド
ビュッフェ

今回も水の都大阪を代表するホテル
“リーガロイヤルホテル（大阪）”のチケットをご用意♪

鮮やかな緑と水面のきらめきが窓いっぱいにあふれ陽光に包まれる
ダイニングで心弾むランチタイムをお楽しみください。

（※除外日有 ※クリスマス期間は別途追加料金が必要）

家族や仲間と楽しみたい週末ビュッフェの極上グルメが集結！
肉・寿司・スイーツなど最強ラインナップでボリューム、スタミナも満点！！

優雅なひとときをお過ごしください。
（季節により内容は変わります。詳しくはホテルホームページまたは店舗にてご確認ください）

（※除外日有 ※クリスマス期間は別途追加料金が必要）

一泊二日で各務原航空自衛隊 航空祭見学と豊田産業技術記念館、トヨタ博物館見学をします。一泊二日で各務原航空自衛隊 航空祭見学と豊田産業技術記念館、トヨタ博物館見学をします。
今年はブルーインパルスの航空ショーが予定されています。今年はブルーインパルスの航空ショーが予定されています。

航空自衛隊各務ヶ原岐阜基地航空祭見学ツアー

特製ブルーインパルス
キャッププレゼント

特製ブルーインパルス
キャッププレゼント

● 旅行企画
　 実施

観光庁長官登録旅行業第530号 スポニチプライム　
TEL. 06‐6578‐4501  FAX. 06-6578‐4510
総合旅行業務取扱管理者：西村 和能

申込方法 直接、スポニチプライムへお申し込みください。

内　　容

200枚 １会員様５枚まで ※予定数になり次第終了販  売  数

大阪市北区中之島5-3-68 「リーガロイヤルホテル（大阪）」１階場　　所

料　　金 会員・会員家族 25,000円 一般価格 28,700円
※幼児 14，000円 （ベット・食事・キャップなしの場合）
交通費用・宿泊費用（１泊２食）、
昼食（１回）、観光入場料など含む

小牧
7:4519

11
難波梅田

18:30頃
京都各務ヶ原航空自衛隊 岐阜基地航空祭をご見学

8:15 15:00

日曜
航空飛行ショー、航空機の展示、屋台などでご自由にお楽しみ下さい。（昼食は自由食）

草津
17:00

18
11

トヨタ博物館
今迄のトヨタの自動車や
世界の自動車の展示

夕食はホテルで
宿泊：ルートイングランティア小牧

難波
7:30

梅田
7:50

京都
9:00

名古屋市内
11:30 12:20

土曜

15:10 16:30

昼食：バーベキュー
トヨタ産業技術記念館
13:00 14:30

小牧
17:00

自動車や繊維機械などを展示

日程表

２０１7年１１月１日（水）～２０１8年３月３１日（土）
（除外日：12/23～12/25、12/31～2018/1/3）
（クリスマス期間（12/16～12/22、12/26～12/30）は別途追加料金(＊)が必要）

有効期限

● 事前にご予約ください。TEL.06-6441-1056 （オールデイダイニング「リモネ」 直通）

200枚 ※予定数になり次第終了販  売  数

１０月１８日（水） チケットのお届けは10月末になります。申込締切

１０月１８日（水） チケットのお届けは10月末になります。申込締切 大阪市中央区城見1-4-1 「ホテルニューオータニ大阪」１階場　　所

２０１７年１１月３日（金・祝）～２０１８年３月３１日（土）の
土・日・祝日限定
（除外日：12/23～24、12/31～2018/1/1）
（クリスマス期間（12/9、10、16、17）は別途追加料金（＊）が必要）

有効期限

● 事前に電話又はホームページより“おおきにNetのチケット有り”の旨を伝え、ご予約ください。
　TEL.06-6920-7360 （オールデイダイニング「SATSUKI」 直通）
　ホームページの場合、要望欄に記載ください。

前売券 前売券

期　　間 平成30年１月8日（月）まで
休園日 9月～11月　水曜日（10/18、10/25は営業）
　　　 12月5、6、12、13、19、20日、1月1日

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


