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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（7月）株式会社M’s・Art　芝産業株式会社　有限会社HiUp・スクリーン
株式会社伊藤機工商会　株式会社木村エーシーエンジニヤリング　株式会社迫平製作所

7月1日現在  事業所数500社  会員数4,992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 139通　正解 139通　不正解 0通

7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

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

申請書は７月号に同封いたしましたが、HPでダウンロードできるようになっております。
また、同居家族登録届もHPにダウンロードできるようなっておりますので
ご確認いただきますようお願いいたします。

夏休みの宿泊補助の申請をお忘れなくお願いいたします。

©さいとう・たかを

クイズの締切日 8/9（水）  抽選日 8/10（木）

口　＝ 味覚 ＝　三
目　＝ 視覚 ＝　四
鼻　＝ 嗅覚 ＝　九
耳　＝ 聴覚 ＝　兆 答え 兆

※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。

8月１8日（金）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。
（８月下旬発送予定）

会員価格 3,400円（通常料金 4,700円）

日　　時 平成２９年
１０月６日（金）～１１月２７日（月）

平成29年9月25日（月）～平成29年12月20日（水）の間、
なんばグランド花月が休館となる為、その期間中はよしもと西梅田劇場での
公演となります。 詳しくは予約引換券のご購入時にご確認お願い致します。

会　　場 大阪文化館・天保山

申込締切 平成２９年8月２５日（金）

指定席予約引換券

30枚
限定

申込先着順

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

利用期間 平成30年1月31日まで
※年末年始特別興行期間、
　各種キャンペーン興行期間、
　貸切公演は利用不可

※購入後はお早めにご利用いただくようお願いいたします。

利用方法 ①ゆとりーと共済にて予約引換券を購入してください。
②チケットよしもと（０５７０-０２９-９８７）へ電話で観劇日と
　時間の予約をし、予約番号をチケットにご記入ください。
③公演当日、各公演の３０分前までに劇場１階
　チケット売り場で指定入場券とお引換ください。
　時間を過ぎるとキャンセルになります。

●料金
当日料金 会員価格

一般 1,500円 900円
高校・大学生 1,300円 700円
小・中学生 500円 200円

超A級スナイパーを描いた劇画『ゴルゴ13』の連載50周年を
記念する本展では、ほとんどが初公開の原画60枚を
展示するとともに、ゴルゴ愛用銃モデルを構えることができる
体感コーナーも開設します。

●MAP

にんにく専門店が手掛けるカレー屋さん。

国産にんにくを熟成した高価な黒にんにくを入れることに

よってコクや深みが増した味わい深いカレー。

「今まで食べたことないような味！」「なんかくせになる味」と

一度食べたらもうやみつきになるのも間違いなし！ 暑い夏こそ

スタミナ抜群の黒にんにくカレーをお召し上がりください。

ちなみに、黒にんにくはにんにく独特の臭いがほとんど

気になりません。熟成して糖度が60度にもなるものもあります。

甘酸っぱい味がしてドライフルーツのような食感です。

キ
リ
ト
リ

（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8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.15
おすすめ

カナメカリー （株式会社食工房のだ屋）

T   E   L 072-875-7513

住　　所 東大阪市加納5-15-11

営業時間 11 ： 00～15 ： 00 （LO.14 ： 30）

定  休  日 日曜日

駐車場3台あります。

シックな外観の
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

たっぷり入った黒に
んにく

ふわトロ玉子のキントウンカレー

ご注文いただきましたお客様にドリンク１杯プレゼント

青ネギと相性が抜群
の牛すじカレー スパイスとバランスが絶妙のポークカレー

7月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）村上 理香様
1,000円（図書券）
田中 照美様
舛井 淳平様

木村 健司様
西口 和子様

井上 夏記様西川 佑莉様
中谷 日名子様

http://www.skb-nodaya.co.jp/category/1471427.html
カナメカリー

http://www.skb-nodaya.co.jp/
株式会社食工房のだ屋

ボリューム抜群チキ
ンカツカレー

カナメカリー

パチンコ&
スロット

しゃぶしゃぶ
萬葉

加納北公園

恩
地
川



HPのチェックの楽しみも増えました。 いつもありがとうございます。（C.Kさん）
　HPも少しずつですが使いやすいようにリニューアルをかけていきたいと思っています。 頑張りますね。（事務局）

マリオット都ホテル「COOKA」のランチバイキングに補助券を使って行ってきました。 眺めと雰囲気も良く、今度はディナーに行き
たいなと思いました。（M.Mさん）　 マリオット都ホテル「COOKA」のお褒めのお言葉が多くて大変うれしいです。（事務局）

会員及び同伴者対  象  者 窓口にて会員証提示利  用  法

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

通常料金区分 会員価格
大人 1,944円2,160円
高校生・大学生 1,512円1,728円
小学生・中学生 1,080円1,296円
幼児（４歳以上） 648円864円

●料金 パスポート（入館料＋フリーパス）の団体割引

通常料金区分 会員価格
大人・子供共通 900円1,000円

●料金 REDHORSE OSAKA WHEELの割引 （会員と同伴者合わせて5名まで） ●料金

宝塚大劇場 星組公演宝塚大劇場 星組公演

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９月中旬です。

●日程・価格

タカラヅカレビュー90周年

8月9日
（木）

締切

8月9日
（木）

締切

10/28（土）
１5時

10/22（日）
１5時

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。
※車椅子でお越しのお客様は、事前にプリズムホールチケットカウンターまでご連絡ください。

日　　時 １２月2日（土）
１４：１５開場 /１５：００開演

会　　場 八尾プリズム大ホール

出  演  者
指揮者： 垣内悠希  ソリスト： 及川浩治（ピアノ）
管弦楽： 大阪フィルハーモニー交響楽団

プログラム
グリンカ： 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ラフマニノフ： ピアノ協奏曲第２番
ブラームス： 交響曲第１番

大阪フィルハーモニー交響楽団
八尾演奏会

八尾プリズムホール八尾プリズムホール

及川浩治 ©Yuji Hori

垣内悠希 ©Jean Philippe Raibaud

●全席指定
一般価格券種 会員価格

Ｓ席 3,500円4,500円
Ａ席 2,200円3,000円

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/

申込締切 8月１0日（木）

使用期限 平成２９年11月末日
８月下旬に発送予定です。

●料金

一般料金券種 会員価格
大人（高校生/16歳以上） 1,500円1,900円
こども（小・中学生） 500円1,000円
幼児（3歳以上） 300円600円

ニフレル
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
生きてるミュージアム

©NIFREL

おとな（高校生以上） 2,300円
一般価格 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

暑い夏は
涼しい海遊館で
過ごしませんか？

暑い夏は
涼しい海遊館で
過ごしませんか？

海遊館海遊館
詳細はＨＰなどでご確認ください。

申込方法 スポニチプライム（ＴＥＬ.06-6578-4501・ＦＡＸ.06-6578‐4510）へ
直接お申し込み下さい。その際、「ゆとりーと共済」会員かどうかを必ず
お伝えください。スポニチプライムさんより請求書等を送付いたします。

募集人数 ４０名（全体で）

旅行期日 10月15日（日） 集合場所 大阪8：00  奈良9：00 9月15日
（金）

締切

参  加  費 会員・会員家族 8,000円
会員の同伴者  8,900円

幸せ♥探しバスツアー

● 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　
〒550-0005 大阪市西区西本町1-2-14 岡島ビル５階
TEL. 06‐6578‐4501 FAX. 06-6578‐4510 総合旅行業務取扱管理者：西村 和能

今年の幸せ♥探しバスツアーは京都です。 他市の共済から独身の男女が集合します。
生八つ橋造りを体験したり、平安神宮参拝や京都動物園を散策したりします。

素敵な出会いを求めてみてはいかがですか？

独身者
限定

有効期間 ９月１日（金）～１1月３0日（木）
※除外日なし

場　　所 大阪市北区芝田１丁目１番３５号 大阪新阪急ホテルB１階
グルメバイキングレストラン「オリンピア」 （ＪＲ「大阪駅」、地下鉄「梅田駅」徒歩３分）

※料理写真はイメージです。

 オリンピア

1,400円

1,100円

3,200円

2,600円

15:30～17:00
1,950円3,700円13:30～15:00
1,950円3,700円11:30～13:00
1,400円3,200円13:30～15:10
1,950円3,700円11:30～13:10

土日祝

平日

曜日 時間帯 大人券
（一般料金）

大人券
（会員価格）

こども券
（一般料金）

こども券
（会員価格）

♦ランチバイキングチケット♦ ※こども（4～12歳） ※3歳以下は無料
 

グルメランチバイキング
大阪新阪急ホテル

いつも大人気のグルメランチバイキング今回は3００枚ご用意いたしました。
「オリンピア」の和・洋・中・デザートの匠（シェフ）が織りなす食べ放題を是非、ご堪能くださいませ。

50枚
１会員様
5枚まで

300枚
１会員様
5枚まで

申込締切 8月18日（金）　応募多数の場合は抽選。 ８月下旬に発送します。

※事前に必ずオリンピアに予約してください。
　電話番号はチケットに記載しております。

申込方法 メールまたはＦＡＸで必ずオリンピアと明記の上、お申し込みください。
①会員番号 ②事業所名(事業所住所〒) ③会員名 ④枚数 ⑤共済事業へのご意見等

海遊館初プロデュース！

ミュージカル

8月21日
（月）

締切

10月22日（日）
昼の部（11：00）

10月28日（土）
夜の部（16：00）

11月4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10席 （通常料金 6,000円）
会員価格 4,000円

前川 清・中村美律子
特別公演

前川 清・中村美律子
特別公演

人情喜劇 可笑しなふたり第一部

前川清・中村美律子 ビッグショー浪花の秋祭り第二部

新歌舞伎座でしか観れない！！ 異色の二人が初顔合わせ！

新歌舞伎座新歌舞伎座

共演 ： 曽我廼家寛太郎、曽我廼家玉太呂、門戸竜二 ほか

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

BBC EARTHの映像と、SEGAの技術が融合。 BBC EARTHの映像と、SEGAの技術が融合。 


