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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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ポイント

新規入会事業所（6月）特定非営利活動法人どれみ　西川機工　（特非）ヒューマンライツ・ながせ21
株式会社マザーマシーン　桝田機械株式会社

6月1日現在  事業所数494社  会員数4,964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

答え

応募総数 ●●●通　正解 ●●●通　不正解 ●通

6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
ＮＥＷＳで掲載できなかったお得な情報や掘り出し物？？の情報を
ＨＰで掲載しております。お時間のある時にご確認くださいね。

東大阪市内で市役所や年金事務所の職員を
名乗り、「医療費の過払い金があるので、ＡＴＭ
で受け取ってください」等と言葉巧みにＡＴＭ
まで誘導してお金を騙し取る還付金等詐欺の
被害が多発しています。
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日　　時 7月14日（金） 午後6時30分開演

お問い合せ：ユトリート東大阪 （TEL.06-6721-6000）

場　　所 ユトリート東大阪
料　　金 木戸銭 700円　交流会 1,000円

毎月ユトリート東大阪（八戸ノ里）で行っているゆとりーと寄席、
7月は演者さんと交流会もありますので是非ご参加ください。

第270回
（7月）例会

ゆとりーと寄席と
夏の交流会

還付金等詐欺に

1,000円1人

夏休み旅行補助夏休み旅行補助7・8月
限定
7・8月
限定

今月同封いたしました「夏休み旅行補助申込書」に宿泊人数、
会員または同居家族名記載の領収書(コピー可)を添付の上、
共済事務局へ郵送してください。
7月1日から8月31日に宿泊付き旅行に行った会員、家族4名
まで、補助は1回限り。
10月10日（火）に補助の支払いを予定しています。

昨年から引き続き 今埜・中村・若野・河野
一生懸命頑張っておりますので、どうぞ、末永くお付き合いください！

9月15日（金）必着です！

口　＝　三
目　＝　四
鼻　＝　九
耳　＝ ?

に入る文字をお答えください。? 1 + =5 6

ひらめきが
大事！

このメンバーで、
ゆとりーと共済を運営

しています！
まずは、４月に着任いたしました
事務局次長 小野 剛 より一言挨拶いたします。
よりよい共済事業の充実に向け頑張ってまいる所存です。

ゆとりーと共済のメンバーをご紹介いたします。

ナビダイヤル（右記参照）又はWEBで「全福センター会員」
である旨お伝えいただき、ご予約ください。
各施設のインターネット予約サイトからご予約ください。
いずれの場合もご利用時にフロントにて会員証をご提示
ください。精算時に割引をされます。

湯快リゾートの
全福センターと湯快リゾートとの契約にともない
ご利用の際500円の割引を受けることができます。

１泊２食付基本料金に対し、会員を含む中学生以上の
同伴者６名様まで500円割引。
さらに55歳以上の方がいらっしゃる場合、年齢を証明
できるものの提示で50円引きの割引になります。
他のキャンペーン、サービス券との併用は不可。

ゆとりーと共済で常時販売中のあったかギフト券
（額面8,100円、会員価格7,500円/枚・1会員様1ヶ月5枚）との
併用もできますが、割引分（500円）のおつりはでません。
お食事やお土産などの追加料金に充てることができます。

使い方のポイント

団体割引旅行プラン
（２０１８年３月末まで有効）もあります。2

ポイント

ご利用
方法

特典

「全福センター会員」である旨お伝えください。

「全福ネット特別グループプランを見た」の一言で
アルコール飲み放題が無料になります。

ⅰ

料金ⅱ 【通常】7,500円＋1,500円（アルコール飲み放題）＝
　　   9,000円（税別）
【特別特典】7,980円（税別）

ⅳ ギフト券使用可

ⅴ ご予約方法
ナビダイヤルでの
ご予約のみ有効

適用条件ⅲ
１）平日（金曜含む）利用　  
　 当社料金カレンダーのＡ日程日
２）中学生以上8名以上のグループ 
　 ※連泊適用可能（何連泊でも）
３）他サービス券との併用不可

クイズの締切日 7/13（木）  抽選日 7/14（金）

0570-550-078（受付 8:00～21:00）ナビダイヤル

「こちらの言うとおりにＡＴＭに入力してもらえれば
還付金が振り込まれます」は詐欺！！

払い戻し金が
ありますよ

東大阪市では医療費や保険料の還付を行うときに、
携帯電話を持ってＡＴＭへ行くような案内は行いません。

ＡＴＭでお金は返ってきません!！

ご注意!!

●MAP

レンガ造りの外観・オープンキッチンの店舗。

随時３０種程度の生ケーキをはじめ

個性豊かな焼き菓子が並びます。

お店は高級感のあるつくりなのに、価格は良心的。

いつも遊び心と感謝の気持ちを忘れない店主の思いが

ギュッと凝縮された素敵なお店です。

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7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.14
おすすめ

アン・スタージュ サタケ

T   E   L ０６-６６１８-９０８６

住　　所 東大阪市西堤学園町1-1-29
リッツ小阪１階

営業時間 10 ： 00～19 ： 00   定休日：月曜日

駐車場2台あります。
近鉄奈良線「河内小阪駅」より徒歩１０分

レンガ造りが
目印です！

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

パッケージにも遊び心があ
ふれます

1,000円以上お買い上げで10％ＯＦＦ

個性豊かなお菓子の数
々…

https://www.un-stage-satake.jp/ プレゼントにも最適
です！

6月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）中川 彩葵様
1,000円（図書券）
佐竹 鉄也様
栗林 由紀子様

安達 美佳恵様
三好 由香里様

後藤田 侑加様西尾 隆行様
松谷 裕佳子様

忘れず申請して
くださいね。

来来亭
おりづる
保育園

スーパー
玉出

天理
スタミナ
ラーメン

小阪北口

御厨栄町

アン・スタージュ サタケ



毎月楽しみにしています。 ゆとりーと大好き！（M.Aさん）　 最高の褒め言葉です（涙） ありがとうございます。（事務局）先日ジェフグルメカードを使い家族で食事に行きました。 お得に食事ができて大満足です。（S.Mさん）
　ご家族の皆様の笑顔が見えるようで私達も嬉しいです。（事務局）

 

近畿ブロック 共済センター・互助会 合同バスツアー

日　　時 ７月30日（日）

申込方法 スポニチプライム（ＴＥＬ.06-6578-4501）に申し込んで
ください。その際、希望の集合場所をお伝えください。

集合場所 河内永和（旧市民会館前）
（8:45）

上記旅程は予定です。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。
又、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。

●参加費

会員価格 2,500円
通常料金3,300円

7月7日（金）～8月31日（木）
月～金曜日 午後５時～午後１０時
土・日曜日・祝日 午後４時３０分～午後９時３０分
※ラストオーダーは営業終了時間の３０分前です。

日　　時

予約時にゆとりーと共済会員であることと利用日を
お伝えいただき精算時に補助券をご提示の上、現金で
お支払いください。（補助券を忘れた場合は割引されません。）

利用方法

通常料金3,600円
会員価格 2,500円

料　　金

近鉄百貨店 上本町店（屋上）場　　所

アサヒ屋上
スカイバイキング
アサヒ屋上
スカイバイキング

アサヒ屋上スカイバイキング
ご予約・問合せ （11：00～19：00）
ＴＥＬ. 0120-323-545 

さあ、暑い夏の到来！！ビアガーデンで乗り切ろう！！

さあ、暑い夏の到来！！ビアガーデンで乗り切ろう！！

さあ、暑い夏の到来！！ビアガーデンで乗り切ろう！！

さあ、暑い夏の到来！！ビアガーデンで乗り切ろう！！

300枚ご用意しております。
なくなり次第終了。

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（スポニチ旅行）
〒550-0005 大阪市西区西本町１-２-１４ 岡島ビル５階   ＴＥＬ. 06-6578-4501
総合旅行取扱管理者・担当者 西村和能

補助券
対応

奈良
7:45

河内永和
(旧市民会館前)

8:50

和歌の浦（片男波海岸）地引網体験とＢＢＱの昼食 海水浴
網に掛かった魚も刺身やＢＢＱに…

海水浴・スイカ割りのイベントも予定しています。

和歌の浦
10:30

和歌の浦 和歌山マリーナシティ 河内永和 奈良
14:20 15:20

黒潮市場でお買物

船の運休日がありますので水上バスホームページをご確認ください。
http://suijo-bus.osaka/event/detail.php?seq=4

水都大阪満喫チケット
食 観光 クルーズを自由に組みあわせて水都大阪を遊びつくそう！

クルーズ１日乗り放題乗船券×１枚 バルチケット×３枚大阪市営交通局１日乗車券×１枚
ステップ

クルーズ乗船
スケジュールを立てよう！

1 ステップ

食事施設や観光スポットを
巡る計画を練ろう！！

2 ステップ

移動手段を
考えよう！！

3

販売締切２０１７年１２月２２日(金)まで
チケットは2018年３月２１日まで有効
クルーズ１日乗船券は、初回利用したその日１日限定となります。
市営交通１日乗車券は、改札機を通したその日１日限定となります。
バルチケットは１日で使い切れなくても、記載の有効期間内でしたら
別の日でもご利用いただけます。

お１人様（大人のみ）

１会員様５枚まで購入可能。
販売枚数 ５０セット
なくなり次第終了

出演
大竹 しのぶ　中山 優馬　秋元 才加
真琴 つばさ　宇梶 剛士　キムラ 緑子 ほか

9月2日（土）
夜の部（16：30）

9月6日（水）7日（木）
昼の部（11：30）

3等席 各公演20席
（通常料金 4,000円）

会員価格 2,500円

大竹しのぶが22歳で演じた伝説の音楽劇
“にんじん”に38年の時を経て再び挑む！

出演
水谷 八重子　波乃 久里子　喜多村 緑郎
河合 雪之丞　西川 忠志 ほか

9月24日（日）
午後の部（15：30）

9月23日（土）28日（木）
午前の部（11：00）

1等席 各公演10席
（通常料金 12,000円）

会員価格 4,000円

有吉佐和子、不朽の名作。
嫁姑の壮絶な愛憎劇をたっぷり。

会　　場 大阪四季劇場日　　時 11月５日（日）13：00 開演

1階S1席 10席 会員様１名につき２席まで
一般価格 会員価格

大人 10,800円 9,000円

少し先の話ですが、『キャッツ』に一度
足を運んでみてはいかがでしょうか

２歳以下の方は保護者の方のお膝の上でのご観劇が可能です。
お抱きになる方の肩より頭が出ないお子様までとさせて頂いており、
後ろの方への配慮をお願いいたしております。 
２歳以下の方でお席が必要な方はチケットが必要となります。

©1981RUG

『キャッツ』

八尾プリズムホール八尾プリズムホール

会　　場 八尾プリズム小ホール 出　　演 江守 徹  渡辺 徹 他

※未就学児入場不可。※各種割引チケットは証明書をご持参ください。

フレッシュ
シート25

会員価格 500円

全席指定 限定枚数あり
会員価格 3,300円
（一般前売 4,200円）

世界的名作『シラノ・ド・ベルジュラック』に想を得て、
1994年に別役実が文学座に書き下ろした作品。
今年８０周年を迎えた文学座の記念公演。

に ん んじ
ミュージカルミュージカル

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。

華岡青洲の妻

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

期間限定とくとくチケット期間限定とくとくチケット

夏休み
特別割引チケット

夏休み
特別割引チケット 夏季特別料金夏季特別料金

布施ラインシネマ

9：00～21：00時　　間

7月1日（土）～
8月31日（木）

期　　間
7月8日（土）～
8月31日（木）

期　　間

※期間限定チケットですので、
　期限を過ぎると利用できません。
　他のチケットとの交換もできません。

※ただし2時間まで
※水泳大会等のため利用できない日が
　あります。ご注意ください。

会員1人につき大人、
小人合わせて5枚まで

会員1人につき大人、
小人合わせて10枚まで

東大阪
アリーナプール

（参加人数によっては集合場所の変更をお願いすることがあります。）

※イベント等で一部フリーパスのご利用いただけない施設もございますので、ご了承ください。
※他のサービスの併用は出来ません。
※当日現地にて身長が１１０cmを超えていた場合はこどもBからAの差額8００円が必要となります。 入園のみの特別割引入園券の販売はございません。

一般料金入場券付乗り物パスポート
●料金

●料金

●駐車料（1日） 普通車・軽自動車：1,000円
　　　　　　　 大型バス・マイクロバス：2,000円  バイク：500円

会員価格
おとな （中学生以上） 1,900円2,800円
こどもA （3歳～小学生 身長110cm以上） 1,500円2,500円
こどもB （3歳～小学生 身長110cm未満） 1,000円1,700円
シルバー （60歳以上） 1,500円2,000円

関西サイクルスポーツセンター
パスポートでプールも入れるよ

定休日：火曜日（夏休み期間は無休）

おとな

一般価格券種 会員価格

1,300円2,100円
こども （３歳以上小学生まで） 600円1,200円

アトラクションカード 1,600円2,000円

特別割引
入園券

期　　間 7月1日(土)～9月3日(日)

時　　間 ９：３０～１７：００ 
（プール遊泳は16：30まで）

休  園  日 ７月４・５・１１・１２日 / ９月１日

プール休業日 ７月３・６・７・１０・１３・１４日

「ぷ～るらんどRIO」を7/1　 から開催!土

みさき公園 夏季特別割引
入園券

大阪松竹座大阪松竹座

5枚/1人

8,500円

地引網体験とバーベキュー
和歌の浦

7月18日
（火）

締切

7月14日
（金）

締切

7月20日
（木）

締切

7月14日
（金）

締切

7月14日
（金）

締切

7,500円
同伴者

バス乗車
小学生以上

7,000円6,000円幼児

5,800円5,000円
現地集合

小学生以上

4,300円4,000円幼児

会員＆会員家族

日　　時 11月5日（日） １3：30開場 /１4：0０開演

in

9月10日（日）
昼の部（11：00）

9月18日（月・祝）
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。
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２階席 各回10席 （通常料金 6,000円）
会員価格 4,000円

小人 1,000円
特別価格 500円

大人 1,800円
特別価格 1,000円 小人（4歳～中学生） 250円

特別価格 150円

大人 500円
特別価格 300円

福田こうへい

「鼻」

特別公演

文学座公演

母ちゃんの浜唄 原案＝さわだすずこ第一部

福田こうへいコンサート 2017第二部

懐かしい昭和の心温まるお芝居に
民謡で鍛えぬいた歌声をたっぷりと！

新歌舞伎座新歌舞伎座

共演：角替和枝、小林綾子、西山浩司、遠藤真理子、大竹修造 ほか

障がいのある方と
その介添えの方１名様

会員価格 3,100円


