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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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新規入会事業所（2月）株式会社川中研磨工業所　北村製作所　株式会社三洋歯車　有限会社ミヤセ 2月1日現在  事業所数513社  会員数5,011人

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

詳細については、4月発行予定の「ガイドブック2018」に掲載いたしますが、事前にお知らせいたしますのでご注意ください。
主な変更点は下記のとおりです。

夏休み宿泊補助
● 夏休み宿泊補助は会員様の宿泊に限定し、一泊につき３,０００円の補助になります。

その他
● 旧住所（東大阪市中小阪5-14-30 ユトリート東大阪）宛ご送付の転送期間は3月末日をもって終了になります。
　誤って送付された場合は配達されませんので十分にご注意ください。
● 当機構の旧名称の申請書等はご使用になれません。新しいガイドブックに掲載の申請書等をご使用ください。
● 加入時に提出いただいた会員カード（黄色）は事務処理の都合上廃止いたします。 新しいガイドブックに掲載の
　入会申込書をご使用ください。
● ゆとりーと共済への「振込依頼書」によるお振込みについて、平成３０年３月末日をもちましてりそな銀行の取り
　扱いが廃止となります。このことに伴い、りそな銀行でのお支払いは窓口又はＡＴＭにて引き続き手数料無料で
　ご利用いただけます（一部時間帯を除く）。 お振込の際は氏名の前に事業所番号（会員番号の最初の５ケタ）を
　入力願います。なお、三菱東京ＵＦＪ銀行については従前と変更ありません。他行からのお振込の際は振込手数
　料をご負担いただきますようお願いいたします。

ゆとりーと共済の制度が平成30年4月より一部変更になります。

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 122通　正解 122通　不正解 0通

2月号 クイズの答え■ ゆとりーとクイズ

ある物には１， ２，１０を入れることができ、
３， ４， ５は入れることができず、
８を入れると４になります。
「ある物」とは何でしょう？

クイズの締切日 3/14（水）  抽選日 3/15（木）

2月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）寺田 和弘様
1,000円（図書カードNEXT）
池田 知子様
高見 法孝様

岩見 博幸様
高島 一美様

北村 明陽様野崎 恭子様
田中 匠様

１＝　   ２＝　   ３＝　   ４＝　   ５＝　 L E M O N

２つの食べ物： レモン メロンと

●MAP

福井県大野産のそばの実を石うすで自家製粉した二八の

あらびき田舎蕎麦。おそばの甘みと風味を味わってほしいと店主。

鰹節のしっかりした出汁に国産本ワサビを薬味にお召し上がりください。

毎月季節限定の温かいおそばと冷たいおそばをご用意しております。

ゆったりとしたスペースでおくつろぎください。

キ
リ
ト
リ

ゆとりーと共済事務局　有効期限平成30年3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.21
おすすめ

落ち着いた
趣のあるお店です

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

自家製粉したあらびき田舎蕎麦！

店主のこだわりを感
じます！

手打ち蕎麦 蕎割鮮ーきょうかっせんー  井もと

T   E   L ０７２-９６７-２００７

住　　所 東大阪市吉田本町3丁目８-５ボナンサ東町Ⅱ

営業時間 １１：００～１４：００/１７：００～２１：００

定  休  日 水曜日

駐  車  場 ２台

店内のいたるところ
に…

（会員1名1回限り有効 ・ コピー不可）

４月より
会員 3,000円
会員家族 対象外

現　行

会員・会員家族 1,000円×４人まで

ご注文された方に天ぷら盛り合わせサービス

特別展

池大雅 ―天衣無縫の旅の画家―
天才南画家、85年ぶりの大回顧展

江戸時代中期に活躍した池大雅（1723～76）の生まれ故郷であり、
活動の拠点であった京都での久しぶりの展覧会です。

一般価格券種 会員価格
950円1,500円
700円1,200円
400円900円

一般
大学生
高校生

1会員5枚まで
※中学生以下は無料。
　３月末に発送予定

●料金

期　　間 2018年4月7日（土）～5月20日（日）　
※休館日：月曜日。ただし4月30日（月・休）は開館。翌5月1日（火）は休館。
※開催時間：午前9時30分から午後6時（金・土曜日は午後8時まで）。
　入館は閉館の30分前まで

場　　所 京都国立博物館 平成知新館（東山七条）

主　　催 京都国立博物館  読売新聞社

浅間山真景図　池大雅筆（通期展示）
国宝　十便十宜図のうち
公益財団法人川端康成記念會
（場面替えあり）

重要文化財
瀟湘勝概図屏風　池大雅筆（通期展示）

阪神高速13号東大阪線

近鉄けいはんな線
吉田駅

法性寺

大津神社

吉田駅前 水走

蕎割鮮 井もと

3月13日
（火）

締切



リーズナブルな掛金でしっかりとした特典があるなと大変満足しています。 割引を利用する際、周りの人と比べてちょっとした
優越感に浸っています（笑）。 （K.Sさん） 　 もっと、優越感に浸っちゃってください。と言えるぐらい頑張ります。 （事務局）

東大阪市の頑張っているお店紹介を利用しました。 親切でＮＥＷＳを見てきたことを伝えると喜んでくださいました。 （A.Mさん）
　ご利用ありがとうございます。 お店も共済もいっぱい利用していただけるように頑張ります。 （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し込みください。
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春は出会いと別れの季節
感謝の気持ちやお祝いの品として…。

応募（ＦＡＸ、メール）１件につき、
おひとりでお願いします。

　会員番号（○○○○-○○○）
　事業所名　　お名前
　送付先住所（郵便番号も含む）（原則事業所の所在地）
　共済事業についてのご意見等

１

　～　 までは必須事項。
ご注意ください！ 記入漏れがある場合は受付不可で連絡もいたしません。
１ 4

2 3
4
5ＦＡＸ: ０６-４３０９-２３１４

E-MAIL: yutori-to@hispa.biz-web.jp

申込方法

3月15日（木）　予定枚数が超えた場合抽選。 ３月末頃には発送予定。応募締切

１枚1,000円  １会員５枚まで会員価格 850円

有効期限 約１０年
カード裏面のＩＤとＰＩＮを入力することで
ＷＥＢ上での残額が確認できます。

全国の取扱店でお好きな時にお好きな本を
購入することができるカードです。

図書カード図書カード NEXT

全国35,000店舗の加盟店でご利用いただける
全国共通お食事券です。

ジェフグルメカードジェフグルメカード

全国共通お食事券

有効期限 なし
お好きな時にご利用いただけます。

300枚
限定

50セット
限定

１セット ５００円×5枚 会員価格 2,000円 １会員２セットまで

八尾市制施行70周年・八尾市文化会館開館30周年記念事業

4月15日（日）
昼の部（11：00）

4月30日（月・祝）
昼の部（11：00）

※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 一般価格 6,000円
会員価格 4,000円

全席指定 一般価格 3,000円 会員価格 2,500円

花盛り四人姉妹
～吉野まほろば物語～

吉野の老舗旅館を舞台に四人姉妹が織りなす人生模様
グランドフィナーレでは四人姉妹が熱唱！

出演者 ： 藤あや子、石野真子、
　　　　藤原紀香、 三倉茉奈 ほか

新歌舞伎座新歌舞伎座

出　　演 指　揮：宮川彬良
吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

プログラム ●NHK連続テレビ小説「ひよっこ」メドレー
●組曲「宇宙戦艦ヤマト」 ●吹奏情話、八尾
●見上げてごらん夜の星を ●マツケンサンバⅡ ほか

宮川彬良 ©石黒ミカコ

©藤子プロ・小学館・
テレビ朝日・シンエイ・
ADK2018

©2018「北の桜守」
製作委員会

©2017
Disney/Pixar

©2017 Dream Works
Animation LLC.

All Rights Reserved

日　　時 平成３０年4月29日（日）
１5時００分開演 （１4時15分開場）

場　　所 八尾プリズム大ホール（八尾文化会館）

主　　催 （公財）八尾市文化振興事業団

宮川彬良＆Ｓｈｉｏｎ
ブラス・ファンタスティック！

ｉｎ八尾ォォオ！！！

八尾プリズムホール八尾プリズムホール

一般価格券種 会員価格
1,600円2,160円
1,200円1,728円
900円1,296円

大人
高校生・大学生
小学生・中学生
幼児（４歳以上） 600円864円

●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/

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

住　　所

大阪府吹田市千里万博公園2-1 ＥＸＰＯＣＩＴＹ内住　　所

かわいい動物たちとの交流をお楽しみいただけます
2017年

11月17日（金）
OPEN！

3月17日（土） OPEN！

3月15日
（木）

締切

3月15日
（木）

締切

10席

大人（中学生以上） 1,600円

幼児（２歳以上） 500円

一般価格券種 会員価格

小学生 1,000円
1,000円

100円
500円

入場券
（遊園地の入場のみ）

大人（中学生以上） 5,000円

幼児（２歳以上） 2,300円
小学生 3,900円

4,000円

1,600円
3,000円

パスポート
（入場＋乗り物乗り放題）

大人（中学生以上） 2,100円

幼児（２歳以上） 700円
小学生 1,300円

1,500円

300円
900円

湯あみの島入館券
（湯あみの島の入場＋
 遊園地の入場）

ナガシマ
スパーランド
ナガシマ
スパーランド

10席
各

陽春
特別企画

休館日（平成30年6月25日～6月29日/平成31年1月28日～2月1日）

●当日先着順（毎日10：15より30分刻み・定員50名）※事前予約不可
●オービィ入場料金に加えて別途５４０円の料金が必要となります。（３歳以下は無料）
●入場時は諸注意事項等のご確認が必要になります。詳細はWEBで。※一部触れない動物がいます。

動物の撮影技術を学ぶ「アニマルワールド」新登場！

補助券有効期間 平成30年3月1日～平成31年2月28日

入場券売り場にて、補助券を添えてご購入ください。

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

大人 
一般価格券種 会員価格

1,000円1,800円
小人 （３歳～高校生） 500円1,000円
※会員１人につき大人、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。

3月10日（土）～
4月8日（日）

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〜。

●料金
一般価格券種 会員価格

おとな 800円1,350円
こども（3歳～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
春季特別割引入園券

期　　間

休 園 日

平成30年3月3日(土）～ 平成30年6月24日(日)

3月7・14日 /4月11・18・25日
5月9・16・23・30日
6月6・12・13・19・20日

営業時間
９：３０～１７：００

※プログラムは変更する場合がございます。予めご了承ください。
※一般以外は当日要証明書。 ※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。

アキラ＆Shionの魅力が詰まった、ドキドキワクワクの吹奏楽の
ショーステージを繰り広げます。

障がいのある方とその介添えの方（１名様まで・1人1枚ずつ）：2,400円
フレッシュシート25：2,000円（25歳以下対象）
フレッシュシート18：1,500円（18歳以下対象）

●料金
一般価格券種 会員価格

大人 1,400円1,900円
こども（小・中学生） 700円1,000円
幼児（3歳以上） 400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いる

ミュージアム

潮の流れに身をまかせ、ただよい静かに拍動するかのように動くクラゲ。
静かに音も出さない、そんな美しいクラゲたちの透明感、

浮遊感、命の拍動、包容感、静けさを感じる新エリアが誕生します。
漆黒の空間に、クラゲと水槽が浮かび上がり、
まるで宇宙の銀河のような世界が広がります。

透明なクラゲの模様やリボンのような触手、透明な体など
クラゲがもつ美しさがより際立つ展示となります。

©NIFREL©NIFREL

海月銀河

● 料金
一般価格券種 会員価格

大人（高校生以上） 1,700円2,300円
こども（小・中学生） 800円1,200円
幼児（4歳以上） 300円600円

海遊館 新クラゲエリア

くらげぎんが

クラゲに包まれる浮遊空間へ

ゴマフアザラシの赤ちゃんが 1月 29日に生まれました。
今なら赤ちゃんゴマフアザラシに会えるかも…。

NEWS

©NIFREL©NIFREL


