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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

（公財）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発行

〒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階住所

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

新規入会事業所様（4月）　株式会社スパック様・株式会社東鷹様 4月1日現在  事業所数512社  会員数4,944人

●MAP

スイス国旗が目印のかわいらしいお店です。
お店はアットホームな感じです。

パティシエはスイス人のピーターラパートさん。
原材料・産地・色・デザイン全てに拘っています。

ラグビーにちなんだケーキ「ノーサイド」もあります。
是非、お立ち寄りください。
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ゆとりーと共済事務局　有効期限平成30年5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.23
おすすめ

スイス国旗が目印の
かわいいお店です

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

まるで宝石のような
美しさ！

Ｃｏｎｆｉｓｅｒｉｅ Ｌａｂｈａｒｔ
（コンフィセリー ラパート）

T   E   L ０７２-９８１-3528

住　　所 東大阪市喜里川町２-２０

営業時間 １０：００～１９：００

定  休  日 月曜日（火曜日/月１回不定休）

駐  車  場 なし

定番のスイーツから…

故郷スイスのお菓子まで…

 （会員1名1回限り有効 ・ コピー不可）

クッキー（￥216）1袋プレゼントゆ と り ー と 共 済
事 務 局 か ら

ユ ト リ ー ト
東 大 阪 か ら

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 105通　正解 102通　不正解 3通

4月号 クイズの答え

■ ゆとりーとクイズ

下記の数独を解いてＡとＢに当てはまる数字を足した
ものは何でしょうか？

何も考えずに穴の下にいるとなにか見えてきました。
なにが見えたのでしょうか。

数独のルール

数独は、９×９のマスの中に、１から９までの数字を入れていく
パズルである。 次の三つのルールは守らなければならない。

• 一列で同じ数字を使ってはいけない 
• 一行で同じ数字を使ってはいけない 
• 一つのブロックで同じ数字を使ってはいけない 

クイズの締切日 5/15（火）  抽選日 5/16（水）

4月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）太田 秀子様
1,000円（図書カードNEXT）
立石 有紀様
中島 透様

野島 哲司様
原田 昌直様

及川 微笑様丸谷 麻衣様
山田 和彦様

答え： 窓

全てに拘っています
！

（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構からのお知らせ

穴の下で無心（ム心）でいると…
穴ム心で窓が見えてくる。

妻よ薔薇のように

©2018「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ」 製作委員会

山田洋次監督最新作は、主婦への讃歌！
国民的喜劇映画のシリーズ第３弾！！

妻の反乱で、あのドタバタ一家に史上最大の
ピンチが訪れる!!

映画鑑賞券あっ旋

２０１8年5月25日（金） 全国公開

50枚
限定

●監督  山田 洋次　●脚本  山田 洋次、 平松 恵美子
●出演  橋爪 功、 吉行 和子、 西村 まさ彦、 夏川 結衣、 中嶋 朋子、 林家 正蔵、 妻夫木 聡、 蒼井 優、 小林 稔侍、 風吹 ジュン 他

ＦＡＸ・メールでゆとりーと共済にお申し込みください。
枚数に達し次第終了（最終締切 5月３１日）
※上映期間は各映画館によって異なります。

申込方法

布施ラインシネマほか 全国の上映映画館
※全国共通券

場　　所

料　　金 当日通常料金 1,800円 会員価格 800円

（家族はつらいよ 　）Ⅲ
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￥1,000以上
お買い上げの方に
￥1,000以上
お買い上げの方に

Maxvalu
法流寺縄手北小 縄手東小

縄手北中

東体育館

至瓢箪山駅

東体育館前

コンフィセリー ラパート

ゆとりーと共済のホームページを４月よりリニューアル
いたしました。 新着情報・ニュースに掲載できなかった
お得情報・ガイドブック2018の変更箇所など随時更新して
おります。 ホームページにてご確認ください。

３月末に営業担当の中村隆が退職したことに伴い、４月より
松山隆太が着任いたしました！ よろしくお願いいたします。

大東 阪 ブ ラ ン ド
推 進 機 構 か ら

5月13日（日）
東大阪市民ふれあい祭
花園中央公園会場 のびっこ広場
にてモノづくり体験教室
「モノづくりひろば」を開催
いたします。ぜひ、ご参加ください。

5月13日（日）
東大阪市民ふれあい祭
95番ブースにて
囲碁・将棋コーナーを
開催いたします。
ぜひ、ご参加ください。



東京ディズニーランドコーポレートプログラム利用券を使用して社員旅行を計画しています。 楽しみです。 （O.Eさん）
　お得に楽しい旅になりますように…。 （事務局）

娘の小学校の卒業式の日にリーガロイヤルホテルビュッフェに家族で行きました。 華やかな雰囲気、たくさんの種類の料理…素敵な１日に
なりました。 （K.Kさん）　 素敵な思い出のお手伝いができて良かったです。 （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

やおミュージック
フェスティバル2018

1 ＼八尾だョ！／全員集合
八尾アーティストが帰ってきたよ！凱旋祭SP

2 3 ウチらの音楽で八尾をもっと盛り上げる！
地元で活躍中のアーティストがリレーライブ！

※ライフジャケットご希望の
　方は貸出（無料）します。
※駐車場料金
　（1日720円/台）別途必要。
※クーラーボックスは
　各自持参。
※追加のえさ、仕掛け等は
　現地でも購入可能。
　（850円）

日　　時 ６月１0日（日）

釣  り  場 和歌山北港魚釣り公園

司会進行 伊丹 章（四季の釣りナビゲーター）

集合場所 公園入口、入場ゲートを通り管理事務所前

集合時間 AM ６：１５ 受付 （AM ６：３０ 開会）

定　　員 先着３００名 主　　催 フィッシングマックス

他17市の共済センター・
互助会さんと一緒の

イベントです。釣り大会釣り大会共済共済

募集枚数 先着３００枚 なくなり次第終了 有効期限 平成30年8月３１日まで （除外日 8月11日～15日）

場　　所 大阪マリオット都ホテル５７階「ＺＫ」または１９階「ＣＯＯＫＡ」

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）

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

2,600円

4,700円 3,300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。
（予約専用電話番号は補助券に記載されています）
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 3,700円ＺＫランチ（土日祝）

3,800円 2,600円光

4,700円 3,300円

4,250円 4,000円 4,450円 4,200円 2,300円 2,000円 1,000円

通常料金 会員価格

2,300円

弁当

大人

1,600円 1,200円小学生

大人

コース 足元サビキ

えさ

3,750円 3,500円 3,950円 3,700円 1,800円 1,500円 500円子ども（6歳～15歳）

100円子ども（5歳以下）

800円 550円幼児

3,800円 2,600円大人

1,900円 1,300円小学生

800円幼児 550円

おおきにnet

下記の必要事項を記入の上、ゆとりーと共済事務局までメールかＦＡＸでご応募ください。
①釣り大会 ○コース希望 ②釣り具セット（要・不要） ③ライフジャケット（要・不要） ④会員番号（○○○○○-○○○○）
⑤名前（フリガナ） ⑥住所（郵便番号含む） ⑦年齢 ⑧会員・会員家族・一般 ⑨携帯番号（緊急連絡先）

釣り具セット
不要な方は（　）内の金額を
お引きします。

竿・リール・仕掛け3枚・
プラかご2個・その他
（2,300円）

アジMAX入り アミエビ2キロ

竿・リール・サビキ・ウキ・
仕掛けセット等
（2,500円）

仕掛け3枚・プラかご1個
（350円）

A コース 飛ばしサビキB コース エサ・サビキ 見学C

釣り大会希望の方は

平日は時間制限なく
お得ですよ。

フィリップ・スパーク指 揮 者

6月13日（水）～10月14日（日）会　　期

午前１０時～午後６時開館時間

月曜日（ただし祝休日の場合は開館、翌火曜日休館）休 館 日

兵庫県立美術館会　　場

５月１９日（土） 17：30開演（17：00開場） 小ホール日　　程

Ririon、DOG☆STAR、南蛮キャメロ、ラセン階段、
KENGO×MINAKO、NARUMI＆Her Swing Kings

出　　演

ザ・シンフォニーホール会　　場

〈オール・スパーク・プログラム〉
ナポリの休日/スラヴォニカ!（日本初演）/ドラゴンの年
（2017年版）/交響曲第2番「サヴァンナ・シンフォニー」

公演内容

ショー・スペクタキュラー

ミュージカル
メサイア

宝塚大劇場 花組公演宝塚大劇場 花組公演

©宝塚歌劇団

ディエゴ・ベラスケス
《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》
1635年頃 マドリード、プラド美術館蔵 
© Museo Nacional del Prado

8,300円

3,500円

一般価格 会員価格

B席
A席
S席

１3時
公演

席種

5,500円
7,300円

2,800円
4,700円

チケットは6月下旬発送予定です。

●日程・価格

5月31日
（木）

締切
 7/16（月・祝）

１5時
公演

 7/29（日）

1,400円
前売り価格 会員価格

1,000円
1,600円
一般価格

1,200円
900円
600円

●価格

4,500円

一般価格 会員価格

3,200円

●日程・価格
 8/21（火）

※2歳以下は無料

デジタル領域のさまざまな分野のスペシャリストから
構成されるウルトラテクノロジスト集団、チームラボ。
国内・海外累計来場者数600万人を達成した

最先端のデジタルアート展は、世界中で注目を集めています。
共同的で創造的な人間になることをテーマにした
教育的なプロジェクト「学ぶ！未来の遊園地」。
創造性を培う新感覚の体験アートイベントです。

会　　場
梅田芸術劇場メインホール

永遠に語り継がれる愛の物語。
美しいバレエの舞台で
繰り広げられる夢の世界。

眠れる森の美女 全幕

キエフ・クラシック・
バレエ

スペイン王室コレクションを中心に、約8,000点の
所蔵品を有する世界屈指の美の殿堂、プラド美術館。
本展では、17世紀のスペイン絵画黄金時代を
代表する巨匠ベラスケスの作品7点を軸に、
プラド美術館の至宝70点を紹介します。

各10席

5月31日
（木）

締切

各10席

限定枚数
あり

5月10日
（木・正午）

締切

12：30開演
（12：00開場）

15：30開演
（15：00開場）

5,000円

一般価格 会員価格

4,000円

●日程・価格
 6/3（日）席種

プラド美術館展
ベラスケスと絵画の栄光

5月15日
（火）

締切

5月17日
（木）

締切

10席14：00開演
（13：00開場）S席

1 2 3 共通
３歳以上
要チケット

2,000円 会員価格 1,500円全席自由 ※１ドリンク１フード付 入退場自由

５月２０日（日） 12：00開演（11：30開場） 小ホール日　　程

KING COLUMBIA、大森ヒデノリ・氏橋啓司・岡崎泰正、
ait guitar trio、きしもとしおり、天球ぴんぽんず、オバン・オジズーン

出　　演

1,000円 会員価格 500円全席自由 ※入退場自由

天童よしみ、本間昭光、山野さと子、広沢タダシ 他出　　演
５月２０日（日） 15：30開演（15：00開場） 大ホール日　　程

18歳以下 6,000円 会員価格 5,500円
一般 7,000円 会員価格 6,500円全席指定

※身分証提示

券種

大学生
一般

会員価格
1,400円
当日価格

1,000円
800円
500円

●入館料
券種

中学・高校生
600円 300円子ども

大人

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
第120回定期演奏会

スパーク、再び。

チームラボ★　
学ぶ！未来の遊園地
teamLab★FuturePark

あべのハルカス美術館会　　場

７月１３日（金）～９月２日（日）
10：00～20：00
（入館は原則閉館30分前）

期　　間

休館日 7月23日（月）・30日（月）・8月6日（月）

※演奏は特別録音音源を使用
※公演時間：90分予定（休憩を含む）
※３歳以下入場不可/４歳以上有料
※全席指定

愛らしいオーロラ姫と美しいリラの妖精、
また場面を彩るキャラクテールたちの物語は、
バレエ初心者でも十分にお楽しみ頂ける
内容です。 どうぞご期待ください。

●高校生以下無料。 ●6月の平日は大学生無料（要証明）。 ●70歳以上は当日一般料金の半額
（800円）。前売りはありません。会期中に美術館窓口で観覧券をお買い求めください。 ●障がい
のある方（70歳以上を除く）は各当日料金の半額、その介護の方1名は無料。 ●大学生、70歳
以上の当日券の購入及び障がい者割引の適用には証明が必要。割引を受けられる方は、会期中
に美術館窓口で観覧券をお買い求めください。 ●県美プレミアム展は別途観覧料が必要（本展
と合わせて観覧される場合は割引あり）。

八尾プリズムホール八尾プリズムホール

（金曜日、土曜日は午後8時まで）
※入場は閉館の３０分前まで

5月31日
（木）

締切

1会員 
5枚まで

5月7日
（月）

締切
1会員 
5枚まで


