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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
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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（5月）　大阪スリッター工業様 5月1日現在  事業所数512社  会員数4,960人

ゆ と り ー と 共 済 事 務 局 か ら ビ ジ ネ ス セ ミ ナ ー か ら

（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構からのお知らせ ●MAP

「おいしい」「お値ごろ」「安心感」のある
商品づくりをモットーとし、職人の手で一つ一つ

心を込めて、パンを製造しております。
昨年9月に新店をオープンし、新店の良いところを
参考にして、商品をリニューアルいたしました。
特に、塩パン（１１０円）には自信があります！
是非一度塩パンをお召し上がりください。
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ゆとりーと共済事務局　有効期限平成30年6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.24
おすすめ

職人の手で一つ一つ
心を込めて…

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

自信のある塩パンで
す！

株式会社 松屋
～MATSUYA Bread Factory～

T   E   L ０６-６７２１-７１７４

住　　所 東大阪市岸田堂南町９-１０

営業時間 ７：００～２０：００

定  休  日 年末年始

駐  車  場 あり

商品をリニューアルしました！

サンドイッチも豊富です。

 （会員1名1回限り有効 ・ コピー不可）

１００円以下の商品１つプレゼント

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 76通　正解 73通　不正解 3通

5月号 クイズの答え

■ ゆとりーとクイズ

それぞれの同じマークに同じ漢字を入れて、
意味が通るようにしてください。

① ○手で○筆を摘む

② ☆議の☆合がつかなかった

③ 印△は暑いし湿△も高い

④ 機□を取るのは□いです

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？

クイズの締切日 6/14（木）  抽選日 6/15（金）

5月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）山下 幸男様
1,000円（図書カードNEXT）
岩本 俊宏様
城谷 きよ子様

市川 恭子様
小鴨 義弘様

郷田 貢様木山 美知代様
木下 三鈴様

ずらりと並んだパン！

74 8
25 3
91 6

65 3
91 8
74 2

12 9
74 6
18 3

39 5
87 4
62 1

28 7
13 6
49 5

61 4
29 5
37 8

48 7
16 9
53 2

56 1
32 4
87 9

93 2
85 7
46 1

￥500以上
お買い上げの方に
￥500以上

お買い上げの方に

最近、お問い合わせが多いので、
再度掲載させていただきます。
健康管理助成金は会員様名義の領収書以外では
受付できません。（事業所名義の領収書に明細書
を添付された場合も対象外になります。）

事務局の締日は２５日必着となっております。
間に合うようにご提出いただきますよう
お願いいたします。

詳しくはホームページ https://hispa.h-osaka.jp/106.php に
掲載中のチラシをご覧ください

※会員お一人につき年度内（2018年4月～201９年３月）４枚までとします。
※シニアの取り扱いはございません。

記入漏れ・不鮮明なものは受付不可で連絡もいたし
ません。ご注意ください。
※商品券の送付先は事業所のみです。

①会員番号 ②事業所名 ③お名前 ④送付先住所（郵便番号を含む・
事業所か登録済みの自宅） ⑤希望枚数 ⑥ご意見等を記入の上、
FAXかメールでゆとりーと共済事務局へお申し込みください。

一般価格 会員価格

大人（中学生以上） 8,200円 7,300円
小人（４歳～小学生） 5,700円 5,200円

フリーデイト・パスを販売しますフリーデイト・パスを販売します
全国百貨店共通商品券全国百貨店共通商品券 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

6月１4日（木）申込締切

申込
方法

TEL. 06-4309-2301問 合 先１８時～２０時時   　間
クリエイターズプラザ （クリエイション・コア東大阪 南館３階）場　　所

有効期限が約１年あります。
チケットブースに並ぶ必要がなく、除外日は
ございません。 発送は６月末頃予定です。
夏休みなどのご利用の計画にいかがですか？

答え： ○＝　　 ☆＝　　 △＝　　 □＝　　 
2 + 8 = 10答え： 

全国百貨店共通
商品券

¥1,000

イラストはイメージです

北海道から沖縄まで、
全国の百貨店等約５００店で
ご利用いただけます。

一般価格 5,000円 （1,000円×5枚）
会員価格 4,000円

1会員様
１セット限り

5枚
１セット

限定
2００セット

ゆとりーと共済事務局へＦＡＸまたはメールで商品券希望と必要事項を記入
の上お申し込みください。 一枚の応募用紙に１名様でお願いします。

①会員番号 ②事業所名 ③お名前 ④事業所住所
（郵便番号を含む） ⑤共済事業についてのご意見等

締切日
６月１4日（木）

抽選
６月15日（金）

無料
参加費6月１３日（水）  次々とアイディアが生まれるディスカッション形式の発想法

6月21日（木）  業績を上げるための「名刺力」セミナー

6月の開催日とテーマ

ライフ
太平寺店

至JR長瀬駅

至布施駅

新生野中学校

地下鉄
北巽駅

布施
小学校

松屋

岸田堂 寿町1丁目

巽北4丁目西
MATSUYA Bread Factory

50枚
限定

応募多数の場合
抽選

必要事項

各日程
共通



娘がバレエをするので、眠れる森の美女の優待嬉しかったです。 （K.Sさん）
　お嬢様が刺激を受けてくれるといいですね。 （事務局より）

昨年ゆり園に行きとても美しかったので、今年も行ってみたいと思います。 （Y.Mさん）
　ゆりは見た目も美しく、良い香りもしますから癒されてください。 （事務局より）

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

西郷どんNHK大河ドラマ特別展
明治維新150年

日　　時 ７月２２日（日）11：30～15：00

スケジュール
地引網体験　　１時間
バーベキュー　２時間
クイズ大会　　 ３０分

申込方法 地引網希望、参加者の氏名・年齢・緊急連絡先（携帯）
を記入の上、ゆとりーと共済事務局にFAXかメール
にてお申し込みください。

企　　画 南海国際旅行 担当: 西村  TEL. 072-439-0305
（岡田浦地引網の件と言っていただくとスムーズです。）

場　　所 泉南りんくう南浜 砂浜会場

定　　員 2００名 （他市さんと共同・先着順）

●料金

5,600円
3,600円
1,100円

岡田浦

会員料金
大人

小学生

3～５歳

通常料金

地引網　BBQ&
他市共済さんと

一緒です。

平成３０
年度

6月7日
（木）

締切
1会員 
5枚まで

6月1日（金）～8月31日（金）
月～土曜日 17：00～22：00
日曜日・祝日 17：00～21：30
※ラストオーダーは営業終了時間の３０分前です。

日　　時

必要枚数（５枚/１人）をご注文ください。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、代金支払い
時に補助券に現金を添えてお支払いください。
（補助券を忘れた場合、割引されません。）

申込方法

通常料金3,800円
会員価格 2,500円

料　　金
近鉄百貨店 上本町店（屋上）場　　所

大阪マリオット都ホテル １９階ライブキッチン「COOKA」場　　所

必要枚数（５枚/１人）をご注文ください。
※ご利用の際は事前にご予約下さい。 当日チケットをお忘れなくお持ちください。

ご予約・お問合せ （10：00～20：00）
TEL. 0120-611-147 （携帯電話・PHSの方はTEL.06-6628-6187）

７月2日（月）～８月３１日（金） 除外日 ８月１１日（土）～１５日（水）
月～金 17：00～22：00 （Lo 21:30）
（プラス５００円で土日祝のご利用が可能）

日　　時

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・お問合せ（11：00～19：00） ＴＥＬ.0120-049-800

今年も暑い夏の予感が…ビアガーデンで乗り切ろう！！

今年も暑い夏の予感が…ビアガーデンで乗り切ろう！！

今年も暑い夏の予感が…ビアガーデンで乗り切ろう！！

今年も暑い夏の予感が…ビアガーデンで乗り切ろう！！

補助券
対応

500枚
限定

5枚/1人

※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。　　　
※掲載内容変更の際はご了承ください。

※当日要学生証、小学生以下の学生証がない方は年齢確認ができるものをお持ちください。
※先着順につき満席の場合はご了承ください。

希望日を指定の上、ゆとりーと共済事務局へお申込みください。

石川静正筆 西郷隆盛肖像画（部分）個人蔵 
鹿児島県歴史資料センター黎明館保管

石井竜也
J i N陣

コンサートツアー2018
石井竜也企画・演出による「ネオジャパネスク」「ヒューマン」を
コンセプトにお送りする初のエンターテイメントコンサートツアー

明治維新のヒーロー・西郷隆盛は、肖像写真が
一枚も残っておらず、その生涯は謎に満ちています。
本展覧会では、NHK大河ドラマ「西郷どん」と連動し、
西郷隆盛ゆかりの品や、同時代の歴史資料などを
紹介して、西郷の人間像と彼が生きた時代を浮き彫りにします。

新歌舞伎座新歌舞伎座

12,000円
一般価格 会員価格

S席（2階）
席種

7,000円

●日程・価格
8/18（土） 10席

16：00開演

4,700円
通常価格 会員価格

一般 3,300円

4,000円
2,500円
800円

2,900円学生（大学生以下）※ 2,400円

●料金　

S席

3,240円
小学生以下

3,000円
5,400円
大人

5,000円

●料金

席種

一般価格
会員価格

6月15日
（金）

締切

10席 6月19日
（火）

締切

6月20日
（水）

締切

6月22日
（金）

締切

エンターテイメントパフォーマンスステージ（舞台）「将軍たちの午後」第1部

プレミアムコンサート 「天龍降臨」第2部

定員に満たなかった場合、他市さんとの合同バスツアーになります。その場合は、集合場所がなんば・梅田に変更になります。

● 一の重 盛合せ
● ニの重 ちぎり麩さしみ
● 鮎の塩焼き
● そうめん ● ごはん・香の物

夏のお料理 ～夏の北山～
京都 高雄 もみぢ家

各地の道路状況により変更になる場合がございます。● 行程

●7/12以降のキャンセルの場合、キャンセル料が発生します。
●荒天等で中止の場合は、ゆとりーと共済事務局よりご連絡します。

０～２歳 保険料（２００円）のみ

嵐山を自由散策

河内永和駅前
（旧市民会館前）

17：30頃

トロッコ
亀岡

16:30

トロッコ
嵯峨

高雄にて
川床料理の昼食和菓子作り

体験

トロッコ列車

16：07

12：00～13：3010：30～11：30

京都

お申込み FAX. ０６-６５７８-４５１０　　ゆとりーと共済 バスツアー参加申込書

□ 会員 ・ 会員家族　　 □ 一般4 ー

□ 会員 ・ 会員家族　　 □ 一般3 ー

□ 会員 ・ 会員家族　　 □ 一般2 ー

□ 会員 ・ 会員家族　　 □ 一般1 ー

ー

区分年齢参加者氏名会員番号

住所
（書類送付先）

申込代表者 当日連絡先（TEL）

会員番号 事業所名

〒　　　　－

ゆとりーと共済
バスツアー

場　　所 大東市立文化ホール
サーティホール

日　　時 7月27日（金）
開演15：30（開場15：00）
上演時間約1時間50分（休憩含む）

一緒に歌えば、ほんとうのことを
言える勇気が湧いてくる！

川床、和菓子作り体験、トロッコ列車、嵐山散策など、盛りだくさんの体験をしてみませんか？

吉本新喜劇×ワールドエンターテイメント第６弾！
今回もよしもと発信のスゴ技パフォーマンスが続 ！々

※小学生以下は公演当日3歳以上、小学生6年生以下。※3歳未満の着席鑑賞は有料。

撮影：阿部章仁

※写真はイメージです

場　　所 なんばグランド花月

日　　時 6月15日（金）～6月24日（日） 18：30開場 19：00開演

出　　演 川端泰史座長  （日替わりゲスト）すっちー/酒井藍 ほか
期　　間 ７月２８日（土）～９月１７日（月・祝）
休館日： 毎週火曜日（ただし、８月1４日[火]は開館）
開館時間： 午前9時30分～午後５時
※毎週金曜日は午後８時まで
※入館は閉館の３０分前まで

会　　場 大阪歴史博物館

アサヒ屋上
スカイバイキング

通常料金5,800円 会員価格 4,000円料　　金
（税金・サービス料を含みます）

今年も平日限定のディナービュッフェが登場！
大阪を一望できる夜景やシェフこだわりのお料理、そして、
お酒もいただけます。 涼しいお部屋で過ごしてみませんか？

限定３００枚
なくなり次第終了

前
売

高雄で川床料理と高雄で川床料理と

和菓子作り体験と和菓子作り体験と

嵯峨野のトロッコ乗車嵯峨野のトロッコ乗車

申込方法 下記申込書にご記入の上、FAXで
スポニチプライムへ直接お申し込みください。

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

旅  行  日 ７月８日（日） 募集人員 ３０名（申込先着順）料　　金 会員 ・ 会員家族 6,500円 一般 9,500円

河内永和駅前
（旧市民会館前）

8:45集合（9：00出発）

1会員 
5枚まで 券種

1,300円
当日料金 会員価格

一般 700円
900円高校・大学生 400円

●料金　
券種

吉本
新喜劇も
ありますよ

なくなり次第終了


