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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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新規入会事業所様（7月） 大阪面金製作所様  株式会社小西工業様  株式会社シンカ様
株式会社コーヘイ様  阪奈電子有限会社様  株式会社DAIMON様

7月1日現在  事業所数524社  会員数5,005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

幸せ♥探しバスツアー

After Press5

他市と
合同

９月３０日（日）日帰りバスツアー

作成時の現在のスケジュールです。
各地の道路状況により変更になる
場合がございます。

奈良
7：45

梅田
8：45 11：00～13：00

岸和田
9：30

岸和田
17：10

梅田
18：00

奈良
19：00

黒潮市場
BBQの昼食と園内散策

13：45～14：30
ぶどう園

15：10～16：10
紀三井寺

●MAP

花園ラグビー場、略して花ラグ。
花園で生まれ育った店主が

花ラグと和菓子にかける愛情は人一倍。
花ラグの青芝をイメージした

青エンドウの餡が入った『花ラグ饅頭』
この時期涼しげな和菓子もあります。

今年の手土産はここで決定。
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ゆとりーと共済事務局　有効期限平成30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.26
おすすめ

約50年の歴史を持つ
和菓子屋さん！

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

花ラグ愛が詰まって
います！

菓心庵 絹屋

T   E   L ０７２-９６５-０６９８

住　　所 東大阪市吉田6-6-37

営業時間 ９：００～１８：００

定  休  日 月曜日

駐  車  場 なし

明るく格調高い店内に…

 （会員1名1回限り有効 ・ コピー不可）

1,000円以上お買い上げの方10％off

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 121通　正解 121通　不正解 0通

7月号 クイズの答え■ ゆとりーとクイズ

クイズの締切日 8/9（木）  抽選日 8/10（金）

7月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）出口 知広様
1,000円（図書カードNEXT）
大川平 一則様
岸本 結花里様

外山 麻衣様
小西 一也様

畠頭 裕美様笹田 清子様
山崎 知子様

季節感あふれる和菓子の数々！

夏休みの宿泊補助の申請は
9月14日（金）正午必着です。

TEL. 06-4309-2301問 合 先（8/2）  18:00～20:00
（8/23）14:00～16:30　

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

答え： 1人（ひとり）

無料
参加費8月   2日（木）  ビジネスで生かせる！“対人力アップ”実践セミナー

8月23日（木）  健康経営セミナー in 東大阪

8月の開催日とテーマ

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

青春－ひなまつり（三月三日）=1人

申込締切 8月16日（木）

募集人数 ４０名（全体で）旅行代金 会員 8,500円（会員以外 9,000円）

東大阪吉田局

善福寺

近鉄東花園駅

至花園ラグビー場

近鉄奈良線

菓心庵 絹屋

お申し込みは直接スポニチプライム（TEL. 06-6578-4501）へ
お申し込みください。応募多数の場合は抽選になります。

人気のあるコンサート等、入手困難なチケットを入手できるように、
チケットぴあとゆとりーと共済が法人契約を結んでいます。

の使い方

独身者限定！この秋、
幸せをつかみましょう！

申請書はガイドブック2018のP40か
ホームページからダウンロードして
ご利用ください。

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。

まことに奇妙な句ですが、　 に入れた2文字をつなげて読むと、
俳句の夏の季語になります。それをひらがなで読んでください。

① 　 春は花も　 も乗り越えて
② 入　 は　 服をみんな脱いでから
③ 　 体なら割引します　 風機

④ 　 の家は裸でどうぞ　 見そば
⑤ 並　 道うさぎルンルン　 を振り

※お申し込み後の変更・取消・払戻・座席の変更はできません。
※お申し込み多数の場合は、抽選となります。 落選された方のみご連絡いたします。

毎月、After 5 PressをゆとりーとNEWSとともに
送付させていただいております。
After ５ Pressの公演等の詳細をご確認の上、
After ５ Pressのチケット申込書に必要事項を記入の上、
ゆとりーと共済にFAXでお申し込みください。
チケットぴあよりチケットが届き次第送付いたします。

スポニチプライム  観光庁長官登録旅行業第530号

総合旅行業務取扱管理者：西村和能
TEL. 06‐6578‐4501 FAX. 06-6578‐4510



布施ラインシネマの期間限定割引チケットはわが家では定番となっており、いつも利用させて頂いてます。 （N.Yさん）
　いつもご利用ありがとうございます。 （事務局より）

夏休み宿泊補助を利用して、今年は旅行に行きたいと思います!! （K.Nさん）
　お得に夏を楽しんでくださいね。 （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送付先住所（郵便番号を含む）
❺ご連絡先 電話番号・FAX番号 ❻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

2018年度 東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム2018年度 東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム2018年度 東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム

｢サンクス･フェスティバル｣パスポート｢サンクス･フェスティバル｣パスポート｢サンクス･フェスティバル｣パスポート
東京ディズニーランド®/東京ディズニーシー®に特別料金で
入園いただくことができ、コーポレートプログラム利用券を
併用することで、更にお得にパスポート購入ができます。

期間中は、秋の恒例スペシャルイベント
「ディズニー・ハロウィーン」も開催！（9/11より）
35周年の祭典で盛り上がる東京ディズニーリゾートを

心行くまでお楽しみください。

第１回

5,000円
一般価格 会員価格

4,000円

●価格

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
第121回定期演奏会
～歴史は語る…イタリアの響き～

福田こうへい
コンサート2018

コロッケ

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等に変更がある場合があります。

宝塚大劇場 宙組公演宝塚大劇場 宙組公演

©宝塚歌劇団

8,300円

3,500円

一般価格 会員価格

B席
A席
S席

１5時
公演

席種

5,500円
7,300円

2,800円
4,700円

チケットの発送は9月中旬ごろです。

●日程・価格

8月16日
（木）

締切
 10/13（土）

１1時
公演 各10席

8月16日
（木）

締切

10席

8月16日
（木）

締切

10席

8月30日
（木）

締切

30席

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。
※S席割引とA席割引は、25歳以下、65歳以上、
　障害のある方とその介添えの方（1名様まで）が
　対象です。公演当日各種証明書をご持参ください。

日　　時 １２月８日（土）
開演１５：00（開場14：15）

ヴェルディ
バーンスタイン
プロコフィエフ

歌劇「椿姫」より“乾杯の歌”
ミュージカル「ウエスト・サイド・ストーリー」より
組曲「ロメオとジュリエット」より

プリズムに再登場の指揮・三ツ橋敬子、ともに出光音楽賞受賞経験をもつ
小林沙羅（ソプラノ）・西村悟（テノール）を迎え、華やかにお届けします！

三ツ橋敬子（指揮）
©大杉隼平

©ai ueda

西村悟（テノール） 
©Yoshinobu Fukaya(aura)

大阪フィルハーモニー交響楽団
八尾演奏会

プリズム30周年の感謝を込めて贈る“愛”の名曲

八尾プリズムホール八尾プリズムホール

会員価格一般価格席種

A席割引 1,900円2,400円
Ａ席 2,200円3,000円

Ｓ席 3,550円4,500円
ＳＳ席 5,500円6,000円

S席割引 3,100円3,600円

一般価格
なんばグランド花月会場
4,700円

会員価格 3,400円

よしもと西梅田劇場
3,700円
2,700円

指定席予約引換券

30枚
限定

申込先着順

利用期間 平成31年1月31日まで

指　　揮 山下 一史

演　　奏 オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

場　　所 ザ・シンフォニーホール

日　　時 １０月７日（日）14：00開演 （13：00開場）

※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
※よしもと西梅田劇場は、8月27日（月）～9月21日（金）の
　期間、休演のためご利用いただけません。

曲　　目
ポンテ・ロマーノ：J.ヴァンデルロースト
バレエ組曲『シバの女王ベルキス』：レスピーギ（木村 𠮷宏 編曲）
風変わりな店：レスピーギ（小野寺 真 編曲）
交響詩『ローマの松』：レスピーギ（木村 𠮷宏 編曲）

利用方法
①ゆとりーと共済にて予約引換券（会場と枚数）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分前までに各会場の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。

よしもと

※３歳以下の入場はお断りいたします。 ※４歳以上の入場可（チケット必要）
※座席は「特別優待対象席」になります。 ※座席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。

※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。※座席は「特別優待対象席」になります。
※座席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。

福田こうへいによる握手会 開催!!

オモロすぎて腹筋崩壊！
ものまねレジェンド、降臨！

新歌舞伎座新歌舞伎座

爆笑人情時代劇！ 水戸黄門 VS 和牛十兵衛第1部

コロッケオンステージ
夏の紅白ものまね歌合戦

第2部

9月1日（土）
昼の部（11：00）

9月9日（日）
昼の部（11：30）

10月7日（日）
昼の部（11：00）

２階席 （一般価格 5,000円）
会員価格 4,000円

２階席 
（一般価格 5,000円）会員価格 4,000円

8月9日
（木）

締切

各10席
出 演 ： 野村将希、前田耕陽、山田スミ子 ほか

真心伝心 in 新歌舞伎座

特 別 公 演

力強く胸に響く魂の歌声 !元気をもらえる軽快な
トーク！真心こめて贈る劇場スペシャル版 !!

１会員様５枚まで

終演後、福田こうへいによる握手会を開催します。
当劇場で対象商品をご購入の方が対象です。

※対象商品については公演期間中劇場内で発表します。

 10/28（日）

小林沙羅（ソプラノ）
©NIPPON COLUMBIA

蓬莱本館　

豚まん・焼売作り体験とランチ

エプロン・紙帽子等はお店でご用意しますが、粉等飛ぶ場合がございますので、当日は汚れても構わない服装でご参加ください。

※１２才の小学生は小人、１８才の高校生は中人でご購入ください。

料理写真はイメージです。

日　　時 ９月２２日（土） 11：00 ～13：00

申込締切 8月20日（月）（締切日以降のキャンセルの返金はできません。)

体験内容 豚まん4個、焼売10個（お持ち帰り）

募集人数 50名（2市合わせて・申込先着順）

場　　所 蓬莱本館レストラン３階  大阪市中央区難波３-６-１

会員の同伴者
3,240円

会員・会員家族
2,000円

●参加費 小学生以上の方が対象です。

蓬莱本館で大阪名物豚まん（肉まん）と焼売作り体験企画。
おいしいランチを食べながら、蒸しあがりをまっていただきます。

　　　　　 ゆとりーと共済事務局へFAXかメールで「豚まん体験」と明記の上、
①会員番号（○○○○-○○○)、②会員氏名、③事業所名、④当日連絡先（TEL）、
⑤送付先（事業所または自宅・郵便番号を含む住所）
同伴者がいる場合は氏名と年齢もお忘れなく書いてお申込みください。
締切後（応募多数の場合は抽選）、請求書をお送りします。入金確認後チケットを
送付いたしますので、当日、チケットと会員証（会員様）をお忘れなくお持ちください。

申込方法

体験について

酢豚
エビチリ
春巻き
チャーハン
コーンスープ
サラダ
デザート

ランチメニュー

ランチも
ついて

このお値段

八尾・東大阪 
共同企画


