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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

自家製無農薬で作られた野菜は本来の香りと食感を残し
「旬野菜」の自然の味を楽しめます。 又、新鮮な

大和肉鶏のつくり、たたき、鍋などもぜひお召し上がりください。
日替わりのメニューは毎日仕入れを見ながら女将が書きます。

お昼は680円（税込）の日替わり、1,000円（税込）の定食があります。
夜は3,000円+税のコースからあります。一品料理も豊富にあります。

二階の座敷は最大35名まで利用できます。慶弔の仕出しもご注文を承ります。
材料の素材を活かした日本料理が頂けるお店です。
是非、この機会に足を運んでみてはいかがですか？

新規入会事業所様（8月） 有限会社力石紙器様  徳野運送株式会社様  日本精密株式会社様
有限会社鍵平製作所様  株式会社大宝商事様

8月1日現在  事業所数526社  会員数5,023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

自家製の野菜

大和肉鶏

日　　時 9月18日（火）開場： ＰＭ5：15  開演： ＰＭ6：15

申込方法 チケット申込書（ガイドブックP38）に必要事項を
記入し、FAXまたはメールでゆとりーと事務局
へお申し込みください。おひとり様１件（通）で
ご応募ください。

締　　切 ９月１３日（木）必着　応募多数の場合は翌日抽選。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

会　　場 ユトリート東大阪

お問い合わせ 東大阪とメキシコふれあいの会
（ＴＥＬ. 06-6724-7663（松本））

主　　催 東大阪とメキシコふれあいの会

申込方法 チケット申込書（ガイドブックP38）に
必要事項を記入し、FAXまたはメールで
ゆとりーと事務局へお申し込みください。

申込締切 ９月１１日（火）

入 場 料
20枚
なくなり次第
終了

限定

300枚
お一人様
５枚まで

限定

50枚
お一人様
2枚まで

限定

メキシコの夕べメキシコの夕べ 20182018

♪
♫

21st21st
ラテンのリズムで
ビバ！メヒコ！

応 募 先 ＦＡＸ: ０６（４３０９）２３１４　メール: yutori-to@hispa.biz-web.jp
必要事項 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共済事業についてのご意見等
❶～❹までは必須事項。記入漏れがある場合は受付不可。

一般価格 1,000円 会員価格 850円

近鉄
バスカード

図書カード
NEXT

（一般価格 2,000円）
会員価格 1,500円

●MAP

キ
リ
ト
リ

ゆとりーと共済事務局　有効期限平成30年9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.27
おすすめ

どれも材料の素材を
活かしたお料理です

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

味もボリュームも満点
です！

日本料理 山ぶき

T   E   L ０７２-９６４-６１２８

住　　所 東大阪市花園本町1丁目2-11

営業時間 昼１１時から１４時

定  休  日 木曜日

夜１７時から２２時

駐  車  場 なし

オススメの定食から
…

見事な鯛のお造りまで！

 （会員1名1回限り有効 ・ コピー不可）

お一人様ワンドリンクサービス

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。
※おひとり様１件（通）でご応募ください。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 75通　正解 42通　不正解 33通

8月号 クイズの答え■ ゆとりーとクイズ

クイズの締切日 9/13（木）  抽選日 9/14（金）

8月号 クイズ当選者 3,000円（商品券）山川 さゆり様
1,000円（図書カードNEXT）
武田 幸恵様
石﨑 恵美様

野田 和馬様
松木 悦子様

岸田 有里様橋場 千浩様
松島 美平様

夏休みの宿泊補助の申請期限は
9月14日（金）正午
必着です。

TEL. 06-4309-2301問 合 先18:00～20:00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

9月   6日（木）  経営力向上計画を創ろう
9月13日（木）  営業戦略セミナー 1日目

9月19日（水）  営業戦略セミナー 2日目
9月27日（木）  成果を出す営業会議

9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

① 前にも似たような事件が○○○○○○ゃないか
② 「ケチ」を「倹約家」と○○○○○○どもう遅い
③ お祝○○○○○○○らかに歌おう

●カードの裏面のIDとPINを入力することでWEB上での
　残額の確認が可能。パンチの穴は空きません。
●有効期限： ２０３２年１２月３１日

一般価格 4,000円 会員価格 3,500円
●４,４００円分利用可能な近鉄バスカード

参加費 無料

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 青嵐 ➡ あおあらし（せいらん）
② 浴衣 ➡ ゆかた
③ 団扇 ➡ うちわ

④ 海月 ➡ くらげ
⑤ 木耳 ➡ きくらげ

例）時代劇の低迷に伴○○○○○○○公の旅も打ち切りに
（時代劇の低迷に伴い長き御老公の旅も打ち切りに）

い な が き ご ろ う

○に歴史上の人物の名前をひらがなで入れると、意味が通った文になります。
３人の人物を漢字で答えてください。

答え：稲垣 吾郎

ご注意ください！

両カード共通

お忘れなく！
花園北小学校

近鉄河内花園駅
近鉄奈良線

パザパ花園

日本料理 山ぶき



７月のビジネスセミナーに参加してきました。 仕事にすぐに役立つ内容で参加費無料は素晴らしいです！！ （K.Mさん）
　ビジネスセミナーはほぼ毎月ありますのでご興味のあるものはぜひご参加ください。 （事務局より）夏休み宿泊補助を利用して韓国旅行へ行ってきます♪ （S.Nさん） 　お得に夏を楽しんでいただけて嬉しいです。 （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また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

●料金

出演者 ： 水谷八重子、波乃久里子、河合雪之丞、喜多村緑郎、佐藤Ｂ作、ほか。

大阪松竹座大阪松竹座

戦地で顔に大火傷を負った相続人の一人・佐清（すけきよ）が帰って来る。
それから巻き起こる、斧（よき）・琴（こと）・菊（きく）を巡る連続殺人事件！
日本ミステリー最大の人気作、大阪松竹座で衝撃の舞台化！

伸びやかな歌声に定評のある望海風斗が
ファントム役に挑むにあたり、この度の雪組公演では
新たな『ファントム』の世界をお届け致します。

犬神家の
一族

「オリゴのおかげ」
料理教室

各地の道路状況により変更になる場合がございます。目安の時間です。●行程

松阪（千力）
焼肉ランチ

11：00～12：00

ゆとりーと共済バスツアー 参加申込書　　お申込みFAX： ０７２-２２５-０１７８

ー

ー

ー

□会員 ・ 会員家族 □子ども（焼肉 ・ ハンバーグ） □一般

□会員 ・ 会員家族 □子ども（焼肉 ・ ハンバーグ） □一般

□会員 ・ 会員家族 □子ども（焼肉 ・ ハンバーグ） □一般

□会員 ・ 会員家族 □子ども（焼肉 ・ ハンバーグ） □一般

ー

ー

区分 □に✓   （子どもはメニューをお選びください。）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

〒　　　　－

東大阪市役所
20：15頃

関ドライブイン（休憩）

ジャズドリーム長島
（アウトレット）でお買い物

14：10～15：40

申込方法 下記申込書にご記入の上、FAXで
トラベルフューチャーへ
直接お申し込みください。

トラベルフューチャー　大阪府知事登録旅行業（3）-259
堺市堺区大町東2-1-27 ４階　TEL. 072-225-0177　FAX. 072-225-0178
総合旅行業務取扱管理者： 今井 圭三　この旅に関するお問合せ： 忠田 080-3132-5090

旅  行  日 1１月18日（日） 募集人数 ３5名（申込先着順） 申込締切 9月20日（木）

東大阪市役所

7:45集合
（8：00出発）

1,100円2,600円
1,950円3,700円13:30～15:00

1,950円3,700円11:30～13:00

1,950円3,700円11:30～13:10

土日祝

平日

曜日 時間帯
大人券

会員価格一般価格 会員価格一般価格

こども券
●料金 ※こども（4～12歳） ※3歳以下は無料

場　　所 大阪新阪急ホテルB１階
グルメバイキングレストラン「オリンピア」

申込締切 9月18日（火）　（チケットの発送は９月下旬予定）

利用方法 チケットに記載されている予約電話番号にご利用日
および時間帯をご予約ください。
当日チケットをお忘れなくお持ちください。

有効期間 チケットが届いた日～１2月３1日（月） ※除外日なし

申込方法 チケット申込書（ガイドブックP38）に必要事項を
記入し、FAXまたはメールでゆとりーと共済事務局へ
お申し込みください。

販売枚数 ３００枚 ※１会員５枚まで 予定枚数になり次第終了

大阪新阪急ホテル「オリンピア」グルメランチバイキング

※料理写真はイメージです

※イラストはイメージです

「オリンピア」の和・洋・中・デザートの匠（シェフ）が
織りなす食べ放題を是非、ご堪能くださいませ。

前売券

6,900円
会員 ・ 会員家族 8,500円
子ども （焼肉ランチかハンバーグランチ）

子ども （ランチなし）

一般 12,000円
5,000円

なばなの里
16：00～18：00

ベゴニア館入場・
イルミネーション)（

ゆとりーと共済
バスツアー

11/1（木） 11/3（土）
11：00～ 15：30～

11/4（日）
11：00～

席種
三等席

豚肉の梅味噌煮
鰯又は鯖のつみれ汁
大根と人参の即席漬け
オリゴ風ポテト

オリゴレモンサワー

メニュー

特別公演
坂本冬美

宝塚大劇場 雪組公演宝塚大劇場 雪組公演

©宝塚歌劇団
Photographer 野波 浩8,300円

3,500円

一般価格 会員価格

B席
A席
S席

１1時

席種

5,500円
7,300円

2,800円
4,700円

チケットの発送は10月下旬ごろです。

●日程・価格

9月20日
（木）

締切

9月18日
（火）

締切

9月10日
（月）

締切

 11/23（金）

１5時

各10席

※２５歳以下・障がい者割引チケットご購入の
　方は証明書（学生証・障がい者手帳など）を
　ご提示ください。
※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。

日　　時 ９月24日（月・休） 開演１4：00 （開場13：30）

日　　時 10月27日（土） 10:00～12:30

申込締切 9月20日（木）

協賛 ： 塩水港精糖株式会社（創業明治37年）

講　　師 足立 敦子 先生 （料理研究家）
辻クッキング阪神校の校長を経てフリーに。「魔法のレストラン」等
のフードコーディネーターをつとめられ、ＮＨＫ「きょうの料理」等の
料理番組やラジオ番組にも多数出演。

持 ち 物 エプロン、フキン２枚
（台拭き用１枚、食器用１枚）、
三角巾またはバンダナ、
筆記用具など

募集人数 30名 【9市SC全体】（最少催行 24名）
※応募多数の場合は抽選

（非会員 1,200円）会員とその家族 600円
（中学生以上の方を対象としたセミナーです）

参 加 費

申込方法 上記の申込方法と同じです。
また、同伴者がいる場合は氏名と年齢もお忘れなく書いて
お申し込みください。締切後、請求書・ご案内をお送りします。

場　　所 サンスクエア堺１階 料理実習室
（JR阪和線堺市駅より徒歩3分）
TEL. 072-222-3561
堺市堺区田出井町2-1

主　　催 （公財）八尾市文化振興事業団

昭和23年12月23日、まだ戦争の爪痕が残る東京で一人の男児が誕生する。
平和な時代を生きてほしいという思いを込めて、平（たいら）と名付けられた。

戦後、日本を生き抜いた男の一生の物語。
作＝古川 健（劇団チョコレートケーキ）  演出＝高橋 正徳

かのような私かのような私
－或いは斎藤平の一生－－或いは斎藤平の一生－

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

フレッシュ２５（２５歳以下） 1,000円1,000円

障がいのある方と
その介添えの方（１名） 3,100円3,600円

一般 3,300円4,200円

※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※座席は「夜の部特別優待対象席」になります。 
※掲載内容変更の際はご了承ください。

新歌舞伎座新歌舞伎座

恋桜 ̶いま花明かり̶第一部

坂本冬美オンステージ2018 艶歌の桜道第二部

11月4日（日）
夜の部（16：00）

11月24日（土）
夜の部（16：00）

２階席 （一般価格 7,000円）
会員価格 5,000円

（一般価格 4,000円）会員価格 1,500円

各10席

9月13日
（木）

締切

各10席

10席

泉ピン子 友情出演
昨年、五木ひろしとの共演で大好評を博した坂本冬美が、

大阪では四年ぶりとなる待望の単独座長公演！

 11/24（土）

大滝 寛 亀田 佳明

塩田 朋子

※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。

オリゴ糖の特徴・効能に
関するお話を聞いて
いただいた後、料理実習
と試食になります。

一般価格 会員価格
大人（中学生以上） 8,200円 7,300円
小人（４歳から小学生） 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
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

9月１3日（木）申込締切 上記の申込方法と同じです。申込方法

有効期限は10月1日より一年。
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10月初め頃の予定です。

50枚
限定

応募多数の場合
抽選

文学座
地域拠点契約事業
演劇公演

わたくし

なばなの里イルミネーションと
松阪牛の焼肉ランチと

ジャズドリーム長島ツアー

なばなの里イルミネーションと
松阪牛の焼肉ランチと

ジャズドリーム長島ツアー

お土産付き
（130g）

おおきにNet 9市 SC共催事業

※料理写真はイメージです


