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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
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10月号

新規入会事業所様（9月） 株式会社グローリー様  経営支援センター株式会社様  共栄合金鋳造株式会社様  
田口製作所様  株式会社メイコー様  真正工業株式会社様

9月1日現在  事業所数527社  会員数5,033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

開催期間 11月１７日（土）～12月21日（金） 購入方法 下記のボランティア・市民活動センターほかで
協力券（1,000円/枚）をご購入し、ご利用ください。
（協力券販売期間９月１８日（火）～１１月３０日（金））

お問合せ 社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター
TEL：06-6789-5550　FAX：06-6789-2924

鑑賞作品 「ビブリア古書堂の事件手帖」「スマホを落としただけなのに」
「あいあい傘」「オズランド笑顔の魔法おしえます」
「ポリス・ストーリーＲＥＢＯＲＮ」「散り椿」「億男」「来る」

場　　所 布施ラインシネマ

●詳細は社協のホームページをご覧ください。 http://www.heartnet-hoshakyo.org/

約150種類の焼きたてのパンを取り揃えている
地元で長年愛されている街のパン屋さん。スペイン製の
大きな石窯で焼いたパンは、外はパリッと中はしっとり。
噛みしめるほどおいしさがあふれます。 素材にこだわり、
無添加で安心安全。「できるだけ安全なパンを食べたい」
  という妊婦さんやお子様を持つご家族を中心に、
  幅広い層にご利用いただいているお店です。

スペイン製の大きな
石窯です！

素材にこだわった…

安全でおいしいパンが並びます！

映画鑑賞で楽しいひと時を過ごしませんか？ 収益金はボランティア基金に積み立てて、ボランティア活動の振興に活用します。

第12回東大阪市ボランティア基金
チャリティー事業 チャリティーシネマフェスティバル

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会

ゆとりーと共済が発行いたしましたレクリエーション施設の補助券がオークションサイトにて転売
されていることが８月中旬に発覚いたしました。このような転売や譲渡が続くと、会員様へチケット
等のご提供ができなくなるばかりでなく、共済事業全体の運営に多大な支障を来すことになります。
よって、購入されたチケット等の転売・譲渡は固く禁止いたします。また、今回の事態を受け、発券
手続きを以下のように変更いたします。
①窓口でご購入の場合
●本人確認のため、必ず会員証の提示をお願いいたします。
●発券時の時間短縮のため、事前にガイドブックのチケット申込書（P38）にてご来所予定日時、
　ご購入チケット等をお申し付けください。
②常時取扱チケットの販売枚数制限
常時取り扱いチケット等の販売枚数についても右記の通り枚数制限を設けます。
会員のみなさまには、ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

転売防止

共済会費の納入については、現在4行（りそな銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・大阪シティ信用
金庫）で口座引き落としをご利用いただいておりますが、利便性向上のため、来年４月を目途に他
のすべての金融機関でも無料で口座振替をご利用いただけるようになります。
つきましてはシステムの変更に伴い、１１月に全事業所に「口座振替依頼書」をご送付しますので、
提出をお願いいたします。詳細は「口座振替依頼書」に同封いたします「手続きのご案内」をご覧く
ださい。また、引き落とし日が基本２６日になります。
お手数をお掛けいたしますがご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

共済会費の納入について

ＮＥＷＳに同封しております、薬のお申し込み用紙は全
会員様分がございません。
お申し込み用紙はゆとりーと共済のＨＰからでもダウン
ロードできます。
また、個人宅にも発送ができるようになっております。
詳細は薬のお申し込み用紙をご覧ください。

常備薬のお知らせ

９月末に事業撤退いたしました。このことに伴い、ゆとりーと共済でのチケットの取り扱いは９月
末日をもって終了いたしました。

オービィ大阪

15枚/月コスパ
5枚/月風の湯
5枚/月延羽の湯
10月よりチケット名

布施ラインシネマ 5枚/月通年
春夏冬

10枚/夏アリーナプール 5枚/月通年
夏期

5枚/月関西サイクルスポーツセンター

5枚/月湯快リゾート
5枚/月みさき公園（アトラクションカード除く）

5枚/月ナガシマスパーランド

5枚/シーズン

5枚/月ボウリングヒット
5枚/年東京ディズニーリゾート

5枚/月海遊館
5枚/月ニフレル

場　　所 ユトリート東大阪
お問い合せ先 06-6721-6000

日　　時 10月28日（日） 10:30～15:00

ゆとりー人秋まつり
（と）（と）

「貯められる人になる！ らくらく資産形成術」の講演会、
ダンスコンサート、出店、各種展示、お楽しみ抽選会など、

今年も盛りだくさんの企画をしていますので、
ぜひお越しください。 駐車場はございませんので、

公共交通機関をご利用ください。

●MAP

キ
リ
ト
リ

ゆとりーと共済事務局　有効期限平成30年10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.28
おすすめ

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

地元で長年愛されて
います！

サフラン

T   E   L ０７２-９８８-３５１８

住　　所 東大阪市昭和町1-3

オクトステージビル１階

営業時間 ７：３０～２０：００

定  休  日 木曜日

駐  車  場 無し

 （会員1名1回限り有効 ・ コピー不可）

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

答え

応募総数 123通　正解 114通　不正解 9通

9月号 クイズの答え■ ゆとりーとクイズ

クイズの締切日 10/12（金）

9月号 クイズ当選者 3,000円（商品券） 梅田 要様
1,000円（図書カードNEXT）
金井 永浩様
北井 佳美様

川上 竜二様
平田 芳枝様

矢野 敬祐様仲本 由紀様
鹿田 奈那様

TEL. 06-4309-2301問 合 先18:00～20:00
（10/25のみ10:00～12:00）

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

10月11日（木）  職場で使える！ “アンガーマネジメント”セミナー
10月18日（木）  やる気を引き出す組織づくりセミナー
10月23日（火）  いい人材を引き寄せる求人術
10月25日（木）  あなたもできる！ IoTで売上増と工場効率化

10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

参加費
無料

① 沖田 総司 （前にも似たような事件が起きたそうじゃないか）
② 井伊 直弼 （「ケチ」を「倹約家」と言いなおすけどもう遅い）
③ 伊能 忠敬 （お祝いの歌だ高らかに歌おう）

1,000円以上お買い上げの方に塩パン1つプレゼント

ひらめき ＆ 謎解きクイズです。
紫蘇の上から銅鑼の音がするなら、
味噌の間からは、どんな音がするでしょう？

近鉄瓢箪山駅近鉄奈良線
パチンコ

フレスコ

瓢箪山局

コンビニ

サンドラッグ

サフラン



夏休みの宿泊補助を利用して湯快リゾートに宿泊しました。 あったかギフト券も割引購入できるし、宿泊先で会員カードを見せると割引も
あって大変お得でした。 （S.Mさん）　 夏休みの思い出づくりのお手伝いができて私どもも嬉しいです。 （事務局より）

図書カードを会員価格で購入できるのは嬉しいです♫ 読書好きの母へプレゼントにしようと思います（^_^） （N.Yさん）
　 お母様も喜んでいただけると嬉しいです。 （事務局より）

締切日以降のキャンセル、払い戻し等はできません。
すべてのチケットの転売、第三者への譲渡等は禁止
されています。

ガイドブック（P.38）またはHPに掲載のチケット申込書に必要事項
をご記入のうえ、ゆとりーと共済事務局までFAXまたはメールにて。
応募多数の場合は抽選になります。
当選のお知らせはチケットの発送をもって代えさせて頂きます。

申込
方法 ご注意各種

Ticket

～星たち～

エストレージャス

関西サイクルスポーツセンター
レッツ!! コギコギ!! エクササイズ!!

区分 10：10 11：00 13：00 13：40 15：40 18：30
12/8（土）・1/1（祝） ○ ○

○ ○

○ ○
○ ○

○ ○ ○

木 休演日（但し1月3日（木）は開演）
※但し、12月12日（水）、12月31日（月）、1月9日（水）、2月20日（水）は休演

金
土（1/12まで）
土（1/19から）
日・祝日・1/2・1/3

月・火・水※

●自由席入場料金

公演期間 平成30年12月8日（土）～平成31年3月11日（月）

利用方法 チケットが届きましたら、ご希望日にご使用ください。
自由席のため日時指定ができません。
（満席の場合は次回以降のご入場とさせていただく
場合がございます。）

最終締切 平成31年２月２８日（木）

公演場所 大阪市北区大深町１番２５
大阪駅前うめきたグランフロント西 特設会場

あの、世界を感動させた木下大サーカスがさらに進化して
２０年ぶりに大阪駅前に大上陸！！ 夢と勇気と感動と…。
熱き挑戦者たちの奇跡のステージ。スーパーミラクルイリュージョン。
魔法の赤い大テントの中で夢と笑いとスリルに
満ちた豪華ステージを楽しみませんか？

11/3（土）

10：30～

11/8（木）

16：30～
席種
一等席

京都 南座京都 南座

出演

※第1部、第2部の演目の入替はありません。
※段等の詳細は国立文楽劇場のHPをご覧ください。 https://www.ntj.jac.go.jp※未就学児のご入場はご遠慮ください。

「蘆屋道満大内鑑」
（あしやどうまんおおうちかがみ）
親と子の恩愛を悲しく描く
「桂川連理柵」
（かつらがわれんりのしがらみ）
親子ほども年の違う男女の
心中事件

「鶊山姫捨松」
（ひばりやまひめすてのまつ）
雪責めに耐える中将姫の運命は
「女殺油地獄」
（おんなころしあぶらのじごく）
近松門左衛門の異色の作
主人公はなぜ油屋の女房殺しにいたるのか

文楽11 月 公演
国立文楽劇場国立文楽劇場

第
１
部 

午
前
11
時
開
演

第
2
部 

午
後
4
時
開
演

一般価格 会員価格

11/10（土）

11/18（日）
第１部/第2部

券種

6,000円 4,300円

※現地でこどもＢからこどもAに変更の場合、
　変更料800円が必要となります。
※特別イベント等、一部ご利用いただけない
　ものがございます。

4,500円 3,200円

4,200円 3,000円

3,400円 2,400円

おとな （中学生以上）

3,700円 2,600円シルバー （60歳以上）

こどもA （３歳～小学生）

会員価格一般価格
券種・料金

2,900円 2,000円おとな
1,900円 1,300円こども （３歳から中学生）

●公演時間

会員価格一般価格券種

2,800円 1,900円

2,500円 1,500円

1,700円 1,000円

2,000円 1,500円

会員価格一般価格

入場券＋フリーパス

身長110cm以上

入場券＋フリーパス＋ＢＢＱ
（～11/30（金）まで）

こどもB （３歳～小学生）
身長110cm未満

蘆屋道満大内鑑 女殺油地獄

※料理写真はイメージです。

●料金（税サ込の価格）利用日 ： 土・日・祝日

利用日 ： 平日・土・日・祝日

大人券
（中学生以上）
一般価格

大人券
（中学生以上）
会員価格

※小学生以下のお子様が同行される場合は、小学生3,000円・幼児（4歳以上）
　2,000円を現地でお支払いください。3歳以下のお子様は無料です。
＊クリスマス期間追加料金　 大人：1,000円
　　　　　　　　　　　　　小学生・幼児:500円
※ドリンク特典は、おおきにＮetチケット限定です。（大人のみ1ドリンク付）

4,000円5,800円

利用時間帯（各90分制）内容（券種）

1部 12:00～13:30
2部 14:00～15:30
3部 17:00～18:30
4部 19:00～20:30

ウィークエンド
ビュッフェ

（ドリンク特典あり）

家族や仲間と楽しみたい週末ビュッフェの極上グルメが集結！
肉・寿司・スイーツなど最強ラインナップで

ボリューム、スタミナも満点！！ 優雅なひとときをお過ごしください。
（季節により内容は変わります。詳しくはホテルホームページまたは店舗にてご確認ください）

（※除外日有 ※クリスマス期間は別途追加料金が必要）

300枚 ※予定数になり次第終了販  売  数

大阪市中央区城見1-4-1「ホテルニューオータニ大阪」１階場　　所

２０１8年１１月３日（土・祝）～２０１9年３月３１日（日）の
土・日・祝日限定 （除外日： 2018/12/30～2019/1/1）
（クリスマス期間（12/15 ・16 ・ 22 ・ 23 ・ 24）は別途追加料金（＊）が必要）

利用期間

● 事前に“おおきにNetチケット有り”の旨をお伝えいただきご予約ください。
　（お子様のご利用がある場合はその旨もお伝えください）
　TEL. 06-6920-7360 （オールデイダイニング「SATSUKI」 直通）
　ホテルのホームページをご利用の場合、要望欄に記載してください。

前売券
締切１０月１６日（火）

※写真はイメージです。

※乾杯スパークリングワインはソフトドリンクに変更が可能です。当日、レストラン
　のスタッフにお伝えください。
※お子様券のお取り扱いはございません。お子様がご利用される際は、ホテルに
　直接お問い合わせください。

●料金（税サ込の価格）

大人券
一般価格

大人券
会員価格

4,500円6,893円

利用時間帯
（各90分制）

内容（券種）

11:30～14:00
（12:30 最終入店）

ランチブッフェ
（乾杯スパークリング

ワイン付）

曜日

目の前でお作りする、パスタのライブステーションや、
前菜、ピッツァやデザートに加え、土日祝日には

カービング料理などをブッフェスタイルでご用意いたします。
華麗な芸術が息づくトスカーナ地方の別荘を彷彿させる空間で

優雅なランチタイムをお楽しみください。

300枚 ※予定数になり次第終了販  売  数

大阪市北区梅田2-5-25「ザ・リッツ・カールトン大阪」１階場　　所

２０１8年１１月1日（木）～２０１9年３月３１日（日）
（除外日：12/14～12/25、12/31～2019/1/3、特別催事日）

利用期間

● 事前に“おおきにNetチケット有り”の旨をお伝えいただきご予約ください。
　（お子様のご利用がある場合はその旨もお伝えください）
　TEL. 06-6343-7020 （レストラン予約）
　ホテルのホームページをご利用の場合、要望欄に記載してください。

前売券
締切１０月１６日（火）

平日

5,500円8,259円11:30～14:00
（12:30 最終入店）

ホリデイ
ブランチブッフェ
（乾杯スパークリング

ワイン付）
土・日・祝

20年ぶりの

大阪駅前
公演

２歳以下のお子様は膝の上でご観覧ください。

なくなり次第終了

1会員様 
5枚まで

10/7（日）と11/18（日）は
ノルディックウォーキング講習会

宝塚大劇場 星組公演宝塚大劇場 星組公演

©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

席種

5,500円
7,300円

2,800円
4,700円

チケットの発送は12月中旬です。

10月22日
（月）

締切

10月22日
（月）

締切

 1/3（木）

１5時

各10席

各100枚

営業時間 平　日 ： 10：00～17：00
土日祝 ：  9：30～17：30
（季節により変動有）

定 休 日 火曜日

H　　P http://kcsc.or.jp/

公 演 日 １２月２０日（木）
19：00 開演

会　　場 ザ・シンフォニーホール

上演予定曲目 ●Ｊ.S.バッハ（グノー編曲）、シューベルト、
　カッチーニ／三大アヴェ・マリア
●Ｊ.S.バッハ／Ｇ線上のアリア
●ヴィヴァルディ／「四季」より“冬”
●パッヘルベル／カノン  他 （曲目は変更になる場合があります。）

出演予定 マリーナ・トレグボヴィッチ（ソプラノ）
ヴェラ・チェカノヴァ（ソプラノ）
サンクトペテルブルグ室内合奏団
（歌手はいずれか１名の出演になります。）

（一般価格 4,500円）会員価格 3,000円

（一般価格 25,000円）会員価格 17,500円
10月10日
（水）

締切

各4席

10月11日
（木）

締切

各5席

南座発祥四百年 京の年中行事

南座発祥四百年、新開場記念！師走の訪れを告げる「まねき」とともに
「吉例顔見世興行」が南座に帰ってきます！

 1/20（日） 松本幸四郎 改め 二代目松本白鸚
市川染五郎 改め 十代目松本幸四郎
松本金太郎 改め 八代目市川染五郎

坂田藤十郎　
片岡仁左衛門ほか

吉例顔見世興行
當る亥歳

東西合同大歌舞伎

イベント

豊かな弦のハーモニーと幻想的なハープの響き、
透き通ったソプラノの歌声が聖夜を彩る。
バロックの傑作をはじめとした名曲の数々を、

心を込めてお届けします。

サンクトペテルブルグ室内合奏団

日・祝日は
キャラクターショーを開催予定

10席
全席指定


