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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
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11月号

ゆ と り ー と 共 済 事 務 局 か ら

上映開始日 平成30年12月28日（金）より 全国ロードショー 最終締切 平成31年1月18日（金） 無くなり次第終了

申込方法 内面の右上をご参照ください。

作品紹介 監督：前田　哲　
脚本：橋本裕志
原作：渡辺一史 「こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち」（文春文庫刊）
　　  大宅壮一ノンフィクション賞＆講談社ノンフィクション賞ダブル受賞。読み継がれる名作を映画化。
出演：大泉　洋、高畑充希、三浦春馬 ほか

作品概要 車イスの人生を、愛のままに、ワガママに生きた実在の人物・鹿野靖明と、
彼を支えたボランティア・家族たちの＜笑いと涙＞の愛しき実話。
大泉 洋＆高畑充希＆三浦春馬が初共演。
オール北海道ロケで贈る、笑って泣ける最高の感動作！

ご購入（注文）される方はもちろん、その先に
お渡しされる方の笑顔・リアクションが楽しみだとオーナー。
サプライズなプレゼントに写真ケーキ・写真クッキーは
インパクト大！！ 見た目にもカラフルな絵柄を楽しめます。

東大阪ビューセレクションには、様々なポーズのトライ君をはじめ
東大阪の魅力が盛りだくさん。 ご家族のお誕生日・お祝い・記念日・
会社の祝い事・引き出物に最適！！ チーズ風味のクッキーは
バター１００％なので奥深い濃厚な味わいがあります。

贈る方、贈られる方
を笑顔にします！

写真ケーキに写真クッキー…

インパクトあります！

洋菓子もあります！

トライくんクッキー

東大阪ビューセレクション

利便性向上のため、来年4月よりすべての銀行をご利用いただける
よう新たにシステムを導入します。全事業所様に「口座振替依頼書」を
ご送付いたしますので、11月末日までにご提出してください。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

口座振替依頼書について

来年の手帳は12月中旬発送予定です。
ゆとりーと手帳

モノづくりの総合支援拠点クリエイション・コア東大阪南館
にあるクリエイターズプラザは、多目的ホール２室、研修室
３室（内１室はパソコンルームとして使用可）の全５室などを
備えた貸出スペースです。
中小企業の振興と育成を目的に、研修、
会議、講演会、セミナー、展示会等に
お気軽にご利用ください。

ビ ジ ネ ス セ ミ ナ ー か ら ク リ エ イ タ ー ズ プ ラ ザ 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

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

11月   8日（木）  ランチェスターの法則から学ぶ 小が大に勝つ経営の形
11月16日（金）  決断力のリーダーシップ
11月21日（水）  できる社員をつくる報連相セミナー

11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

新規入会事業所様（10月） オバタ金属工業株式会社様  株式会社デンコープラス様
三和樹脂有限会社様  株式会社大可伸線所様

10月1日現在  事業所数529社  会員数4,969人

詳しくはホームページ
http://www.c-plaza.org/
をご覧ください

レオマフレンドクラブ会員様限定２０１８ウインターキャンペーン特別
ご優待券１００枚（１枚につき５名様まで利用可）を先着順でプレゼント
いたします。
ご利用期間　 2018/10/27～2019/3/3

こんな夜更けにバナナかよこんな夜更けにバナナかよ
よ ふ 愛しき実話

©2018映画
「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」
製作委員会

映画鑑賞券あっ旋
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ゆとりーと共済事務局　有効期限平成30年11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.29
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

東大阪のおみやげに
最適！

菓子房 きぬた

T   E   L ０6-6785-7763

住　　所 東大阪市小阪本町2-11-2

営業時間 10：0０～19：００

定  休  日 月・火曜日

駐  車  場 無し

E -ma i l eeyan@e-mail.jp

 （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

応募総数 90通　正解 86通　不正解 4通

10月号 クイズの答え■ ゆとりーとクイズ

クイズの締切日 11/14（水）

10月号 クイズ当選者 3,000円（商品券） 谷 智幸様
1,000円（図書カードNEXT）
山形 陽子様
髙見 法孝様

植田 智子様
寺田 健一様

奥田 昌平様近藤 荘一様
瀬戸 邦康様

音階の「ドレミファソラシド」では「シ」「ソ」の上にそれぞれ
「ド」「ラ」があり、「ミ」「ソ」の間に「ファ」があります。

1,000円以上お買い上げの方にトライくんクッキー1つプレゼント

ご優待券プレゼント

次の数字はある規則に従って並んでいます。
（？）に入る数字はなんでしょう。

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？

答え ファ
0　10　1110　3110　（？）　13123110　23124110

一般価格 1,800円 （前売価格 1,400円）会員価格 800円

HPに最新情報が
掲載されています。
ご確認をお願いします。
劇場情報のＵＲＬ

http://bananakayo.jp/

上映映画館について

50枚
お一人様5枚
まで

光泉寺

セブン
イレブン

小阪動物
病院

至河内小阪駅

至俊徳道駅

菱屋西

宝持西上小阪1丁目

菓子房 きぬた



表紙で紹介されたパン屋さんが職場から近いので行ってみようと思います。 （E.Yさん）
　 紹介したお店をご利用していただけると嬉しいです。 （事務局より）

先日「蓬莱」さんの手作り豚まんの体験に行かせていただきました。 おみやげもあり大満足でした。 （C.Iさん）
　 手作り豚まんの体験は大変人気でした。 （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

くるみ割り人形

天童よしみ五木ひろし

初春歌合戦

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 創立95周年

大栗裕 生誕100年記念
特別演奏会

※曲目は変更になる場合がございます。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※演奏は特別録音音源を使用
※公演予定時間：約2時間30分（休憩含む）

※3歳以下入場不可 ※4歳以上有料

指揮：秋山 和慶

場　　所 あましんアルカイックホール

日　　時 １2月6日（木） 19：00開演

場　　所 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール

日　　時 12月23日（日） 14：00～

出　　演 ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
（芸術監督：アンドリアン・ファジェーエフ）

プログラム 「くるみ割り人形」全3幕
作曲：Ｐ.チャイコフスキー
振付：Ｖ.ワイノーネン

曲　　目 【オール大栗裕プログラム】
● 吹奏楽のための小狂詩曲 ● 仮面幻想
● 吹奏楽のための神話
　～天の岩屋戸の物語による
● ピカタカムイとオキクルミ
　（ソプラノ：四方 典子/語り：大槻 温子）
● 吹奏楽のための大阪俗謡による幻想曲

※未就学児のご入場はご遠慮ください。 ※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

日本人が愛した歌第一部

オリジナル・ヒット・パレード ～歌は永遠の翼～第二部

1月12日（土）
昼の部（11：00）

2月3日（日）
昼の部（12：00）

２階席 （一般価格 7,000円）
会員価格 5,500円

各10席

新歌舞伎座開場60周年記念
特別企画

昭和から平成を彩る数々の名曲、
たっぷり聴かせる歌づくし

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

サンクトペテルブルグ・
アカデミー・バレエ

ロシア国立

～レオニード・ヤコブソン記念～

10席

10席 11月15日
（木）

締切

11月20日
（火）

締切

公 演 日 １２月２2日（土） 14:00開演

会　　場 ザ・シンフォニーホール

上演予定曲目 ●ニニ・ロッソ：夜空のトランペット
●ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
●クリスマスソング  ほか
（曲目は変更になる場合があります。）

出演予定 トランペット：ブランドン・ライデナワー
ピアノ：ジェレミー・ジョーダン

（一般価格 3,800円）会員価格 2,800円

美しいトランペットの音色が
  澄んだ冬空に鳴り響く。

11月15日
（木）

締切

11月15日
（木）

締切
10席
全席指定

10席
全席指定

12,500円
一般価格 会員価格

10,000円 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。

梅田芸術劇場梅田芸術劇場

場　　所 梅田芸術劇場
シアター ・ ドラマシティ

公 演 日 12月22日（土） 18：00開演

レベッカの死に隠された謎の真相とは?!
この館には、常に彼女の影がある… 私の愛は、ただあなただけのもの―

私の憤りが、いつか世界を変える―山口祐一郎・大塚千弘・石川 禅・吉野圭吾・今 拓哉・
tekkan・KENTARO・出雲 綾・森 公美子・涼風真世 花總まり・昆 夏美・古川雄大・吉原光夫・

佐藤隆紀・駒田 一・彩吹真央・坂元健児・彩乃かなみ

ミュージカル

レベッカ
ミュージカル

マリー・
アントワネット

11月20日
（火）

締切

7,500円
一般価格 会員価格

5,800円S席
5,000円 3,500円A席

券種

5,000円
一般価格

B席
券種 会員価格

3,700円

S席
券種

5,000円
一般価格 会員価格

4,000円

※未就学児のご入場は
　ご遠慮ください。

場　　所 梅田芸術劇場メインホール

公 演 日 1月12日（土） 17：00開演
10席 11月20日

（火）

締切

3 こども商品券2 KFCカード1 全国百貨店共通商品券

募集枚数 ３００枚 有効期限 平成31年3月３１日まで  除外日12月22日（土）～25日（火）・12月29日（土）～1月3日（木）

申込方法 右上をご参照ください。 申込締切 11月15日（木） なくなり次第終了

申込方法 右上をご参照ください。

申込締切 １１月１４日（水）

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
一般価格 会員価格

2,800円

4,700円 3,500円

●ご利用方法は補助券の裏面に記載しております。

ウィークデーランチ
（平日のみ）

ＺＫランチ（平日）

5,300円 4,000円ＺＫランチ（土日祝）

3,800円 2,800円光

4,700円 3,500円

一般価格 会員価格

2,500円

虹

大人

1,600円 1,200円小学生

800円 600円幼児

3,800円 2,800円大人

1,900円 1,400円小学生

800円幼児 600円

有効期限 最大２年
（店頭で利用又はチャージで２年間へ更新）

全国のおもちゃ屋さん、百貨店、量販店等で
おもちゃやこども服、ベビー用品の購入等に
ご利用いただけます。

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。

※おつりは出ません ※１０円単位で利用できます。

一般価格 3,000円
会員価格 2,400円

お一人様
１枚限り

限定
１００枚

一般価格 5,000円 （1,000円×5枚）
会員価格 4,000円

お一人様
１セット限り

5枚
１セット

限定
3００セット

※おつりは出ません

一般価格 5,000円 （500円×10枚）
会員価格 4,000円

お一人様
2セット限り

10枚
１セット

限定
15０セット

全国百貨店共通
商品券

¥1,000

イラストはイメージです 全国のケンタッキーフライドチキンの店頭で
ご利用いただけるプリペイドカードです。（一部
特殊店舗除く）チャージすることで繰り返しご
利用いただけます。３,０００円ご利用いただける
状態でお渡しします。

いつもよりセット数を
増やしております。

お一人様
5枚まで

商品券


