
（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

来客用駐車スペースには限りがございます。 お車でのご来所はご遠慮いただき、公共交通機関をご利用ください。駐車場

yutori-to@hispa.biz-web.jpE-mail

https://hispa.h-osaka.jp/111.phpH P

入退会・各種申請は毎月25日迄に共済へ

０６-４３０９-２３１４FAX

０６-４３０９-２３１５TEL
全福センター
加盟

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

お得な情報満載！ご家族みんなでお読みくださいお得な情報満載！ご家族みんなでお読みください

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

まごころ料理 はっさく
住　　所 東大阪市長堂2-16-9

●駐車場 なし

営業時間 お弁当販売
11:30～13:00 日祝日休み
ランチ
11:30～13:30 土日祝日休み

T E L 06-6789-7577

両店とも味自慢のお弁当は550～750円が大人気です
お弁当は売切れた時点で販売終了ですので

早めに買いに行くのがオススメ！ 電話予約も出来ますよ

●MAP

2022

VOL.331
6月号

100円引き

会員カードの提
示で

どれでもお弁当

但し、お一人様１ケ
限定

Vol.59
おすすめ

めん処 こむぎ
住　　所 東大阪市長堂2-15-11

●駐車場 なし

営業時間 お昼
11:00～14:00 木 休み
（お弁当は木・日・祝日 休み）
夜
17：30～22:00 木 休み

T E L 06-6783-2688

絶品人気メニュー

カレーうどん・

各種うどん定食あり

絶品人気メニュー

Bランチ
ステーキ・エビフライ

付きランチ( ）

お弁当は売り切れ御
免

お早めに！

●コロナの影響で営業時間など変わる可能性があります

長堂1丁目
布施柳通

布施柳通南

長堂2丁目北

長栄寺西

柳通西

柳通東

信用
組合

ドラッグ
ストア

至 近鉄布施駅
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銀行

クリニック
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はっさく

こむぎ

※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。

1,000円（図書カードNEXT）

■ ゆとりーとクイズ 5月号 クイズの答え

04531-0023
06233-0019

06305-0065
02325-0002

71007-000106227-0258
02552-0007

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。

クイズの
応募方法

5月号 クイズ当選者（会員番号） 3,000円（商品券）02304-0003

5月1日現在  事業所数503社  会員数4,688人新規入会事業所様（5月）個人会員様

掲示板

６月のＷＥＢ版号外で紹介している
高橋一生さんの一人舞台のタイトルは何でしょう

サービス提供先にて代金のお支払いをせずに利用された会員様がいるとの報告が事務局に入ってきております。サービス提供先様及び
他の会員様にご迷惑の及ぶ行為は慎んでいただくようお願いいたします。 （事務局）

中国では5月5日に邪気を払う浴蘭節という風習があったと
いわれています。菖蒲は葉がするどく剣のような形をしている
ことから昔から厄を払う力があると信じられていました。

（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構からのお知らせ

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

YouTube限定公開(申込者のみ)無料の動画配信！

展示会を１0倍活用する方法など１2セミナー
お申込後に視聴専用URLをお送りします。

クリックするだけで視聴可能！ 右のＱＲコードから資料をチェック
詳しくはＨＰにてゆとりーと寄席

ホームページの号外バナーをクリックすると
会報誌とは違う限定情報を掲載しています

日時：7月8日（金） 18：30～
場所：ユトリート東大阪（八戸ノ里）無料ご招待20名様

WEB版
号外

答え 2. 邪気払いになるから

応募方法は通常通りです

当日予約は14：00迄

限定
300枚

WEB版も応募してね

東大阪ブランド
で御社の製品をもっと輝かせませんか？

東大阪で生まれた優れた製品を「東大阪ブランド製品」として市長が認定する制度です。
認定された製品は、東大阪ブランド公式サイトやSNS、冊子、市役所での展示等で
情報発信しており企業の価値向上や販路開拓にお役立て頂きます。

認定申請・審査方法などの詳しい内容は公式サイトからも確認頂けます。申込締切 令和4年6月30日（木）必着

新規製品募集中!!

6月1日（水）～9月14日（水）
17：00～22：00  2時間制
（料理・ドリンク提供は21：30迄）

日　　時

必要枚数（お一人様４枚まで）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 3,000円料　　金

近鉄百貨店 上本町店（屋上）場　　所

ご予約・お問合せ（11：00～19：00）　TEL.0120-858-100補助券
対応 予約制

※天候不良日は営業中止
※休業日は百貨店休業日に準じます
※共済では、大人以外の券種の取扱いはありません
※本券は現金のみお支払いに限ります

※KIPSポイント付与除外です
※他の優待との併用はできません
※コロナウイルス感染拡大等により営業時間が
　変更になる場合があります

お一人様4枚まで
なくなり次第終了( ）屋上アサヒ屋上アサヒ

ビアガーデンビアガーデン

祝・復活！！

応募総数74通  正解74通  不正解0通

パワーアップして
帰ってきました

ご
注
意

●クイズの締切日 6月10日（金）

WEB版号外 もお見逃しなく！



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。

申請用紙綴りP14 またはHPに掲載のチケット申込書に必要事項を記載
して、FAXまたはメールに添付してゆとりーと共済事務局にお送りください。
一部（公演）を除いてご返信は致しておりません。

申込
方法 ご注意

イベント参加時のマスク着用・各施設で設定されている新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください。

個別表示がない場合公演チケットは一公演につき、お一人様４枚までとさせていただきます。 抽選結果はHPで発表

会　　場 NHK大阪ホール

演目予定 「海賊」第２幕より花園の場
「ジゼル」よりパ・ド・ドゥ
「ゴパック」 「瀕死の白鳥」 ほか

※未就学児の入場はご遠慮ください ※チケット発送は７月末頃の予定です

※未就学児童のご入場はご遠慮願います ※チケットの発送は７月初旬になります

6月13日
（月）

締切

6月13日
（月）

締切

10席

10席

10席

夏だ！エレキだ！ベンチャーズだ！！

ベンチャーズベンチャーズベンチャーズ
ジャパン・ツアー2022ジャパン・ツアー2022ジャパン・ツアー2022

会員価格一般価格

4,700円6,600円
8/7（日）

１４：３０開演
（１３：４５開場）※3歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください。

※演奏は特別録音音源を使用いたします。
※演目・出演者は変更になる場合があります。

会員価格一般価格
5,300円7,500円

7/23（土）
12:30

席種

指定席

席種
全席指定

会員価格一般価格（当日券）
800円1,300円

7/30（土）
11:00開演 （10:30開場）

席種
指定席

会　場 東大阪市文化創造館  Dream House大ホール

常設チケットも含めて振込手数料はご負担をお願いします。は店舗に は共済へのお支払です。前売券優待券

6月15日
（水）

締切

6月15日
（水）

締切

6月16日
（木）

締切

会　場 八尾プリズム 大ホール
出　演 ドリーン・アイヴィ（ピアノ）

美好家肇（河内音頭）
山本真一郎（ゴスペルソロ）
公募によるゴスペルクワイア 他

河内ゴスペル河内ゴスペル

♪♪

♫♫

♫♫

♪♪
パワフルステージ

in プリズム
パワフルステージ

in プリズム

10席

各日

10席

各日

6月20日
（月）

締切会員価格一般価格

4,500円6,500円7/30（土）
16:00

7/31（日）
11:00

席種 日程
B席

（3階）

会　場 新歌舞伎座

往年のヒット曲満載の演歌から、最新のロック＆
ポップスまで劇場版特別セットリストでお届け。

氷川きよしコンサート2022 in 新歌舞伎座第二部

※７月中頃チケット発送予定 ※お席が離れる場合があります

https://youtu.be/AhrTyHUQckQ

以下URL・QR
コードにアクセス
してご覧ください。

6席

各日

会員価格一般価格
6,800円13,000円11:00

席種 9/17（土）
15:30

9/25（日）
一等席

会　場 京都四条南座
出　演 中村獅童・初音ミク 他
演　目 一  超歌舞伎のみかた

二  萬代春歌舞伎踊
三  永遠花誉功

（お一人様4枚まで）

限定
100枚

（お一人様4枚まで）

限定
100枚

会　場 梅田芸術劇場メインホール

出　演 エンジニア：市村正親・駒田 一・伊礼彼方・東山義久
キム：高畑充希・昆 夏美・屋比久知奈
クリス：小野田龍之介・海宝直人・チョ・サンウン

※未就学児童のご入場はご遠慮願います

会員価格一般価格

10,500円15,000円
9/9（金）
18:00

市村・高畑・小野田

9/18（日）
12:00

東山・屋比久・小野田

席種

S席

場　　所 大阪マリオット都ホテル19F ライブキッチンCOOKA

申込期間 最長６月２０日（月）迄 （但し、１００枚売切れた時点で販売終了）

時　　間 　平日  17：00～22：00  （LO  21：30）
土日祝  17：00～・19：30～ （１２０分制）

ご利用期間 ７月１日（金）～８月３１日（水）の平日ディナー

ご利用方法 共済に前売券をお申し込みください1

利用当日に前売券を店舗でお渡しください3

COOKAにゆとりーと共済会員と告げてご予約してください2

通常価格 7,800円 会員価格 5,800円料　　金

一般価格 会員価格
3,400円4,800円

お一人様
5枚まで

利用期間 7月１日～9月３０日迄
（年間４回に分けて募集します。）

※お盆特別興行期間、各種キャンペーン対象公演、
　貸切公演はご使用できません。

利用方法 申込は通常チケットと同じです。

指定席予約引換券 よしもと

なんばグランド花月
2,600円3,800円よしもと衹園花月

会場

©YOSHIMOTO KOGYO
※イメージです

公演の３０分前までにチケット売場で指定入場券と引換ください。
時間を過ぎるとキャンセルになりますのでご注意ください。

FANYチケット（0570-029-987）へ観劇日と
時間の予約をし、予約番号をチケットに記入してください。

6月14日
（火）

締切

ケイト・シモンの舞踏会
～時間旅行でボンジュール～

第一部
作・演出 堤泰之

氷川きよしが18世紀のフランスに
タイムスリップ!?

氷川きよし特別公演

4人のメンバーがハイポテンシャルなライブ・パフォーマンスで
魅力的なサウンドは未だ衰え知らず！

ベンチャーズサウンドで夏を迎えましょう～

『レ・ミゼラブル』のクリエイティブ・チームが手がける第２弾の作品
音楽、スケール、魂を揺さぶる感動、

どれをとっても「伝説」として語り継がれる作品は、
『ミス・サイゴン』をおいて他にありません。

初めてバレエを観る方から
バレエファンの皆さまにも大好評の

ガラコンサート！

来日60周年記念

全国百貨店共通
商品券

申込締切 6月13日（月）迄  発送は事業所限定

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 4,500円

お一人様
１セット限り

5枚
１セット

限定
300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。

八尾の「河内音頭」とアメリカの「ゴスペル」を融合させたオリジナル曲を披露します

八尾市文化会館リニューアルオープニングイベント

●３００セットを越えると抽選になります
●抽選結果は発送をもって代えさせて
　いただきます

ライブキッチンよりお届けする出来立ての料理の数々は、
お酒に合う前菜やCOOKAスタイルのバーベキューメニューを多数ご用意！
週末はキッズコーナーを設けることによりご家族連れで楽しめます

SUMMER TICKET

今年の夏は夜景を楽しみながら
ほろ酔い気分

※土日祝でのご利用は、店舗でお一人様につき
　500円の追加料金をお支払いください

～ピーチ・マンゴー・メロン～～ピーチ・マンゴー・メロン～

S A T S U K I  L O U N G E

場　　所 ホテルニューオータニ大阪１F  ティー＆カクテル（サツキラウンジ）

開催期間 7月1日（金）～8月31日（水）

※食材の入荷状況でテーマの一部が変更する場合もあります

申込期限 最長6月30日（木）迄 （但し、限定数に達した時点で受付終了）

ご利用方法 ◆申請書綴りP14を利用してお申し込みください
◆事前にゆとりーと共済を伝えて予約してください （受付時間10：00～20：00） お昼時はご遠慮ください
　ホテルニューオータニ大阪 サツキラウンジ  TEL：06-6949-3276（直通） 
◆店舗で優待券と代金をお支払いください （優待券がなければ理由を問わず一般料金となります）

時　　間 11：30～　12：00～　12：30～
13：00～　13：30～　14：00～ （各90分間）

6,000円
一般価格

大人 （平日）
会員価格
4,500円

6,500円大人 （土・日・祝） 5,000円

料金

サツキラウンジ　スーパースイーツビュッフェ２０２２

超人気のスイーツビュッフェ 今回のテーマは“ピーチ・マンゴー・メロン”
ホテル自慢のサンドウィッチやパスタ、サラダなどのお食事も充実。

優雅なひとときをお過ごしください

写真はイメージです

優待券
ゆとりーと共済に
お申込ください
これがなければ一般料金に

なります

前売券

大阪マリオット都ホテル
COOKA 歌舞伎俳優の中村獅童と、バーチャルシンガー

初音ミクがコラボした奇跡の舞台

過去公演の様子

・ 前売券となりますので、追加料金以外はゆとりーと共済へのお支払いです
・ ご利用当日に前売券をお持ちでなければ一般料金となります
・ ご利用期間内で予約が取れなかった場合は、9月30日（金）迄の1か月間に限りＺＫ、ＢＡＲ+、
  ＬＯＵＮＧＥ+、Ｍ-Ｂoutiqueにて６,５００円金券として利用可能です （但し、釣銭は出ません）
・ 返品及び返金は受け付けできません

注意事項


