
（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

商店街まるごと“まちごとホテル”
街まるごとホテルは客室が街に分散しているので、
チェックインした後にフロント施設の外に出て、
街（商店街）を歩いて客室に向かうのが特徴です。

●MAP

2022

VOL.332
7月号

100円引き

会員カードの提
示で

SEKAI HOTEL
布施内のカフェで

Vol.60
おすすめ

SEKAI HOTEL 布施
住　　所 東大阪市足代1-19-1

●近鉄大阪線・奈良線「布施駅」より徒歩約5分

フロント
オープン

午前10時～午後10時
（現在 金・土のみ営業）

T E L 06-6748-0750

現在28室が7棟に分散して
商店街に溶け込んでいます。 
コンセプトは地元とのふれあい
ですので、あえてお風呂はお近くの
銭湯でお願いしています。

●料金はお一人当たり
  3,000円台～7,000円台
 （お部屋によって変わります）
●チェックイン　　午後3時～午後10時
●チェックアウト　午前10時

ホテルで渡されるカードを首にかけて商店街を歩くと、
ちょっとしたサービスにも出会えるかも…そんな協力店が
どんどん増えています。 ガイドブックには絶対出てこない

Deepな大阪（布施）の暖かい人情に触れたり、
新しい発見を後押ししてくれるのがSEKAI HOTEL 布施です。

ドリンク

下町めぐりへ
レッツゴー!!

布施駅南

銀行
郵便局

コンビニ

うどん

コンビニパン

食堂

布施
戎神社

コンビニ

近鉄奈良線布施駅

た
こ
焼
き

近鉄大阪線

SEKAI HOTEL 布施

※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 6月号 クイズの答え

02519-0113
04531-0095

01429-0017
06256-0048

09214-001804531-0041
02113-0097

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

6月号 クイズ当選者（会員番号） 3,000円（商品券）00004-0001

6月1日現在  事業所数502社  会員数4,759人新規入会事業所様（6月）タケムラツール様

掲示板

７月号紙面とWEB版号外で紹介している落語
（ご招待を含む）はいくつあるでしょうか？

※ご利用方法：それぞれ窓口にて時間指定入館券に引き換えてご利用ください。
　　　　　　 この引換券での事前予約はできません。

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

（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！

リーダーのための共感マネジメントとは？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
会報誌とは違うお得情報を掲載しています

日時：8月5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 PARCO PRODUCE 「2020」

応募方法は通常通りです

応募総数65通  正解64通  不正解1通

使用期限 ２０２3年３月３１日（金）迄

大人
一般価格券種 会員価格

900円1,900円
子供 500円1,000円

こども（小・中学生）
大人（高校生以上）

有効期限

ご利用時間

7/1（金）～９/30（金）
4/1（金）～９/30（金）

月～金 10：30～19：00
16：00～閉館1時間前

土日祝    9：30～20：00

トワイライト レギュラー

1,600円 2,000円
800円 1,000円
300円 400円幼児（3歳以上）

ⒸPARAMOUNT PICTURES
AND SEGA OF
AMERICA,INC.

Ⓒ2020 Universal Studios.
ALL RIGHTS RESERVED

Ⓒ2021 Universal Studios.
All Rights Reserved.

Ⓒ尾田栄一郎/2022
「ワンピース」製作委員会

お一人様
5枚まで/月

常設
チケット
取扱中

アポロ・ルシアスビル
4階にある映画館

営業状況はアポロシネマのホームページにてご確認ください

夏休みラインナップ 大きなスクリーンで見よう！夏休みラインナップ 大きなスクリーンで見よう！

7月1日（金）～9月30日（金）期間中お一人様１泊のみ申請可能です。旅行期間

旅行補助 申請用紙綴りP１２ 夏休み旅行補助申請書に必要事項を記入して
本人名義の領収書（本人名義の領収書がない場合は領収書と宿泊証明書）を
添えて申請してください。

（宿泊補助）

宿泊を伴う旅行をされた場合、会員１泊に限り３,０００円補助します！

7/15 公開予定 7/29 公開予定 8/6 公開予定 8/19 公開予定

海遊館 公式HP　 https://www.kaiyukan.com/

海遊館

お申し込み時には必ず券種（トワイライトかレギュラー）を記入してください
営業時間は、必ず事前に公式HPなどでご確認ください。

の入館引換券が
2種類になりました

お願い 毎年多くの申請がありますので、可能な限り事業所で
取りまとめてからご郵送をお願いいたします。

期間中 毎月25日締 翌月末支払い　　最終申請日は１０月２５日（火）到着分まで

※除外日あり：
8/11～16はご利用できません。

会
員
価
格

人気ロックバンドのONE OK ROCKも出演予定の野外イベント掲載！（事務局）Web版７月号

●クイズの締切日 7月11日（月）

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

※未就学児童のご入場はご遠慮ください
※チケットは８月上旬発送予定

7月7日
（木）

締切

10席

10席

会員価格一般価格

5,500円7,800円
8/13（土）
１5：３０開演
（１4：４５開場）

※チケットは８月下旬発送予定

※未就学児童のご入場はご遠慮ください
※都合により、演奏曲目、演奏曲順が変更になる場合があります

会員価格一般価格
8,400円12,000円

9/24（土）
11:00

9/19（月・祝）
15:30

席種

S席

会員価格一般価格
2,450円3,500円

8/28（日）
15:00開演（14:15開場）

席種
指定席

席種
1等席

会　場 サンケイホールブリーゼ

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。

7月12日
（火）

締切

10席

7月14日
（木）

締切

会　場 東大阪市文化創造館 大ホール

内　容 G.ロッシーニ  アルジェのイタリア女 序曲
F.ショパン  ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
　　　　　 ピアノ：森本隼太
L.v.ベートーヴェン  交響曲第7番 イ長調 作品92

出　演 指揮：藤岡幸夫 （関西フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者）
ソリスト：森本隼太 （ピアノ）
管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団

会　場 大阪松竹座
出　演 紅ゆずる、三田村邦彦、内場勝則、松島庄汰、江口直彌

松永玲子、末成映薫 （他）

関西フィルハーモニー
管弦楽団特別演奏会

※未就学児童のご入場はご遠慮ください

会員価格一般価格
2,000円2,800円14:00開演（13:20開場）

9/11（日）

会　　場 京都文化博物館 ６F和室

席　　種 全自由席・畳席/入場整理番号付

演者・演目 笑福亭松喬：「崇徳院」「泥棒和尚」「禁酒関所」
前座/笑福亭喬路

クミコ コンサート2022クミコ コンサート2022
わが麗しき歌物語 Vol.5

愛しかない時

わが麗しき歌物語 Vol.5
愛しかない時

元宝塚歌劇団トップスターで、
最強のコメディエンヌ紅ゆずると、

関西ゆかりのメンバーが送るハートフルコメディー♪

～浪花探偵狂騒曲～

●お申込みは専用申込書に限ります
　（配送地域と一緒にHPにアップします）
●締日：７月７日（木）迄　
●抽選の場合の当選者は、7月８日午後にHPにて発表予定。

※配送料の高騰で１尾の取扱いはありません。

特定原材料等：小麦・大豆
賞味期限：約30日（冷蔵保存）

笑福亭松喬
独演会

会員価格一般価格席種
8,500円12,100円S席

9/17（土）
13：00

10席 7月20日
（水）

締切

7月20日
（水）

締切

会　場 大阪四季劇場

撮影：阿部章仁

～劇団四季のオペラ座の怪人は凄いらしい。～

※ゆとりーと共済の補助による割引です ※公演当日2歳以下のお子様ご入場不可です

劇団四季が贈る迫力と魂に満ちた最高峰のミュージカル
最高難度の楽曲を圧倒的な歌唱力で歌い上げます

感動は劇場でしか味わえない！

7月11日
（月）

締切

10席

各席
会　場 宝塚大劇場

©宝塚歌劇団

©佐藤浩

宙組公演

8,800円

3,500円

一般価格

B席
A席
S席

11:00

席種

5,500円

会員価格
6,200円

2,500円
3,900円

9/10（土）

※チケットは８月上旬
　発送予定

原作・著作・構想/HI-AX
脚本・演出/野口 幸作

作・演出/藤井 大介

京都文博 噺の会 Vol.21

コロナウイルスの状況によって営業時間の変更及び臨時休業・
入場制限を行う場合があります。詳しくは関西サイクルスポーツ
センターのホームページ（http://www.kcsc.or.jp/）で

※３歳未満のお子様は無料。※他施設利用の際、別途料金が必要です。

一般価格券種
●料金

●営業時間

会員価格
おとな（中学生以上） 1,100円1,600円
小学生 700円1,000円
幼児（3歳以上） 550円800円

（入場＋プール）

パーク
プール

10：00～17：00

9月3日（土）

10：00～16：30
10：00～17：00

7月15日（金）

10：00～16：30
9：30～17：30

7月16日～8月31日・
9月4日（日）

9：30～17：00

関西サイクルスポーツセンター
ファミリープール 合計

5枚/月

お一人様

10枚まで
 /シーズン

9：00～21：00 （最終入場時間 20:00）予定時　　間

7月1日（金）～8月31日（水） 予定期　　間

夏季特別料金のご案内夏季特別料金のご案内
会員価格一般価格券種

大人 300円500円
小人（4歳～中学生） 150円250円

東大阪アリーナプール東大阪アリーナプール

●ご利用時間２時間まで
●水泳大会等のため利用できない日があります。ご注意ください。
●チケットの払い戻しはお受けできません。
●ご利用前には必ず東大阪アリーナのホームページで
　コロナ対策や利用法をご確認の上ご利用願います。

一般価格大人
（中学生以上）

小学生

幼児
（２歳以上）

会員価格
一般価格
会員価格
一般価格
会員価格

ジャンボ海水プール
入場券補助券 ワイドパスポート

5,900円
6,800円

4,300円
5,100円

2,300円
2,900円

3,000円
3,800円

2,100円
2,800円

1,000円
1,500円

ナガシマ
スパーランド
ナガシマ
スパーランド

期　　間 7月9日（土）～9月26日（月）

補助券に記入してある項目に
チェックをしてご利用ください。

●遊園地の入場
●海水プール入場

●遊園地の入場
●海水プール入場
●乗り物乗り放題

有効期間 7月16日（土）～9月4日（日）

住　　所 大阪府枚方市枚方公園町1‐1 プール営業時間 10：00～16：00

申込締切 ７月29日（金）

一般価格券種
大人 2,600円

会員価格
1,800円

小人 1,500円 1,000円

●入園＆ザ・ブーン入場券

夏シーズンチケット

※期間中休園日：
　７/21（木）・7/28（木）・９/1（木）
※他特典との併用不可 
※スライダーの一部は有料

※入場者多数の場合は入場制限がかかる場合があります。HPでご確認ください。

ひらパーの“ザ・ブーン” 

写真はイメージです

近鉄百貨店上本町店 江戸川
鹿児島県産有頭うなぎ蒲焼
（2尾・3尾）

近鉄百貨店上本町店 江戸川
鹿児島県産有頭うなぎ蒲焼
（2尾・3尾）

たれ30ml×2・山椒×4付
5,600円（送料別）

一般価格 会員価格

4,200円（送料込み）2尾

8,400円（送料別） 6,300円（送料込み）3尾
たれ30ml×3・山椒×6付

お一人様
どちらか

1セットのみ受付

限定
各40セット

今年の土用の丑の日は今年の土用の丑の日は
7月23日（土）と
8月4日（木）
7月23日（土）と
8月4日（木）

ご利用にはご利用日のご予約が必要です。
詳細は、ひらかたパーク公式ＷＥＢサイトでご確認ください。注意点

ジャンボ海水プール

「銀巴里」から４０年…
デビュー４０周年記念コンサート

東大阪市文化創造館開館3周年記念

6席

各日

申込締切 プール付き入園券　７月29日（金）

有効期間 7月15日（金）～8月31日（水）・９月3日（土）・4日（日）
定休日：７月19日（火）
新型コロナウイルス流行拡大により、営業状況が変更になる場合あり

プール利用にはアソビュー！
での予約（無料）が必要です

ＱＲコードからご予約ください


