
（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 P０６-４３０９-２３１４FAX

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

入退会・各種申請は毎月25日迄に共済へ

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

河内花園駅から徒歩10秒！
1994年から永年にわたって愛されてきた純喫茶です。

店内全席40席と広々とした温かい空間、
美味しい珈琲と共にゆっくりお過ごしいただけます。

●MAP

Vol.61
おすすめ

2022

VOL.333
8月号

シーアンドスカイ
Sea & Sky

住　　所 東大阪市花園本町1丁目1-56

●駐車場：無し
　近隣にコインパーキングあり（1日最大600円）

月～金 8:30～17:00
土・日・祝 8:30～17:30
定休日 毎週火曜日　　

T E L 072-966-5810

営業時間

会員カードの提
示で

他にもお得なセットメニューや、
昔なつかしい味の

フードメニューがたくさん♪
是非お越しください♪

豊富なドリンク、フード、デザートメニューをご用意。
昨年2021年には、関西テレビ「よ～いドン！」にてご紹介いただきました♪

たむけんさんが『喫茶店界でいちばん美味しい！』と
太鼓判を押していただいたピラフが大人気！

太鼓判付きの
ピラフです！

デザートアイス
プレゼント

フードメニュー
ご注文のお客様へ

100円
ショップ

パザパ花園

銀行 餃子

メンズ
ヘアサロン

至 若江岩田駅

至 東花園駅
近鉄奈良線  河内花園駅

シーアンドスカイ

※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 7月号 クイズの答え

02565-0139
07298-0002

07298-0001
04531-0060

06227-006006233-0035
04531-0065

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

7月号 クイズ当選者（会員番号） 3,000円（商品券）06227-0114

（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！

誰も教えてくれない銀行取引入門など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：9月9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 応募方法は通常通りです

応募総数48通  正解25通  不正解23通

●クイズの締切日 8月10日（水）

掲示板 9月よりゆとりーと共済単体でのホームページを立ち上げます。 9月号ゆとりーとNEWSでは利用方法なども掲載いたします。
またWEB申込限定企画も予定していますのでお見逃しなく！ （事務局）

ゆとりーと共済
 単独ホームページ　　 誕生！

ゆとりーと共済
 単独ホームページ　　 誕生！

●9月1４日以降のキャンセルはキャンセル料が発生します
●他の会員様にご迷惑がかかりますので絶対に集合時間に遅れないようにしてください
●バス内ではマスクの着用をお願いします。（添乗員の指示には必ず従ってください）
●交通事情により運行時間、行程時間に変更の可能性があります
●応募多数の場合は抽選になる場合があります。最小旅行人数は他市合わせて25名

企画会社：T-LIFEパートナーズ株式会社 （旧タビックスジャパン）
営業時間：平日10：30～16：30   担当者：前川
Tel：06-6271-4421   Fax：06-7220-4307
観光庁長官登録旅行業第270号
総合旅行業務取扱管理者：大原昌人

会員価格 8,000円 （最大価格）
会員家族 8,000円 （最大価格）

一般価格 10,000円

旅 行 日 9月25日（日） 集合時間 9：00

料　　金

集合・解散場所 天王寺駅

※政府による旅行全国割などの対象、値引率など詳細の発表が大幅に遅れています。 この価格
　よりお安くなる予定（4,000円）で企画しましたが明確な金額がお示しできなくなりました。
※正式な価格については、分かり次第ホームページで公開させていただきます。

他市共済合同　　 日帰りバスツアー

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

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。

旅行補助（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！

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

９月１日（木） 一般公開予定９月１日（木） 一般公開予定
ついに

ワタシの
名前を募集中！
中面を見てね

9:00発
天王寺駅

10:10 11:40 11:50 13:00
丹波篠山 自由散策 丹波篠山牛のご昼食

13:40 14:20
道の駅 京都新光悦村

※写真はイメージです

参加条件 （①②のいずれかが必須です）

応募締切 8月12日（金）

新型コロナワクチン３回接種済
出発の３日前以降に採取した体液による
PCR検査又は抗原検査の結果が陰性

1

2 HPやスマホからチケット・クイズのお申込みが可能となる予定です
WEB申込限定企画も予定しています

共済申込（チケット・クイズ）がもっと便利になります

18:30着
天王寺駅

15:00 16:30
美山かやぶきの里 （そばの花鑑賞）

丹波篠山牛の網焼きご昼食と

美山茅葺の里にてそばの花鑑賞
かや ぶき

T-LIFEパートナーズ株式会社企画

詳しい旅行条件を説明した書面と
振込用紙が届くので期日までに
ご入金してください（申込完了）

3T-LIFEパートナーズ株式会社より、
申込書が届くので必要事項を記入
してFAX又はメールで申込み

2ゆとりーと共済のホームページから
申請書を取り、必要事項を記入して
T-LIFEパートナーズ株式会社に
FAXする（仮申込）

1申込方法

行程

（途中経路は省略）

注意事項

●添乗員が同行致します
●利用するバス会社　近鉄バス

今月WEB版号外に掲載している記事は何件あるでしょう？
トップページのQRコードを読み込んでバナーを
クリックしてみてくださいね

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？

答え 5公演になりました

7月1日現在  事業所数501社  会員数4,755人

新規入会事業所様（7月）
個人会員様1名

WEB版号外 もお見逃しなく！

●一般会計収支決算報告  （令和4年3月31日現在）

科目

計 （a）

＜収入の部＞ （単位：円）

基本財産利息収入
会費収入
事業収入
市補助金収入
その他補助金収入
雑収入
再共済給付金収入

令和3年度につきましては、令和2年度に赤字を
計上したことから、各種事業や経費の見直し・簡略化を
行ったことにより黒字に転換することができました。
今年度は引き続きコスト削減を意識しながらも、
より会員様のニーズに即した、利用しやすい共済事業
運営を行ってまいります。

42,420
34,284,600

711,014
14,099,000
1,232,000
36,827

4,462,257

54,868,118

科目

計

＜繰越資金（事業運営資金）＞ （単位：円）

事業運転資金残 54,898,937

54,898,937

科目

計 （b）

＜支出の部＞ （単位：円）

給付費
再共済負担金
福利厚生費
通信運搬費
会員広報費
人件費
事務費

20,447,990
5,136,120
9,285,432
1,557,259
3,126,540
10,210,106
3,875,886

53,639,333

単年度収支 （a－b）
1,228,785

事務局より

令和3年度 ゆとりーと共済事業報告及び収支決算報告 ゆとりーと共済「令和3年度 事業報告及び決算報告」を
ご報告させて頂きます。

●事業報告 ●会員数・事業所数状況

各種保険金
勤労青少年奨学金
各種祝金 1,663

2,045件
0

227
155

内訳項目 件数 合計

退会餞別金

スポット扱いチケット
チケット
商品券 1,686

7,815件
4,049
1,573
507公演チケット

家庭常備薬斡旋
遠隔検診
一般健康診断 494

572件
0
71
7スポーツクラブ割引斡旋

公共施設利用補助
企画バスツアー
旅行宿泊補助 433

434件0
1

令和３年４月
令和４年３月

4,792
4,671

会員数
511
504

事業所数

余
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業
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事
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給
付
費
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費



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

ふるって
ご応募

ください
！

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。

10/20（木）
19：00開演
（18：30開場）

会員価格

2,950円

一般価格

4,200円

席種

全席指定

出　演 石田泰尚 ほか
シベリウス：アンダンテ・フェスティーヴォ  グリーグ：ホルベルク組曲
チャイコフスキー (松岡あさひ編曲)：白鳥の湖より「ロシアの踊り」
エヴァン・コール (酒井麻由佳編曲)：鎌倉殿の13人 メインテーマ
エヴァン・コール (酒井麻由佳編曲)：鎌倉殿の13人 スペシャルメドレー ほか

会　場 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

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

10席

10/10（月・祝）
14：00開演
（13：00開場）

会員価格

4,700円

一般価格

6,600円

席種

S席 8月16日
（火）

締切

8月16日
（火）

締切

10席

10席

各日

8月18日
（木）

締切

※未就学児のご入場は
　ご遠慮ください

会員価格一般価格

4,200円6,000円9/10（土）
17:00

9/11（日）
12:00

席種 日程

2階席

会　場 新歌舞伎座

出　演 作 井上ひさし　演出 栗山民也
貫地谷しほり　増子倭文江　熊谷真実
香寿たつき　瀬戸さおり　若村麻由美

8月10日
（水）

締切

10席

各席

会　場 宝塚大劇場
©宝塚歌劇団
Photographer/下村 一喜

雪組公演

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

10/22（土）

6,900円
一般価格 会員価格

5,500円15:00～17:00土曜、日曜、祝日
ご利用可能日

6,500円

一般価格
14:00～17:00平日
12:00～17:00土曜、日曜、祝日

会員価格

5,200円

ご利用可能日

※チケットは９月中旬発送予定

～浅田次郎作「蒼穹の昴」（講談社文庫）より～
脚本・演出/原田 諒

※未就学児のご入場はご遠慮ください
障がいのある方およびその介添えの方のご入場の際は、必ず事前に、下記に連絡してください。
プリズムホールチケットカウンター  ０７２-９２４-９９９９

8月10日
（水）

締切

会　場 八尾プリズム 小ホール

出　演 作：テネシー・ウィリアムズ  訳：小田島恒志　　
演出：高橋正徳
塩田朋子、亀田佳明、梅村綾子、池田倫太朗 ほか

ガラスの動物園
文学座公演

10席

各日

8月17日
（水）

締切

6席

各日各席

※チケットは９月中旬発送予定  ※未就学児のご入場はご遠慮ください
※Ａ･B席もありますが、Ｓ席のみのご案内です。

※未就学児のご入場はご遠慮ください

会員価格一般価格
8,750円12,500円9/23(金・祝) 開演17：00
9,450円13,500円9/24(土) 開演12：00

席種 日程

S席

会　場 オリックス劇場

出　演 森崎ウィン  Crystal Kay  
今井清隆  霧矢大夢  愛加あゆ  岡田亮
中尾ミエ / 前田美波里（Wキャスト） ほか

硬派弦楽アンサンブル

神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席ソロ・コンサートマスターの
石田泰尚がプロデュースする男性のみの弦楽アンサンブル！

ぼんぼん盆の十六日に地獄の地獄の蓋があく―

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。は使用時に料金発生です。補助券 優待券

・選定委員会で審査を行い、最優秀賞を決定します。
・同一名を複数人からご応募いただいた場合、採用された方の中から抽選で1名の方に賞金として
　百貨店商品券1万円分を進呈します。
・当選者につきましては会員番号をゆとりーとNEWS 10月号で発表させていただきます。
・審査の内容等に関するお問合せについてはお答え致しません。

会員価格一般価格

800円1,100円

券種

中・小学生
400円700円幼児（3歳以上）

1,500円2,200円大人（大学生含む）
1,700円高校生

京都市下京区観喜寺町35-1（梅小路公園内）
「京都」駅中央口より西へ徒歩約15分、または
JR山陰本線「梅小路京都西」駅より徒歩約7分

営業時間 10:00～17:00 【年中無休】

※新型コロナウイルス対策と
　お願いはHPにて確認して
　ください。
※館内の密防止の為、入場制限
　がかかる場合があります。
※チケット発送は９月中旬予定

近づくと、もっと好きになる。

1,200円

京都水族館

有効期限 10月1日（土）～2023年3月31日（金）

8月31日
（水）

締切

合計5枚
まで/月

お一人様

合計5枚
まで

お一人様

会員価格一般価格
1,400円2,000円

券種
大人（高校生/16歳以上）

700円1,000円子供（小・中学生）
400円600円幼児（3歳以上）

ニフレル
『感性にふれる』をコンセプトにした

生きているミュージアム

～まるでアートを楽しむかのように～
空間・水槽・形・音・光を通してさまざまな感性を刺激して、
心を豊かにしてくれる。ぜひ、お子様をつれて新しい発見を

©NIFREL

（日により異なるため、年間カレンダーをご確認ください）
有効期限 ９月末迄 10月からのチケットは９月中頃に入荷予定です

夏休みの思い出にご家族で

イメージ写真

石田組ツアー 2022/2023

曲  

目

ピピンブロードウェイ
ミュージカル
劇場でしか体験することのできない、観たら一生
忘れられないクライマックスを是非お見逃しなく！

頭痛肩こり樋口一葉
こまつ座 第143回公演

《八尾市文化会館 リニューアルオープンプログラム》

今も昔も変わらない「家族の問題」を描く世界的名作。

夭折の天才女流作家、樋口一葉の十九歳の
明治二十三年から一葉の死の二年後の
明治三十一年までを、一場をのぞいて、盆の

七月十六日の夕刻に展開する、樋口一葉の評伝劇。

※未就学児のご入場はご遠慮ください
※お席が離れる場合がございます。※チケット発送は９月初旬予定

会員価格一般価格
9,800円14,000円

10/10（月・祝）

11:00

10/23（日）

15:30

席種
1等席

2,800円4,000円3等席

会　場 大阪松竹座
出　演 脚本・構成 G2   演出 今井 豊茂

片岡 愛之助  今井 翼  中村 壱太郎 ほか

「貞子」が登場するホラーサスペンスの代名詞『リング』と、
『皿屋敷』を題材にした、完全新作歌舞伎が

大阪松竹座で誕生いたします。

貞子×皿屋敷

時超輪廻古井処時超輪廻古井処
ときをこえりんねのふ

るいどときをこえりんねのふ
るいど

お料理、お飲物併せて50種類以上の
フルーツアイテムが登場！

ライブ感あふれるオープンキッチンより創り出されるのは、
ジャンルを超えたインターナショナルなお料理。
昨年秋に開催し、大人気で連日満席となった

フルーツブッフェです。

上久保淳一氏 新茶の
アフタヌーンティー

新茶の鮮やかな色、芳醇な香りが
シェフの創意あふれるアフタヌーンティーとなり、
素敵な雰囲気の中お愉しみいただけます。
また、上久保氏による大和茶だけでなく、

豊富な約20種類のティーメニューの中からお好きなものを
お好きなだけお愉しみいただけます。

Flying Stag

Silk Road Dining

ゆとりーと共済の
キャラクター誕生！

会員番号 会員氏名

公式キャラクターの名前 名前をつけた理由を簡単にご記入ください

募集情報

１階   シルクロードダイニング

サマーフルーツフル
アフタヌーンブッフェ

１階   フライングスタッグ

（8/31日（水）迄　以降は内容が変わります）
ドレスコード: カジュアル

奈良で初となる世界的ブランドの高級ホテル、JWマリオット・ホテル奈良からご紹介

J Wマリオット・ホテル奈良初
登
場

限定
100名

ご利用期間　8/31（水）迄
（内容は変わりますがアフタヌーンティーは9月末まで利用可能です）

ドレスコード　スマートカジュアル
NG：サンダル、ハーフパンツ、タンクトップ

限定
100名

ご利用期間　9/25（日）迄 
ドレスコード　スマートカジュアル
NG：サンダル、ハーフパンツ、タンクトップ

●ゆとりーと共済に補助券をお申し込みください
●それぞれのご利用店にご予約を入れてください（ゆとりーと共済会員の旨を伝えてご予約ください）
　ご予約 TEL：0742-36-6000（予約・お問い合わせ受付時間：10：00～19：00）
●会計時に補助券と会員料金をお支払いください
●補助券がなければ理由を問わず一般価格となります
●有効期限が過ぎるとご使用できません
●店舗でのお支払い（ゆとりーと共済へのお支払いはありません）

ご利用方法（フライングスタッグ・シルクロードダイニング 両店共通）

応募締切 最長８月29日（月）迄

お一人様
4枚まで （なくなり次第終了）

JWマリオット・ホテル奈良
〒630-8013 奈良市三条大路1-1-1

名付け親になりませんか？

・応募はゆとりーと共済会員様に限ります。
・１人1作品の応募となります。
※専用応募用紙をご使用ください

・応募作品は、法令に基づく意匠権、商標権、著作権などの権利を有して
　いないもので、応募した本人が作成した未発表のものに限ります。
・応募用紙に【公式キャラクターの名前】と【名前をつけた理由】を簡単に
　ご記入ください。

応募規定

選考・発表

●応募方法  下記にご記入のうえ、FAX又はメールにてご応募ください。
FAX番号・Eメールアドレスは表紙下段に記載しています

●応募締切  8月31日（水）
専用応募

用紙

●募 集 要 項 「ゆとりーと共済 公式マスコットキャラクターの名前」
●キャラクター設定　東大阪市内で工場を営んでおり、ゆとりーと共済会員でもある中小企業の社長さん
●選 考 基 準　東大阪らしい名前、共済にふさわしい名前、覚えやすく親しみやすい名前
●賞　　　  金　百貨店商品券 １万円分（抽選で１名）

●留意事項 ・応募作品の著作権及びその他権利に関する問題が生じた場合や、虚偽の申込等があった作品については、
　その一切を応募者の責任とし失格とします。
・応募規定に違反したことが認められた場合、審査結果発表後でも採用を取り消し、賞金の返還を求めます。
・採用作品については、ゆとりーと共済に対して当該作品の著作権を無償譲渡することとし、その他当該作品
　に関する一切の権利についてはゆとりーと共済に帰属するものとします。
・これら規定及び留意事項については、応募を以て応募者の了承を得たこととします。


