
クイズに正解した方の中から抽選でお好きな映画券 ( アポロシネマ・TOHOシネマズ ) のチケットをペアで
３名の方にプレゼントします。応募方法は、ハガキ又はＦＡＸ、E-mail で下記４つの事項を記載のうえ
当事務局までお送りください。 （２月２１日 ( 金 ) 到着分まで有効）なお、当選者の発表はプレゼントの発送を
もってかえさせていただきます。   ①クイズの答え   ②お好きな映画券   ③事業所名   ④会員さまご本人の氏名

第 1８2回　うぃんぐクイズ

3 月 28 日（土）
開演 17：00

すばるイブニングコンサート
『神原雅治　ピアノ・リサイタル』

ホールM３月１日（日）
開演 15：30

前回の答え：日進月歩

NHK アニソンフェスティバル in 羽曳野

１F
レストラン

声優朗読劇 VORLESEN フォアレーゼン
～ヴェルサイユ騒動記～

 3 月 13 日（金）
 開演 10：30
　　  13：30

2019 年度さやか名画座
第 6回「そらのレストラン」

大ホール

小ホール

６００円
（当日２００円増）
※お土産つき

一般　1,000 円
（当日 200 円 up）
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無料（事前応募）
※応募者多数の場合は抽選

S 席　5,000 円
A席　4,000 円

（全席指定・税込）

2 月 29 日（土）
開演 15：00

Q
「母」 から 「ハハ」 になりました。

それはなぜでしょうか？

お年玉プレゼント企画！！
勤労者互助会より少し遅めの

クイズに答えて、 豪華ランチチケット ・ ディナーチケットを GET しよう！

あべのハルカス 57F 『レストラン ZK ランチチケット』 と 19F 『レストラン COOKA ディナーチケット』 を

それぞれ２名１組をプレゼントいたします♪詳細は、 下記を確認のうえご応募ください♪

場　　　所　大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43

利用期限　2020 年 4 月 30 日 （木） まで

申込期限　2020 年 2 月 14 日 （金） まで

申込方法　互助会事務局まで下記記載事項を

　　　　　　　ご記入のうえ FAX またはメールにてお申込みください

記載事項　①会員氏名　　②事業所名

　　　　　　　③ご希望のレストラン （ZK か COOKA）

　　　　　　　④電話番号　⑤クイズの回答

問題　2019 年 7 月 6 日の 第 43 回 世界遺産委員会で正式に世界文化遺産に
　　　　登録された 堺市、 羽曳野市、 藤井寺にある 45 件 49 基 の古墳群の総称を
　　　　なんというでしょう？空白を埋めてください。

・

登場していただける事業所を募集しています！

ご興味をお持ちの方は、勤労者互助会事務局まで

お問合せください！

『事業所紹介コーナー』に

1

９

KANA-BOON

ゴスペラーズ

日時：6月 7日（日） 18:00 ～
会場：NHK 大阪ホール
料金：4,500 円（全席指定）

日時：5月 27 日（水）18：30 ～
　　　7月 25 日（日）17：00 ～　
会場：フェスティバルホール
料金：7,000 円（全席指定）

２月２１日
　 （金）

２月２１日
　 （金）

島津　亜矢　特別公演
新歌舞伎座新開場 10 周年記念

日　時　　２０２０年 ４月　５日（日）１１時開演

　　　　　２０２０年 ４月１１日（土）１６時開演

座　席　　２階席

申　込　　互助会事務局までご連絡ください

　　　　　TEL　０７２－９４７－３７１４

締　切　　２０２０年２月２０日（木）まで

６,０００円 ５,０００円料　金 ➡
互助会員価格

歌も芝居も存分に！圧倒的歌唱力を誇る”歌怪獣”、４年ぶり待望の座長公演

★申込方法　　各事業所ごとに『あっせん申込とりまとめ書』を作成のうえ申込書と合せて互助会事務局に提出してください。

　　　　　　　※申込書の事業所名・お名前・合計金額欄は、必ずご記入ください。

★申込締切日　互助会事務局へ　２月 20 日（木）必着　

★現品配布　　３月中旬頃予定

★支払方法　　納品時に、業者より振込用紙と申込書原紙を返却しますので直接下記業者にお振込みください。

　　　　　　　( 振込用紙はコンビニエンスストア・郵便局にてご利用いただけます。手数料は業者負担です。)

　　　　　　　※商品の過不足、不良品などのお問い合わせは下記の業者に直接ご連絡ください。　

★取扱業者　〒535-0002　　大阪市旭区大宮 4-18-18

　　　　　　　大日商事株式会社　「羽曳野市勤労者互助会担当」

　　　　　　　・商品の事故等 ( 破損又は過不足 )　070-6553-3851

　　　　　　　・商品についてのご相談　　　　     06-6952-7015

家庭常備薬の斡旋

《チケットについて》
・チケットの転売はご遠慮ください。
・購入の際は会員証をご提示ください。
・チケットは売り切れの場合がございます。
・チケットには一部、枚数制限がございます。

《給付申請について》
・申請書の提出は記入漏れや押印忘れがないように
   お願い致します。
・添付書類は事由により異なります。
・給付には１～２ヶ月期間を要する場合がございます。
・事由発生日より、１年以内が申請期限となっております。

皆様の健康管理の一助として、特別価格で家庭用常備薬の斡旋をいたします。

       互助会ニュースと一緒に配布しております申込用紙に記入のうえ、事務局までお申込下さい。

ー勤労者互助会よりお願いー

羽曳野市勤労者互助会斡旋チケット一覧

チケット 斡旋価格 通常価格 上限枚数

アポロシネマ映画観賞券

TOHOシネマ映画観賞券

華の湯  入浴券（中学生以上）

風の湯  入浴券（中学生以上）

クリーンピア 21(ﾌﾟｰﾙ券 )
　　  （高校生以上）

コスパ施設利用券（16 歳以上）

ジェフグルメカード
（５００円券×２枚）
VJA ギフトカード
（１，０００円券）

　延羽の湯
（中学生以上）

入浴券

  薬石汗蒸房
（石サウナ券）

海遊館
入場券

大人（高校生以上
または 16 歳以上）

子供（小・中学生）

幼児（４歳以上）

９００円

９５０円

９５０円

５００円 ６８０円

７００円

５００円

３００円

７００円

７００円

８５０円

８５０円

４５０円 ６００円

６００円

５４０円

１,３００円

１,０３０円 ３,２４０円

２,３００円

１,２００円

１,５００円

１,９００円 １回１０枚まで

１回１０枚まで

１回１０枚まで

１回１０枚まで

  １回１０枚まで
（各区分合計枚数）

１回１１枚まで

１回１１枚まで

１回１１枚まで

１回１１枚まで

ひと月１０組まで

ひと月１０枚まで

１,９００円

１,０００円

１,０００円


