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Ｑ1. ❶スパイダー　　理 由：スパイダーはクモ。クモを雲と言い換えると、ひまわりちゃんの
　　　　　　　　　　　　　　大好きな太陽の邪魔をする雲となる。よって、雲（クモ）が嫌い。

①クイズ申し込みの旨  ②クイズの答え  ③お好きな券  ④事業所名  ⑤会員さまご本人の氏名

クイズに正解した方の中から、抽選でお好きなペアチケット ( 華の湯・風の湯・延羽の湯・ＴＯＨＯ
シネマズ・アポロシネマ）もしくはスタバカード（1,000 円分 ) のいずれかを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 で下記の①～⑤事項を記載のうえ当事務局まで
お送りください。（12 月 17 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。

狙撃手が得意なスポーツは次の❶～❸のうち
どれでしょう？

前回の答え

第２０４回うぃんぐクイズ

１月は会費引落月です

令和 4年大相撲三月場所のご案内

令和 3 年度 第 4 期（1 月・2 月・3 月）分の会費を下記の口座振替日までにご準備
いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

◆口座振替予定日（4月・7月・10月・1月の 10日または 22日）が土日祝の場合は、
　翌平日が口座振替日となります。

会費金額はお一人様月額７００円です。

◆12月中の退会を希望される会員様は、12月 10日（金）までに退会手続きをお願い
　いたします。退会手続きがお済みでない場合は、第 4期分会費を口座振替し、
　納入いただいた会費の返還は、原則いたしませんのでご注意ください。

ご指定の銀行名

ご指定の方

ご指定の方

❶大阪南農業協同組合
❷大阪シティ信用金庫
❸りそな銀行

❹ゆうちょ銀行
❺❶～❸以外の金融機関

2022.1/11（火）が、
口座振替日となります。

2022.1/24（月）が、
口座振替日となります。

3 年ぶりにお客様をお迎えして開催される大阪場所！迫力満点の
相撲観戦はいかがですか♪

内　　容

◆観戦日　2022 年 3 月 13 日（日）

第 203 回うぃんぐクイズにご解答
いただきありがとうございました！
25 名の方からご応募いただき、
全員正解しておりました♪
おめでとうございます！今回も
ご応募お待ちしておりま～す★

申　込　方　法

※申込締切後のキャンセルおよび当日ご欠席の場合も返金できませんのでご注意ください。

◆斡旋数　3 市合計　30 名（最少催行：20 名）

◆料　金

◆場　所　エディオンアリーナ大阪
　　　　　（大阪府立体育会館）
　　　　　〒556-0011 大阪市浪速区難波中 3-4-36

注　　意

下記❶～❺をご記入のうえ、ＦＡＸまたはメールにてお申し込みください。

 ❶申込内容　❷事業所名　❸会員名　❹必要枚数　❺当選した際の連絡先

※落選した方へは連絡いたしませんのでご了承ください。

※お申し込み多数の場合は、抽選とさせて
　いただきます。

※メールアドレスにてお申し込みされた方へは、お申し込みのメールアドレスへ
　当選の連絡をさせていただきます。

椅子 S 席

斡旋料金 通常料金

6,500 円 9,000 円

席　　種

※当選者には 1 月中旬までにメールまたは
　お電話にてお知らせします。

※新型コロナウイルス感染拡大等により無観客、開催中止となる
　場合がございます。予めご了承ください。

※来場当日、検温 37.5 度以上の場合は、入場をお断りさせていただきます。

※観戦マナーをご確認のうえご観戦ください。（観客席での飲食禁止、アルコールの
　持ち込み禁止、マスク着用必須、大声での声援禁止、応援は拍手で行ってください 等）

◆申込期間　2021 年 12 月 20 日（月）まで

〈互助会事務局〉　FAX：072-950-2055 　E メール：gojokai@gc5.so-net.ne.jp

Merry Christmas

（ヒント：狙撃手を言い換えると？）

❶野  球　 ❷サッカー 　❸ゴルフ

Merry Christmas

THEATER

CASIO フェアのご案内 　　　　　ひらかたパーク
ウィンターカーニバルのご案内

TOHOシネマズチケット訳アリ斡旋販売湯快リゾート VIP TICKET について
湯快リゾートのバラエティー豊かなバイキングに、癒しの天然温泉はいかがですか？
羽曳野市勤労者互助会員様へ湯快リゾート優待券を無料で配付いたします！
この機会にぜひご利用ください♪　（配付枚数：会員お一人様につき 1 枚）

◆ご予約は湯快リゾート公式サイトまたは湯快リゾート予約センター
　（0570-550-078）に限ります。
◆他の割引クーポンとの併用、コピー利用、転売利用はできません。
◆チケット有効期限は 2022/3/31 までです。
◆土・祝前日・2021/12/29 ～ 2022/1/3 は除外日となりますので、
　ご利用いただけません。
◆金波荘を除く全館が対象施設です。

ご　注　意

★1 名様あたり 1,000 円 OFF　（グループ内中学生以上全員対象）
★連泊割引可！
12 月号うぃんぐに同封の「湯快リゾート VIP♨TICKET」裏面の必要
事項をご記入のうえ、ご宿泊先施設までご持参ください。
※チェックイン時にスタッフへチケットをお渡しください。

VIP チケット特典内容

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

夏季宿泊補助申請がまだお済みでない方は、宿泊後ご申請いただきますと宿泊補助金を給付させていただ
きます！併せてご活用ください。申請方法等の詳細については、互助会事務局までお問い合わせください。
【対　　象】令和 3年 7月 1日（木）～ 令和 4年 1月 31日（月）までの期間で一泊
【申請期限】令和 4年 2月 28日（月）

Merry Christmas

会員料金

一般料金

おとな（中学生以上） 小 学 生 キッズ（2歳～未就学児）

3,300 円 2,800 円 2,000 円
4,600 円 3,900 円 2,700 円

会員料金

一般料金

おとな（中学生以上） こども（2歳～小学生）

1,400 円 900 円
2,200 円 1,500 円

最先端の品質がチャンスプライスで勢揃い！メーカー希望小売価格より 35～ 56％OFF で
お買い求めいただけます。詳しくは同封のチラシをご覧ください♪

お問い合わせ
◆株式会社ユニオンサービス
〒457-0023　愛知県名古屋市南区芝町 189 番地　（TEL:052-824-4151）
※商品以外に関することは互助会事務局までお問い合わせください。
　（TEL:072-947-3714）

お届け予定日

お申し込み方法
うぃんぐ 12 月号に同封の「申込書」（「ＣＡＳＩＯ企画販売のご案内」の裏面）に
購入希望個数、合計金額をご記入いただき、各事業所で代表者の方がとりまとめの
うえ、株式会社ユニオンサービスへ FAX にてお申込みください。
※お客様都合による返品・キャンセルはできません。

ご注文後、約 10日～ 2週間前後に事業所へ一括でのお届けとなります。商品到着後 2週間以内に、
同封の振込用紙（コンビニ専用）にてお支払いください。
※配達日、配達時間のご指定できません。また、年末年始はお届け予定日が変更されますので、
　詳細は別紙「ＣＡＳＩＯ企画販売のご案内」をご確認ください。

◆お申し込み先：株式会社ユニオンサービス　（FAX：052-824-4152）
◆お申し込み期限：2021 年 12月 24日（金）

◆有効期限　2022 年 3 月 31 日（木）まで
フリーパス引換券付入園券

ウインターカーニバル入場券付入園券

◆斡旋枚数　40 枚（会員一人につき、4 枚までとさせていただきます。）
◆申込方法　互助会事務局までご連絡ください。 ※斡旋枚数になり次第締め切ります。

◆有効期限　2021 年 12月 18日（土）～ 2022 年 2月 27日（日）まで
◆斡旋枚数　40枚（会員一人につき、4枚までとさせていただきます。）
◆申込方法　互助会事務局までご連絡ください。 ※斡旋枚数になり次第締め切ります。

※フリーパスは「アトラクション乗り放題」です。（ご利用当日ご本人様のみ有効）
※イベントホール入館、ウインターカーニバル入場には、別途料金が必要です。

※ウインターカーニバルでは、アイススケートとスノーランドでお楽しみ
　いただけます。なお、スケート貸靴のご利用は、別途料金が必要です。

Merry Christmas

ROLL SCENE TAKE
PROD.

新型コロナウイルス等の影響により、営業時間等が変更になる場合がございます。当日の状況に
ついては TOHO シネマズへお問い合わせいただくか、TOHO シネマズ
公式ホームページにてご確認ください。

THEATER

有効期限が間近のため、通常斡旋価格よりさらにお買い得な特別価格にて販売いたします！

TOHO シネマズ チケット

購　入　方　法

◆販売枚数　12枚

◆販売期間　2021 年 12月 1日（水） ～ 2022 年 1月 31日（月）

互助会事務局にて販売いたしますので会員証ご提示のうえお買い求めください。TOHOシネマズチケット
販売窓口または、自動券売機、インターネットからご利用いただけます。インターネットご利用の際は、
チケット内の「TCチケット番号」「TCチケット暗証番号」をご入力のうえご利用ください。

ご　注　意

Merry Christmas

※在庫数については、互助会事務局までご確認ください。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。

通常斡旋価格 特別斡旋価格

1,000 円1,300 円
有効期限：2022 年 1 月 31 日（月） （通常価格：1,900 円）

WATCH

Merry Christmas


