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互助会事務局からのお知らせ

庵野秀明展
HIDEAKI ANNO EXHIBITION

■展覧会名

■会　　期

■料　　金 ■申込期間

■お問合せ

■共　　催

■会　　場

■閉館時間

2022. 4/16（土）～ 6/19（日）
※ 4/18（月）、5/9（月）は休館日です。

火曜日～金曜日　10：00～ 20：00
月曜日、　土曜日、　日曜日、　祝日　10：00～ 18：00
（入館は閉館の 30分前）

あべのハルカス美術館（あべのハルカス 16 階）

あべのハルカス美術館、朝日新聞社、読売テレビ

あべのハルカス美術館　TEL：06-4399-9050

2/1（火）～ 2/28（月）迄

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催内容の変更や入場制限を
　行う場合があります。最新の情報は美術館 HPをご確認ください。

一般 （前売） 1,700円 1,200円

（単位：円）

通常価格 斡旋価格券 種

■注　　意

※申込締切後のキャンセルはできませんのでご注意ください。

■申込方法

※当選者には 3月中旬までにメールまたは
　お電話にてお知らせします。

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

※お申込みが多数の
　場合は抽選とさせ
　ていただきます。

総監督を務めた最新作「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が、興行収入 100 億円を超える大ヒットと
なった庵野秀明。本展は、アニメーター時代に参加した過去作品や、監督、プロデューサーとして活躍
する最新の仕事までを網羅し創作活動の秘密に迫ります。自身の原点となった「アニメ」「特撮」作品の
貴重な原画やミニチュアなどをはじめ、アマチュア時代から現代までの直筆の膨大なメモやイラスト、
独自の映像作りに欠かせない脚本、設定、イメージスケッチ、絵コンテ、レイアウト、原画から
ミニチュアセットに至るまで多彩な制作資料を余すところなく展示する世界初の展覧会です。

内　　容

あべのハルカス美術館 チケットのご案内あべのハルカス美術館 チケットのご案内

斡旋枚数 

30 枚
斡旋枚数 

30 枚

※写真は東京会場の様子です。
　大阪会場の展示作品とは
　一致しない場合があります。
提供：庵野秀明展実行委員会

第２０６回うぃんぐクイズ

互助会事務局からのお知らせ

Ａ、Ｂ、Ｃの３種類の本があります。この３種類の

本の中で一番評判がよく面白い本がＣだそうです。

でも本屋に寄るお客たちは必ずＡの本を買って

いきます。いったいなぜでしょう？

Q１

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

2022 年 1 月より羽曳野市勤労者互助会のメールアドレスを変更いたしました。クイズや斡旋
販売等のお申込み、お問い合わせ等のご連絡は下記の新メールアドレスまでお願いいたします。

前回の答え

Q１. ② 家が代々栄えるように Q２. ② 明治時代 Q３.② お屠蘇（おとそ）

クイズに全問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・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。（2 月 18 日（火）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。

令和 3 年 7 月 1 日～令和 4 年 1 月 31 日までの期間にご宿泊された会員様（および同居の
ご家族）へ 1 泊まで宿泊補助金を給付いたします。申請期限は、令和 4 年 2 月 28 日必着
となりますので、まだ申請がお済みでない会員様は期限までにご申請ください。
※添付書類として、宿泊者氏名、宿泊人数、宿泊日がわかるもの（宿泊証明書、領収明細書等）を
　申請書と併せて必ず添付してください（コピー可）。

■夏季宿泊補助申請はお済ですか？

■延羽の湯（入浴券・薬石汗蒸房券）取り扱い終了のお知らせ

■羽曳野市勤労者互助会メールアドレス変更のお知らせ

延羽の湯が回数券販売方法を変更したことに伴い、互助会事務局
でのチケット斡旋を終了することといたしました。在庫がなくなり
次第、販売終了といたしますのでご入用の方はお早めにご購入
ください。

（旧） gojokai@gc5.so-net.ne.jp （新） gojokai@habikino-wing.net

入浴券：89枚入浴券：89枚
薬石汗蒸房券：36枚薬石汗蒸房券：36枚

在 庫 数在 庫 数

※1/24（月）現在※1/24（月）現在

第 206 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！
30名の方からご応募いただき 15名
正解しておりました♪おめでとうござ
います！今回もたくさんのご応募
お待ちしておりま～す★

第 206 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！
30名の方からご応募いただき 15名
正解しておりました♪おめでとうござ
います！今回もたくさんのご応募
お待ちしておりま～す★

全国有名店ラーメン販売のご案内

常備薬斡旋販売のご案内

Osaka Shion Wind Orchestra

TOHOシネマズ 訳アリチケット斡旋販売のご案内

ⓒai ueda

健康管理の一助として、家庭常備薬を斡旋販売いたします。是非ご活用ください！

行列店、話題のお店、有名グルメ雑誌掲載店等のラーメンが 35 品集まっております！
お好きなラーメンをぜひお買い求めください♪ 

第 141 回定期演奏会のご案内

■公 演 名

■料　　金

■申込期限

■申込方法

〈会　場〉ザ・シンフォニーホール 〈出　演〉指　揮：山下 一史　ソプラノ：佐藤 瞳
吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra〈プログラム〉

L.S. アラルコン：インヴォカシオン～「エル・プエルト」を元にして
J.M. スティーヴンソン：交響曲 第 2 弾「ヴォイセズ」
A. ボス：サウンド・アスリープ
J. バーンズ：交響的葬送曲（交響曲 第 7 番）　作品 135

Osaka Shion Wind Orchestra
第 141 回定期演奏会

■公 演 日

※就学前のお子様はご入場できません。

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

※お申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。当選者には2月上旬までにご連絡させていただきます。

4,500円
通常価格 斡旋価格券 種

3,600円
5,000円
4,000円

S 席

A席
10枚
斡旋枚数

10枚

※メールにてお申込みいただきました方へは、 お申込みいただいたメールアドレスへ当選のご連絡を
　させていただきます。落選した方へのご連絡はいたしません。

2022. 3/26（土）

2/18（金）迄

13 ： 00 開場
14 ： 00 開演

※本公演は座席の間隔を空けて配席されておりますので、
　複数枚お申し込みの場合はお席が離れる場合がございます。

※やむを得ぬ事情により、 出演者、 曲目等に変更がある場合が
　あります。

Osaka Shion Wind Orchestra
第 141 回定期演奏会のご案内全国有名店ラーメン販売のご案内

常備薬斡旋販売のご案内 TOHOシネマズ 訳アリチケット斡旋販売のご案内

■お届け日

■お問合せ

■申込期限

■申込方法

■支払方法

■お届け日

■お問合せ

■申込期限

■申込方法

■支払方法

〈株式会社アーテム〉
〒544ｰ0015　大阪市生野区巽南 5-5-13（TEL：06ｰ6795ｰ7255）
※商品の過不足・取扱い等のお問い合わせ先となります。
※商品に関すること以外のお問い合わせは互助会事務局まで（TEL：072ｰ947ｰ3714）

商品到着後、同封の振込用紙にて郵便局またはコンビニエンスストアで
必ず 1 週間以内にお支払いください。 ※手数料はかかりません。

3 月中旬 頃を予定しております。 

うぃんぐ2月号に同封の「申込書」（「家庭用常備薬等のご案内」の裏面）をご記入後、
各事業所ごとに「家庭用常備薬等 斡旋申込取りまとめ書」を作成いただき、互助会
事務局までお申込みください。
※お申込は、郵送または事務局窓口までご持参くださいますようお願いいたします。
※「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。

〈株式会社ユニオンサービス〉
〒457ｰ0023　名古屋市南区芝町 189 番地　（TEL：052ｰ824ｰ4151）
※商品に関すること以外のお問い合わせは互助会事務局まで（TEL：072ｰ947ｰ3714）

事業所毎に商品到着後 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。

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。
※配達日、配達時間のご指定はできません。

※お客様都合による返品・キャンセルはできません。また、ご注文数に限らず
　送料はかかりませんが、事業所でまとめて、一括でご注文いただきますよう
　お願いいたします。

うぃんぐ 2月号に同封の「申込書」（「全国有名店ラーメン販売のご案内」の裏面）に
希望個数、合計金額をご記入のうえ各事業所で代表者の方がとりまとめて、株式会社
ユニオンサービスへＦＡＸにてお申込みください。（ＦＡＸ：０５２ー８２１ー８３３１）

3/25（金）迄　 株式会社ユニオンサービス 必着

2/25（金）迄　 互助会事務局 必着

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。

有効期限が間近のため通常よりさらにお買い得な特別価格にて販売いたします！

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。

※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。

■販売期間

■ご 注 意

■購入方法

2022. 2/1（火）～ 2/28（月）

■料　　金

1,000円

通常斡旋価格 特別斡旋価格券　種

1,300円TOHO シネマズ TC チケット
（通常価格 1,900円）【有効期限：2022.2/28（月）】

※購入後の返品はできませんのでご注意ください。

在 庫 数在 庫 数

9 枚9 枚
※1/24 （月） 現在※1/24 （月） 現在

【配布枚数：「常備薬等 斡旋申込取りまとめ書」事業所に１部、「常備薬等のご案内」会員お一人様に 1部】

【配付枚数：事業所に 1 部】

RamenRamen

medicinemedicine※事業所へ個別包装で
　納品いたします。
※事業所へ個別包装で
　納品いたします。


