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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。（5 月 20 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。

パソコンのキーボードの一つが壊れてし

まい、作業ができなくなってしまいまし

た。さて、どのキーボードが壊れたので

しょうか？

第２０９回うぃんぐクイズ

～ 前回の答え ～

Q１.
第 208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、
29 名の方が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★?

令和 4 年度の事業予定

2022 年にヨドコウ桜スタジアムで開催されるセレッソ大阪主催試合の
チケットを販売いたします！詳細は下記のとおりとなりますので、
ご入用の方はぜひお申し込みくださ～い♪

セレッソ大阪 チケットのご案内

20 枚（4 試合合計）

5月 25日（水）必着

下記①～⑤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。
①申込内容　②事業所名　③会員名　④必要枚数　⑤納品後の連絡先

※当選者には 6 月中旬頃にメールまたはお電話にてお知らせします。申し込み締め
　切り後のキャンセルおよび購入後の返品はできません。

※メールにてお申し込みいただいた方へは、お申し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。

席　　種 標準価格 斡旋価格

ホームバック指定席 SS（大人）
ホームバック指定席 S（大人）
ホームバック自由席 A（大人）
ホームバック自由席 B（大人）

4,500 円

4,000 円

3,000 円

2,500 円

3,500 円
3,000 円
2,000 円
1,500 円

チケット取扱試合

お一人様 5 枚まで

申し込み多数の場合は抽選

【FAX 番号】072-950-2055　【E メール】gojokai@habikino-wing.net

チケット内容

斡旋枚数

申込方法★
★

★

★

申込期限

7月 2日（土）

7月 10日（日）

7月 30日（土）

8月 27日（土）

19：00～
19：00～

19：00～

19：00～

川崎フロンターレ
横浜 F・マリノス

アビスパ福岡

サンフレッチェ広島

日　時 対戦カード

VS

VS

VS

VS

※手すりやカメラ、 看板、 ピッチ、
ウォーミングアップの選手との
距離が近いなど観戦しづらい
場合がございます。

※詳細については、セレッソ
大阪オフィシャルウェブサイト
にてご確認ください。

※ビジターグッズを着用しての
入場・観戦・応援はできません。

世界でたった一つのマイ埴輪をつくれる埴輪づくり体験！埴輪作りの本場で、
大人はもちろん、小さなお子さまも粘土遊び感覚でお楽しみいただけます。

今年度の開催予定事業をご紹介いたします！毎年恒例のものから初めて開催するイベントも
ございますので、詳細は毎月の「うぃんぐ」をご覧ください♪お見逃しなく～！

恒例行事のバスツアー！美味しいものをたくさん食べて、ご当地ならではの体験・観光をご堪能
ください。会員様同士や事務局との交流もお楽しみのひとつです★

山川に囲まれた自然豊かな場所でマス釣り体験ができます！
標高600ｍの涼しさと、綺麗な空気の中で夏を満喫しましょう♪

N EW !

～ ご 注 意 ～

日帰りバスツアー

しめ縄リースづくり体験

千早川マス釣り体験

埴輪づくり体験

お正月だけでなくクリスマスから使えるしめ縄リースの手づくり体験ができます。
完成後は自分だけのしめ縄リースをお家に飾れます♪

7月 10日（日）開催予定

10月 2日（日）開催予定

12月 11日（日）開催予定

11 月下旬開催予定

※新型コロナウイルスの影響等により予定が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Q１. Ａ＝愛（親愛、愛嬌、愛称、恋愛）　　Ｂ＝情（風情、情報、情緒、事情）愛情

カレーフェスタ 2022 のご案内

毎年恒例、大阪の夏を彩る七月大歌舞伎。
今年も豪華な演目と出演者で大阪の夏を盛り上げます。今回、観劇の前に貴重な歌舞伎
講座をご用意しました。ぜひこの機会に歌舞伎デビューをしてみてはいかがでしょうか。

『七月大歌舞伎』のご案内

HP＆Facebook やってます

有効期限間近なチケットを通常斡旋価格よりお安く
販売いたします。在庫がなくなり次第終了とさせて
いただきますので、ご入用の方はお早めに！

アポロシネマズ 訳アリチケット

〈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お願いいたします。

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 5 月号同封の「申込書」（「カレーフェスタ企画販売のご案内」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。

5/27（金）迄　株式会社ユニオンサービス【FAX：052-821-8331】 必着

互助会事務局より、HP、facebook にて最新情報のお知らせを行っております！
HP または facebook 限定でお得な情報や限定クイズ等も発信しておりますので、
ぜひぜひ遊びに来てくださいね～♪

7月 9日（土）　15：15
場所：大阪松竹座 地下1階会議室
（なんば駅〔15B出口〕より徒歩1分）

全席指定 三等席 6,000円 ※3階席の予定です。

5市合計  30名

5月20日（金）まで

斡旋人数

申込方法★
★

★

★

申込期限

斡旋料金

集合日時・場所

下記①～⑤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。
①申込内容　②事業所名　③会員名　④希望人数　⑤納品後の連絡先

※6月中旬頃にメールまたは電話にて納品の連絡をいたします（メールにてお申し
　込みいただいた方へは、お申し込みいただいたメールアドレスへ連絡いたします）。

会員一人につき 4名まで

斡旋人数になり次第締め切り

歌舞伎講座・イヤホンガイド付き

※申し込み締め切り後のキャンセルおよびチケットの返品はできません。

スケジュール

歌舞伎講座 夜の部 観劇15 ： 30 16 ： 10 ～ /16 ： 30 ～

【一、 堀川波の鼓】
 〈出演〉片岡仁左衛門　中村扇雀　片岡孝太郎　中村勘九郎

【二、 祗園恋づくし】
 〈出演〉中村鴈治郎　松本幸四郎　中村七之助

イヤホンガイドとは？
舞台の進行に合わせ
て出演俳優のご紹介 ・
あらすじ・歌舞伎独
特の約束事などタイ
ミング良く ､解説を
する音声ガイドです。

本格お肉にこだわった逸品から､ご当地食材を
使った個性派カレーや激辛カレーなどなど…
41 種類のカレーが揃っております！ぜひお気に入りを見つけてくださ～い♪

お届け日

お問合せ★
★

★

★

支払方法

申込期限

申込方法

配布枚数：事業所に1部

営業時間等、当日の状況についてはアポロシネマへお問い合わせ
いただくか、アポロシネマ公式ホームページにてご確認ください。

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。

5月 10日（火）
※在庫数については互助会事務局までご確認ください。

購入方法

ご 注 意

販売開始日

チケット内容
券　　種 通常斡旋価格 斡旋価格

1,000 円 800 円
（通常価格 1,900円）【有効期限：2022 年 6 月 30 日】

アポロシネマズ 映画鑑賞券
在 庫 数

2 枚 
※4/26（火）現在

在庫がなくなり次第終了

※購入後の返品はできませんのでご注意ください。

Facebook 内容

ＨＰ 内容

羽曳野市勤労者互助会 検索

ROLL SCENE TAKE

PROD.

★チケット情報や互助会イベント情報、会報誌「うぃんぐ」の発行通知、開催イベントの
　報告等、最新の情報を発信しております。
★facebook のみで発信しているチケット斡旋販売情報が手に入るかも！？お時間がある
　ときはぜひチェックしてみてください♪
【 Facebook ▶ https://www.facebook.com 】

その他、互助会について紹介させていただいておりますので、今一度ご確認ください。♫
【 互助会ホームページ ▶ http://www.habikino-wing.net/ 】

★毎月はじめに会報誌「うぃんぐ」のカラーデータ掲載。いち早く内容を確認いただけます！
★給付金申請書等、一部の申請書類をダウンロードページより取得いただけます。窓口に
　お越しいただかなくてもその場でダウンロードが可能です！
★全福センターHP、おおきにnet HPのリンク掲載。互助会員が受けられる割引等サービスや
　提携施設一覧をリンク先より確認いただけます。


