
＜４＞2016年４月６日第2037号　（第三種郵便物認可）

再生紙を使用しています。

　正解者の中から抽選で1人の方に5000
円分、15人の方に1000円分の図書カード
を進呈します。①解答②お名前③支部分
会職場名④最近のできごとやメッセージ
を書いて、府職労本部まで、届けて下
さい（はがき、メールやファックスも
可）。当選者は、次の１日号で発表しま
す。メッセージは、つぶやきに採用させ
ていただくことがありますので、匿名希
望の方は、その旨お書き添え下さい。

応　　募　府職労本部まで
締め切り　４月25日（月）　

クロス
ワード ３月号の解答と当選者

答え＝改悪続く社会保障

当　選　者
湯浅　泰則（北部流域下水道事務所）
塩崎　泰子（泉佐野保健所）
奥野　伸一（北河内府税事務所）
内海　洋一（南部流域下水道事務所）
岡田　敏男（南部流域下水道事務所）

月～金　　18：00開場、18：30開演
土・日　　18：30開場、19：00開演
（休演日：5/15日・22日・29日・31火・6/3金）

◆なんばグランド花月
◆公演日　５月11日（水）～６月５日（日）
◆
◆

申し込み方法（電話かメールで直接申し込んでください）
　★電話番号：0570－064－489（受付時間10：00～18：00）
　★メールアドレス：fukumoto.kie@yoshimoto.co.jp
　メール・電話いずれの場合も、①「大阪府職労」と伝えていただき、②お名前、
　③ご住所、④日中繋がる連絡先、⑤希望日、⑥申し込み枚数を伝えてください。

チケット価格　一般4700円／中学生以下3100円チケット価格　一般4700円／中学生以下3100円（（全席指定・税込）全席指定・税込）

　　→特別割引価格　一般3800円／中学生以下2700円→特別割引価格　一般3800円／中学生以下2700円

吉本新喜劇×世界のパフォーマー特別公演

５/11（水）～14（土）
５/16（月）～18（水）

５/19（木）～21（土）
５/23（月）～25（水）

出
演
日

５/26（木）～28（土）
５/30（月）・６/１（水）
２（木）・４（土）・５（日）

中川貴志×すっちー×内場勝則 酒井　藍×川畑泰史 アキ×辻本茂雄

１部　吉本新喜劇

１面と４面のクイズを両方正解された方
のうち、１人の方に5000円分、15人の方
に1000円分の図書カードをプレゼント

府職労70周年記念クイズ府職労70周年記念クイズ②②

自治労連セット共済・火災共済の更新手続中
更新書類
受付期間

４月６日（水）～４月21日（木）10時～16時30分
４月22日（金）　10時～20時
４月23日（土）　10時～15時

★ セット共済・火災共済の満期日が８月31日に変更になります（現在は６月30日）。
　 そのため、今回の更新に限り14ヶ月契約（2016年７月１日～2017年８月31日）と
なります。「年払い」の方は掛金が14ヶ月分必要です。

断然お得！安くて安心の自治労連セット共済をおススメします！

　今回の更新でセット共済の型を引き上げた方（本人のみ）に1000円分の商
品券をプレゼント！この機会にあなたの「保険」見直してみませんか？

　多くの方は勤務先や知人などにすすめられて「保険」を選んでいます。す
すめられるまま「大きな保障、高い掛金」の保険に加入していませんか。病
気やケガをしたときの不安はつきものですが、高い掛金の負担は家計を圧迫
することにもなります。
　「保険選び」のポイントは、「もしも」のときのために「安い掛金で必要
な保障が受けられる」ことです。
　自治労連セット共済は、生命（死亡保障・後遺障害保障）、医療・交通災
害（入院・通院保障）、手術見舞金がセットになっていて、何と言っても掛
金が安く、その大半が加入者に還元されるのが大きな特徴です。

　いま、40歳以下の方にセット共済10型（月掛金1070円）を最大15ヶ月分
（2016年６月～2017年８月まで）プレゼントしています。
　自治労連セット共済は１年更新なので、更新する・しないは自由です。とり
あえずこのプレゼントを受け取って、じっくりと共済や保険について考えてみ
てはいかがでしょうか？

職場役員・支部役員を通じて書類を提出してください。
直接、府職労本部へ持参される場合は、上記の時間内にお願いします。

セット共済「型上げ」キャンペーン実施中

あなたの「保険」見直してみませんか？

40歳以下の方に朗報です！

　自治労連セット共済
は、入院のない通院も対
象です。病気通院７日
間、ケガ通院５日間の医
師の安静加療指示があれ
ば対象となります。こん
な制度は日本では自治労
連共済だけです。

通院だけでも保障の対象に
民間保険と自治労連共済
還元率がこんなにちがう！

ＣＭ宣伝費やＣＭ宣伝費や
代理店報酬、代理店報酬、
企業の利益企業の利益
などなど

保険金支払い保険金支払い

民間保険

還
元
率　
　

％
3030

自治労連共済

運営費など運営費など

共済金の支払共済金の支払
い、加入者へい、加入者へ
の還元金などの還元金など

還
元
率　
　

％
7070

コント―ション（湾曲芸）　プリンセス・エラバン
ビーチパーティ・マジック　ヤコブ・マティアス
コメディ・パントマイム　 メン・イン・コート

サンドアート　ディディ・ロダン
コメディ皿回し　デビット・バーレット
スクリーンマジック　ジャン・ガリン

２部　ワールドバラエティアクト

「自転車保険」が義務化大阪府自転車条例（４月
施行）

年間1000円で
最高１億円
しかも家族全員が補償の対象

個人賠償責任共済
緊急追加募集

　７月から自転車保険の加入が義務づけられます。府職労では、組合員と家族
を対象に「個人賠償責任共済」をとりくんでいます。年間1000円の掛金で生
計を一にする家族も含めて、最高１億円の補償があります。
　日常生活のアッという事故を補償
　・自転車で走行中に歩行者に接触しケガをさせた
　・停めていた自転車が倒れ駐車中の車を傷つけた
　・スノボやスキーで他人にぶつかってケガをさせた
　・子どもがキャッチボールしていて窓ガラスを割った
　・水もれにより階下に損害を与えた
　・愛犬が他人にかみついた
　　　　　　　　＊新規加入組合員の方は今だけ500円で加入できます！
 詳しくは府職労まで

５月20日（金）まで

追加募集の補償対象期間
2016年６月1日
　～2017年３月31日

掛金　900円

７月より
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