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事 業 所 紹 介 キャンペーン !!
（＾＾）入会して良かった！
！ そんな笑顔が増えますように（＾＾）

ご紹介くださった事業所様が入会されましたら、
会員1名につき1,000円を
現金でもれなくプレゼントいたします。

！
お友達や、お知り合いの事業所をご紹介ください！

キャンペーン期間……10月1日～11月30日までです♪
福利厚生の大切さを、お 1 人でも多くの皆さんにお伝えするために、
ご紹介をお待ちしております。

ご紹介方法

お電話 または FAX で連絡をいただきましたら、
事務局職員がご説明に伺います。
電話

522–6499

FAX

523–3494

10月の互助会予定！
！
日 曜

予

定

1 土

◦互助会だより発行／発送
◦新知恩院と乗念寺申込締切

◦映画参勤交代リターンズ
取扱終了

8 土

１年以内（互助会必着）です。

■１年を過ぎ ますと支給できませんので、

23 日

ご注意 ください！！

■退会餞別金の請求期限は、

◦あっ旋チケット申込締切
◦得得プレゼント応募締切

３か月以内です。

退会後

26 水

11 火

27 木

12 水
13 木
14 金

■請求期限は給付事由の発生日から

◦ヴェネツィア・ルネサンスの
巨匠たち・正倉院展取扱
終了

22 土

25 火

10 月

◦坂本龍馬・ポンペイの壁
画展取扱終了

◦マリー・ローランサン展取扱
終了

＊添付書類はコピーでも構いませんが、 マイナン
バー制度の開始に伴い、住民票に個人番号欄 （希
望した場合に記載されます） が追加になりました
が、 給付金請求時の証明書類として住民票を添
付する場合には個人番号は必要ありませんので、
個人番号の省略された住民票を添付してください。

28 金
29 土

15 土

30 日

16 日

31 月

費◆ 月額 500円／人

期限がありますのでお忘れなく！

24 月

9 日

◆会

共済金 給付の請求は、

19 水

21 金

◆入会資格◆ 大津市内の中小企業に勤務されている
従業員と事業主 ＊パート従業員可
◆入 会 金◆ 500円／人 ＊入会時のみ

お祝金！ お見舞金などナド。。。

20 木

6 木
7 金

定

18 火
◦若冲の京都 KYOTOの若
冲取扱終了

4 火
5 水

予

10名入会してくださったら1万円 になります。

事務局からのお知らせデス！

17 月

2 日
3 月

日 曜

（＾＾） 例えば。。。ご紹介先（複数可）で

◦グラウンド・ゴルフ
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互 助 会 だより10 月号

推奨ツアー

旅行社

電話
旅行社

FA X

新車デラックスバスで行く天空の城「竹田城跡｣ と ＊昼食付き
コース番号：640－0598－G 「旧木村酒造EN｣ での本格フレンチ

★近江鉄道バスの10月納車のゆったり10列シート。 40名様限定。
車内ではスリッパをご用意いたします。 コーヒーのサービスも♪
★天空の城 ｢竹田城跡｣ で紅葉見物 （11月初旬から下旬）
★昼食は、酒造場を改装したレストランにて本格フレンチ。 料理は関西フレンチ界の重鎮 「石井之悠」 氏が監修。
★兵庫県下でも有数の紅葉スポット養父神社で紅葉見物（11月初旬から下旬）

旅のポイント

11/18 ㈮・11/２0 ㈰

◆開 催 日／
◆場

所／

兵庫県方面

◆旅行代金／ 会

員

同居家族
一

般

9,00０円

１１,０００円
１２,０００円

◆旅行企画実施旅行社／

観光庁長官登録旅行業第91号

㈱読売旅行大津営業所
総合旅行業務取扱管理者：北村 英之

※助成済額で表記しています。
※申込時にご希望の乗車場所をお伝え
ください。（草津駅西口、大津駅前、
京都駅八条口）

◆募集人数／ 各４０名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

大津市浜大津1-2-22 大津商中日生ビル３階

ＴＥＬ：077-521-3636
ＦＡＸ：077-521-3862

【営業時間】※日・祝日休み
電話受付
9：30～17：30（月～土）
店舗営業 10：00～17：30（月～土）

草津駅西口（ 7：00）‖‖ 大津駅前（ 7：30）‖‖ 京都駅八条口（ 8：15）‖‖ 旧木村酒造場EN（ 竹田城下町にある酒造場を改装したレストランにて本格フレ
ンチの昼食）‖‖ 竹田城跡（日本のマチュピチュ：専用車に乗り換えて紅葉の中に佇む天空の城を見物）‖‖ 養父神社（ 紅葉を見物）‖‖
‖‖ 各地（18：10～19：30 頃着）
＊竹田城は駐車場より片道約20～25分歩きます。

推奨ツアー

旅行社

電話
旅行社

FA X

京の奥座敷

湯ノ花温泉「渓山閣」で ＊昼食付き
コース番号：640－0490－G
味わう松茸づくし会席

★湯ノ花温泉・名旅館「渓山閣」で豪華松茸づくし会席の昼食をご堪能！
食事後は、露天風呂など温泉でごゆっくり！
旅のポイント

<お品書き> 前菜・お刺身・松茸餡かけ・松茸と黒毛和牛のすき焼き・焼き松茸・黒毛和牛陶板焼き・天ぷら・
松茸土瓶蒸し・松茸ごはん・香の物・デザート ※仕入れの都合により食材が変わる場合があります。

★秋色に染まる保津峡の渓谷の絶景美をトロッコ列車より満喫！ （例年の紅葉の見頃11月）
◆開 催 日／
◆場

11/17 ㈭・11/23（水･祝）

所／ 京都方面

◆旅行代金／ 会

員

同居家族
一

般

７,９9０円

９,９９０円
１０,９９０円

※助成済額で表記しています。
※申込時にご希望の乗車場所をお伝え
ください。（草津駅西口、大津駅前、
大津京駅、京都駅八条口）

※23日は500円増し

◆募集人数／ 各４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

◆旅行企画実施旅行社／

観光庁長官登録旅行業第91号

㈱読売旅行大津営業所
総合旅行業務取扱管理者：北村 英之

大津市浜大津1-2-22 大津商中日生ビル３階

ＴＥＬ：077-521-3636
ＦＡＸ：077-521-3862

【営業時間】※日・祝日休み
電話受付
9：30～17：30（月～土）
店舗営業 10：00～17：30（月～土）

草津駅西口（ 8：30）‖‖ 大津駅前（ 9：00）‖‖ 大津京駅（ 9：10）‖‖ 京都駅八条口（ 9：55）‖‖トロッコ嵯峨駅 ++++〈嵯峨野観光鉄道:トロッコ列車に
乗車・秋色に染まる保津峡の渓谷の景観をお楽しみ〉++++トロッコ亀岡駅 ‖‖ 湯ノ花温泉「渓山閣」（秋の味覚「松茸づくし会席」の昼食・食後、露天風呂な
ど温泉入浴へ）‖‖ 丹波大石酒造（酒蔵見学）‖‖ 出雲大神宮（参拝）‖‖ 各地（16：40～18：00 頃着）
＊行程の順番が変更になる場合があります。

◆ 申込方法 ◆
旅行企画実施旅行社へお電話でお申し込みください。

お電話でのご予約後、
「事業共通申込書 ①｣（利用ガイドＰ１２
または互助会ホームページからダウンロード）に必要事項をご
記入のうえ、直接、旅行社へＦＡＸまたは窓口へ持参してくださ
い。 旅行社よりお申込者へ受付確認と契約・支払い方法等に
ついて連絡が入ります。参加者は指定日までに旅行社とご契約
いただきお代金をお支払いください。

◆注意事項◆

◦このツアーは旅行社と参加者個人との間での旅行契約となります。
◦旅行契約は旅行社の旅行業約款によります。
◦ツアーの内容、代金支払方法、キャンセルなどについては旅行社へ
直接お問い合わせください。
◦キャンセル料は一般料金を基本として旅行社の基準により算定されます。
◦旅行社が一般募集された方も参加されます。
◦最少催行人員に満たない場合は中止となる場合があります。
◦事業共通申込書にご記入いただいた個人情報については旅行社より
互助会へ提供されます。推奨ツアーの目的以外には使用いたしません
のでご了承ください。
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★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

温水プール

窓口
区

大

分

料

金

★皇子が丘公園温水プール
★富士見市民温水プール
★におの浜ふれあいスポーツセンター温水プール
予定枚数

施

６，４８０円 → ５，５００円（11枚１組） ３０組

人

４，３２０円 → ３，７００円（11枚１組） １０組

高校生

小 人（中学生以下）
高齢者（65歳以上） ３，２４０円 →
障がい者

設

名

電

話

皇子が丘公園温水プール

５２６－３０８５

富士見市民温水プール

５３３－０８２０

におの浜ふれあいスポーツセンター
５２７－３５５３
温水プール

２，８００円（11枚１組） ２０組

※入場券は互助会事務局へ会員証と代金をご用意のうえお越しください。
※互助会事務局のみでの販売となります。受け取りは各商工会〔瀬田・大津北（堅田/志賀）〕でも可能ですので、事前にご連絡（TEL：522-6499）
ください。
※利用等の詳細については各施設へ直接お問い合わせください。

比叡山トレッキングツアー

電話

登りは多少の坂はあるものの比較的平坦な山道です。昼食場所の玉体杉からは京都市街が一望できます♪
◆開 催 日／

11月23日（水・祝） ９ 時15分 集合・受付

◆集合場所／		日吉大社鳥居前（大津市坂本５－１－１）

■ 注意事項

◆参加資格／ 会員・同居家族・一般（小学５年生以上）

前日の天気予報で当日が傘マーク（雨）が付いてい
る場合は中止とします。中止の連絡は前日または当日
の７時頃に事務局からお電話させていただきます。
お申込み後のキャンセルや変更等は必ず事務局ま
でご連絡ください。
（522－6499）
駐車場は大宮川観光駐車場がございます。（無料）

※小学生の参加は保護者の同伴が必要です。

◆参 加 費／ 無料

＊9時30分 出発

◆募集人数／30名 ※先着順（最少催行人数15名）

◆持 ち 物／ お弁当・水筒・雨具 ※靴は運動靴または登山靴
◆受付期間／ 10月7日㈮～11月11日㈮

でお申し込みください。所定の申込書
（事務局から送信または、
◆申込方法／ 締切日までに互助会事務局へ電話（522－6499）
互助会ホームページからダウンロード）
に必要事項をご記入のうえ、事務局へＦＡＸ
（523－3494）
でお送りください。

コース▶ 日吉大社鳥居前（9：30出発）‖‖‖ 横川中堂 ‖‖‖ 玉体杉（昼食12：40頃）‖‖‖ 峰レストラン ‖‖‖ 釈迦堂 ‖‖‖ 浄土院 ‖‖‖
‖‖‖ 根本中堂〔標高667m〕 ‖‖‖ 日吉大社鳥居前（16：15頃到着）
※いくつかのポイントにはトイレがあります。

電話

びわ湖ホール

電話

2016-2017

インターネット

ジルヴェスター・コンサート

FA X

インターネット

12月31日㈯ 22：00 開演
区分

びわ湖ホール

S 席
A 席

青少年

（25歳未満）

大ホール

あっ旋料金

6,500円→ 5,500円
5,000円→ 4,000円
1,500円→ 1,100円

12月17日㈯ 17：00 開演

予定枚数

区分

S 席
A 席

10枚
10枚
10枚

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

びわ湖ホール

あっ旋料金

●締切日／10月25日㈫

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

「昨年度の公演より」
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大ホール

6,000円→ 5,100円
5,500円→ 4,400円

※全席指定
※6歳未満入場不可

※全席指定
※6歳以上入場可

●締切日／10月25日㈫

ＫＥＩＢＵＮ 第九
2016

FA X

予定枚数

10枚
10枚

互 助 会 だより10 月号
★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
宮殿祝賀コンサート

電話

FA X

インターネット

FA X

インターネット

平成29年 1月9日（月･祝） 13：30 開演

びわ湖ホール

区分

S 席
A席（4階）

大ホール

あっ旋料金

※全席指定
※6歳以上入場可

6,000円→ 5,100円
4,500円→ 3,600円

しまじろうコンサート
「たいようのしまカーニバル」

電話

平成29年

予定枚数

区分

1月21日㈯ 13：00/16：00 開演

守山市民ホール

予定枚数

2,400円→ 2,280円 各10枚

全席指定

10枚
10枚

大ホール

あっ旋料金

※3歳以上有料
※3歳未満保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料
（お席が必要な場合は有料）

[出演] しまじろう、みみりん、とりっぴい、
にゃっきい、ガオガオさん 他

●締切日／10月25日㈫

●締切日／10月25日㈫

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

ルシオール AKF 秋色

ルシオール AKF 秋色

はじめにきよし

電話

FA X

FA X

「音の遊園地Ⅲ」

インターネット

オーケストラが聴きたい！
親子で楽しむ名曲コンサート
～ジブリからスターウォーズの世界まで～

電話

インターネット

11月27日㈰ 12：30 開演
守山市民ホール

区分

あっ旋料金

全席自由

800円→

展示室

600円

11月27日㈰ 15：00 開演

予定枚数

区分

大 人
高校生以下

10枚

※3歳以上有料
※3歳未満保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料
（お席が必要な場合は有料）

●締切日／10月25日㈫

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

文芸セミナリヨ
クリスマスコンサート2016

インターネット

区分

一

般

学生

（高校生以下）

あっ旋料金

4,000円→ 3,200円
1,000円→ 700円

予定枚数

10枚

演奏：大阪交響楽団
指揮：阿部未来
司会・歌：新井宗平 山本かずみ

音楽劇
『美味しいメロディ』

電話

FA X

インターネット

12月18日㈰ 14：00 開演
安土文芸セミナリヨ

1,800円→ 1,300円
800円→ 600円

[出演]

●締切日／10月25日㈫

FA X

大ホール

あっ旋料金

※全席指定 ※3歳以上有料
※3歳未満保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料
（お席が必要な場合は有料）

[出演] サキタハヂメ（ギター・のこぎり）
新谷キヨシ（ピアニカ・ピアノ）

電話

守山市民ホール

12月18日㈰ 14：00 開演
滋賀県立文化産業交流会館 イベントホール

予定枚数

区分

一

10枚

般

青少年

（１８歳以下）

※全席指定
※未就学児入場不可

※全席自由

あっ旋料金

1,000円→
500円→

予定枚数

10枚

※３歳以上有料。年齢制限なし。

県民参加による音楽劇公演

[出演] ジャン＝フィリップ・メルカールト（パイプオルガン）
村元彩夏（ソプラノ）

700円
400円

『美味しいメロディ』をたべて大きくなる不思議な魚を
めぐって繰り広げられる歌ありダンスありのユーモラスな
オリジナルファンタジー

●締切日／10月25日㈫

●締切日／10月25日㈫

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更は
できません。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。
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互 助 会 だより10 月号
★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

30周年記念
島津亜矢コンサート
ありがとう～30年の想いを込めて～

電話

FA X

インターネット

FA X

ロームシアター京都

S

席

12月5日㈪ 13：30 開演

メインホール

あっ旋料金

ロームシアター京都

予定枚数

区分

7,000円→ 6,000円 各20枚

全席指定

※未就学児入場不可

インターネット

京都文博 噺の会 Vol.3

6階和室

あっ旋料金

全席自由 2,500円（前売り）→ 1,800円

※未就学児入場不可

FA X

インターネット

12月15日㈭ 19：00 開演

京都コンサートホール

予定枚数

区分

全席指定

10枚

FA X

電話

※小学生以上有料
※未 就学児は保護者1名に
つき1名まで膝上鑑賞可
（お席が必要な場合は有料）

10枚

花嫁

11月10日㈭ 11：30 開演

14：00 開演
京都府立文化芸術会館
あっ旋料金

向田邦子 没後35周年

FA X

インターネット

平成29年 1月8日㈰
区分

4,500円→ 3,600円

予定枚数

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

薬師寺寬邦と山元サトシによるフォークデュオ
キッサコ ライブツアー2017
『日日是好日』

全席指定 4,500円（前売り）→ 3,600円

大ホール

●締切日／10月25日㈫

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

インターネット

あっ旋料金

※未就学児入場不可

●締切日／10月25日㈫

電話

クリスマス/アヴェ・マリア
サンクトペテルブルグ室内合奏団

電話

笑福亭たま 独演会
京都文化博物館

20枚

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

12月4日㈰ 14：00 開演
区分

6,500円→ 5,500円

予定枚数

●締切日／10月25日㈫

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

FA X

メインホール

あっ旋料金

※未就学児入場不可

●締切日／10月25日㈫

電話

Japan Tour 2016

インターネット

11月16日㈬ 14：00/18：00 開演
区分

ザ・グレン・ミラー オーケストラ

電話

予定枚数

区分

一

10枚

般

新歌舞伎座
あっ旋料金

5,000円→ 3,500円

※全席指定
※未就学児の入場はお断り致します
※座席は「特別優待対象席」になります

●締切日／10月25日㈫

●締切日／10月25日㈫

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。
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予定枚数

10枚

互 助 会 だより10 月号
★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

日本センチュリー交響楽団
いずみ定期演奏会No.33

電話

FA X

インターネット

12月9日㈮ 19：00 開演
いずみホール

区分

A

あっ旋料金

4,500円→ 3,600円

席

※未就学児入場不可

◆場所／ 滋賀県立近代美術館

予定枚数

＊開館時間／9：30～17：00

10枚

一 般
高大生
小中生

◆会期／ 10月22日㈯～平成29年

◆場所／ 美術館「えき」KYOTO ＊会期中無休

◆場所／ 国立国際美術館

あっ旋料金

1,000円→
800円→
600円→

600円
400円
300円

予定枚数

50枚
30枚
30枚

区分

一 般
大学生
高校生

《三人の若い女》
1953年頃
マリー・ローランサン
美術館蔵

◆場所／ あべのハルカス美術館

1,300円→
900円→
500円→

1月15日㈰

800円
500円
200円

第68回

窓口

900円
700円
300円

予定枚数

50枚
30枚
30枚

正倉院展

◆会期／ 10月22日㈯～11月7日㈪
◆場所／ 奈良国立博物館

＊開館時間／10：00～20：00（月･土･日･祝は18：00まで）
※入館は閉館の30分前まで
＊休館日／11/21 28 12/31 1/1

一 般
高大生
小中生

あっ旋料金

1,500円→
1,200円→
600円→

●このチケットの販売は10月21日㈮までです。

◆会期／ 11月19日㈯～平成29年

あっ旋料金

1月15日㈰

※心身に障がいのある方とその付添者1名無料（要証明）
※中学生以下は無料

「わだばゴッホになる
世界の棟方志功」展

区分

50枚
30枚
30枚

＊開館時間／10：00～17：00
（金曜日は19：00まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、
12/28～1/4
※1/9
（月・祝）
は開館、
翌日休館

※入場は閉館30分前まで

●このチケットの販売は
10月27日㈭までです。

窓口

600円
400円
300円

ヴェネツィア・
ルネサンスの巨匠たち

窓口

◆会期／ 10月28日㈮～11月27日㈰

※未就学児無料

1,100円→
800円→
500円→

予定枚数

●このチケットの販売は11月22日㈫までです。

没後60年
マリー・ローランサン展

区分

あっ旋料金

※身体障がい者手帳等をお持ちの方
は常設展・企画展とも無料

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

＊開館時間／10：00～20：00

※入館は閉館30分前まで

＊休館日／月曜日、
10/11日㈫
（10/10は開館）

区分

●締切日／10月25日㈫

一 般
高大生
小中生

―琵琶湖文化館の足跡と新たな美術館―

◆会期／ 10月8日㈯～11月23日（水･祝）

〔出演〕 指 揮 ： 飯森範親 (日本センチュリー交響楽団首席指揮者)
チェロ： ヨハネス・モーザー
〔曲目〕 ハイドン：交響曲第2番 ハ長調 Hob.l：2
ハイドン：チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.Vllb：1
ハイドン：交響曲第50番ハ長調 Hob.l：50
ハイドン：交響曲第88番 ト長調 Hob.l：88「V字」

窓口

つながる美・引き継ぐ心

窓口

＊開館時間／9：00～18：00
（金･土･日･祝は19：00まで）
※入館は閉館の30分前まで
＊休館日／会期中無休

予定枚数

区分

一 般
高大生
小中生

50枚
30枚
30枚

※障がい者手帳等をお持ちの方はご本人と付添1名まで
当日料金の半額

あっ旋料金

1,100円→
700円→
400円→

700円
400円
200円

予定枚数

50枚
20枚
20枚

※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

●このチケットの販売は11月18日㈮までです。

●このチケットの販売は10月21日㈮までです。
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互 助 会 だより10 月号
大津市勤労福祉センター自主事業

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます 。

布と厚紙で作る

ハロウィン♡ハロウィン

デコ巻きずし教室

カルトナージュ教室

◆開催日時／ 10/29㈯ 10：00～12：30 全１回
◆開催場所／ 2F 調理実習室
◆講
師／ ますい かずみ 先生
◆持 ち 物／ エプロン・手拭きタオル・
包丁・タッパー・
あれば巻きすと計り
◆内
容／ ハロウィンプレゼンツ！
かわいい飾り巻きずしを今晩の食卓にかわいく
並べてみませんか？巻いているときからワクワク
し、切口からかわいい絵柄が現れる美味しいデ
コ巻きずし！おもてなし料理やお弁当の一つと
して加えてみませんか？（お子様と一緒ＯＫ）
。
０００円）
◆受 講 料／１,０００円（教材費 １，
◆定
員／１６名
◆申込期間／ 10/7 ㈮ AM8：40 ～ 10/25 ㈫ ※先着順

◆開催日時／ 10/31㈪ 10：00～12：00 全１回
◆開催場所／ ３F 集会室
◆講
師／ 沢村 泉 先生
◆持 ち 物／ おしぼり・布用はさみ・
ウェットティッシュ
◆内
容／ 布と厚紙で身のまわりの小物を作ろう♪
まずは１DAYレッスンから始めましょう！人気の
モロッカン柄などの中から布地を選び、
「ふくさ」
を作成していきます！作り方を覚えてちょっとし
たプレゼントにも最適です。チケットホルダーに
もなりますよ♪
※お好みでリボンも付けられますが、更に別途
200円必要になります。
◆受 講 料／１,０００円（教材費 １，
０００円）
◆定
員／２０名
◆申込期間／ 10/7 ㈮ AM8：40 ～ 10/27 ㈭ ※先着順

今年もやります！子どもから大人まで楽しく♪作れる

パティシエ気分で♪ ケーキづくり教室
～クリスマスまでに美味しいケーキをマスターしよう！～

～ ふくさ編～

「カボチャおばけ」と「ねこ」の２本巻きます

唐橋焼 “幸せの干支づくり教室”
～2017年の干支 「とり」～

◆開催日時／ 11/5㈯

Ａコース：“栗のパリブレスト”と“ラズベリーとホワイトチョコムース”
Ｂコース：“苺のブッシュドノエル”と“パウンドショコラ”
◆開催日時／ Ａコース 11/25㈮・Bコース 12/9㈮

10：00～12：00 全１回

◆開催場所／ ５F 大ホール
◆講
師／ 唐橋焼窯元 若山 義和 先生
・手拭タオル
◆持 ち 物／ 汚れてもよい服装（エプロンなど）
◆内
容／	来年の干支は酉（とり）です！

10：00～12：30 全２回

とりは、人に時を報せる動物。。。「とり」は、
「と
りこむ」と言われ縁起の良い干支デスヨ♪あな
たは何を「取り込みますか!(^^)!」子どもさんから、
お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、
ご家族みんなで、心のこもった手作りの「幸せ
の干支」で新しい年を迎えませんか？
※小学生は大人と２人で１作品。中学生以上は１人でもOKです。
※焼き上がりは12月21日㈬ の予定です。

◆参 加 費／ 2,０００円 （材料費込み）
◆定
員／ 50名
◆申込期限／10/7 ㈮ AM8：40 ～ 10/28 ㈮ ※先着順

◆開催場所／ ２F 調理実習室
◆講
師／ 橋本 英里 先生
◆持 ち 物／ エプロン・三角巾・布巾２枚程度
◆内
容／	おうちでも簡単に作れるお店に負けない美味しい

ケーキ作りのコツを学びませんか♬今回は、クリス
マスにちなんだケーキや普段でも簡単にできるお
菓子を作ります。作り方をマスターして、
レパートリー
を増やしましょう♪
※Ａコース・Ｂコース両方受講でも、
どちらか1コースだけでもOKです。

◆受 講 料／ Ａ・Ｂ各１,０００円 （材料費 Ａ・Ｂ各１，
０００円）
◆定
員／１６名
◆申込期限／10/18 ㈫ AM8：40 ～ 1 1/18 ㈮ ※先着順

★平成28年度 大津市勤労福祉センター自主事業 申込方法★

電話（077-522-7474または077-525-1105）、 FAX（077-523-3494）【※講座名、 氏名、 電話番号、 FAX
番号記入】または互助会ホームページ（http：//www.otsu-gojokai.jp）の講座申込フォームよりお申し込みいただき、 申込
期間内に受講料を事務局までご持参ください。
※教材費は各講座の開催初日（当日）に徴収させていただきます。
※「唐橋焼 幸せの干支づくり教室」につきましては、参加費（材料費含む）は講座当日に徴収させていただきます。

FAX、ホームページからのお申し込みについては、申し込み後３日（土日祝祭日を除く）以内にそれぞれFAX、メールにて「受付完了」 の連
絡をいたします。（ホームページの場合は「自動返信メール」とセンターからの「受付完了」 の返信が２通返信されます。）事務局からの返信がな
い場合（ホームページの場合は自動返信メールとは別途）は、受付が完了しておりませんので、お手数ですが事務局までご連絡ください。
※互助会員は、講座受講助成の対象となります。（年度内１回限り）
勤労福祉センター
※お申し込みが少数の場合は中止することがあります。
開館時間／月～土曜：午前９時～午後９時まで
※教材費が発生するものについては、申込締切日以降のキャンセルについては、
日 曜 日：午前９時～午後５時まで
教材費が発生する場合があります。
休 館 日／ 毎月第３日曜日、祝祭日

当会は、
市から大津市勤労福祉センターの施設指定管理者として受託しており、
その中で様々な講座を開催しています。

会員様以外のお知り合いなどもお誘い合わせください。

当会のホームページの他、
「広報おおつ」
、
「大津市勤労福祉センター」のホームページにも掲載されています。
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互 助 会 だより10 月号
８月にご入会いただいた事業所をご紹介します。
ご入会ありがとうございました。

＊敬称略

カラダとココロを元気に ! ! !

まだ加入されていない事業所のご紹介をお待ちしています。 お知り合いの事業所がおられま

スポーツクラブNAS 大津一里山

したらぜひご紹介ください。ご案内にうかがいます。
◆ご紹介いただいた方への報奨金制度を設けています。 紹介事業所が入会されますと、会員

大津市一里山7－1－1 フォレオ大津一里山 B1F
ＴＥＬ：０77－547－0808
FAX：０７７－547－0800
http://www.nas-club.co.jp
nas18@go.nas-club.co.jp

互助会

事業報告

１人につき 1,000円の報奨金を差し上げます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。 

ゴルフコンペ！
！9/19 開催！

優 勝： 和泉 朗 様
準優勝： 中村 卓雄 様
３ 位： 佐野 直之 様
女性１位：奥田 二三子 様

得 得 プレゼント

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
…5組 ※10月にお誕生日を迎えられる会員様対象
②つながる美・引き継ぐ心
…………ペア1組（提供：滋賀県立近代美術館）
③マリー・ローランサン展
………… ペア1組（提供：㈱エースプロモート）

❖参加者数 36名❖
９月１9日
（月・祝） 比
良ゴルフ倶楽部で、ゴル
フコンペを開催しました。
台風の接近もあり、天気
を心配していましたが、
小雨程度で無事に開催す
ることができました。参
加者のみなさんありがと
うございました。

互助会事務局【電話:５２２－６４９９】

優勝の 和泉 朗 様

●応募方法／官製ハガキに、事業所名・会員番号・住
所・氏名・賞品名・互助会に対するご意
見ご希望を書いて、下記までお申し込みく
ださい。
〒５２０－０８０６ 大津市打出浜 １－6
（一財） 大津市勤労者互助会

宛

●応募締切／10月25日 ㈫ 必着

女性１位の奥田 二三子 様

※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★
＜コンサート・演劇・映画など＞

電 話 FAX インターネット

マーク付きのチケットは、申込締切日の19時までに互助会事務局へ電話・ＦＡＸ・
インターネットでお申し込みください。

●電 話
077－522－6499
●ＦＡＸ
077－523－3494 〈互助会ホームページのチケット申込書をご利用ください〉
●インターネット 〈互助会ホームページのチケット申込フォームでお申し込みください〉

※ＦＡＸ・インターネットでのお申し込みは、お申し込み後３日 （土日祝祭日を除く） 以内に各々の申込方法で 「受付完了」 の連絡
をいたします。
（ホームページの場合は 「自動返信メール」 と事務局からの 「受付完了」 の返信が２通返信されます。）
ただし、事務局からの返信がない場合は、受付が完了しておりませんのでお手数ですが各締切日までに事務局へご連絡ください。
※チケットの発注の都合上、申込締切日の19時を過ぎますとキャンセル・変更はできません。
※先着順受付とします。予定枚数に達し次第締め切らせていただきます。

チケットの受け取りは、チケットが届き次第電話にて連絡いたしますので、会員証と代金をご用意のうえ１週間
以内にお越しください。
受け取りは、互助会事務局または各商工会【瀬田、大津北 （堅田支所・志賀支所）】でもできます。 お申し
込みの際にご指定ください。

＜美術館・博物館など＞

窓口

マーク付きのチケットは、互助会事務局または各商工会【瀬田、大津北 （堅田支所・志賀支所）】へ
会員証と代金をご用意のうえ、お越しください。 ※予定枚数に達し次第、締め切らせていただきます。

■対
象／ご利用は会員と同居家族に限ります。
■取扱窓口／互助会事務局（窓口時間）
月～土 ８：４０～１９：００
瀬田、大津北商工会（堅田支所･志賀支所） 月～金 ８：３０～１７：１５

日･祝祭日休み
土･日･祝祭日休み

窓口でのお支払はつり銭のないようご協力をお願いします。
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