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互助会だより11月号

互助会だより
平成28年11月4日 発行

11 月 号
平成28年10月1日	現在
事業所数	 1,049　
会 員 数	  6,081人

	 ﾎー ﾑペ ジー	 http://www.otｓu-gojokai.ｊｐ
	 ﾒー ﾙｱドﾚｽ	 info@otｓu-gojokai.ｊｐ
事務局　〒520-0806　大津市打出浜１－	６　大津市勤労福祉センター 内	 TEL	 522-6499	 FAX　523-3494

編集・発行：一般財団法人大津市勤労者互助会

＊県内提携施設はこちらから	→	滋賀県勤労者互助会連合会　ﾎｰﾑペ ジー	http://shiga-gojoren.org/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事業所紹介キャンペーン !!

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。

（＾＾）入会して良かった！！　そんな笑顔が増えますように（＾＾）
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♪

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。
（＾＾）例えば。。。ご紹介先（複数可）で
10名入会してくださったら1万円になります。

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

ご紹介方法
◆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
◆会　  費◆ 月額500円／人

　　　11月の互助会予定！！
日 曜 予　　定
17 木

18 金
◦ジェフグﾙﾒカー ド
　特別あっ旋申込締切
◦「わだばゴッﾎになる世界の

棟方志功」展取扱終了

19 土

20 日

21 月

22 火 ◦つながる美・引き継ぐ心
取扱終了　

23 水 ◦比叡山トﾚッキングツｱｰ

24 木

25 金

◦あっ旋チケット申込締切
◦得得プﾚゼント応募締切
◦喬木村りんご申込締切
◦新年号広告掲載応募締切
◦家庭常備薬等申込締切

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水 ◦ケ キー教室申込締切

日 曜 予　　定

1 火

2 水

3 木

4 金 ◦互助会だより発行／発送

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木 ◦ケ キー教室申込開始

11 金 ◦比叡山トﾚッキングツｱｰ
申込締切

12 土

13 日

14 月 ◦阪神タイガ ｽー
　ファン感謝デｰ応募締切

15 火

16 水

　　　

◆料　　金／ 一般　2,0００円
　　（通常 ２,300円）

◆取扱枚数／ 50枚 （なくなり次第終了）

◆有効期限／ 平成29年２月28日㈫ 

◆利用方法／①互助会事務局でなばなの里 イル
ミネーション引換券を受け取る。

②なばなの里販売窓口にて引換券
と利用料金を渡し、入村券付クー
ポン（500円×２枚）をお受け
取りください。

※互助会事務局のみの取扱となります。
　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。

なばなの里
ｲﾙﾐﾈｰｼｮン
入村券付クーポン引換券

窓口
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ケーキ教室電話 大好評！！ 

〈品名〉ドゥーブルフロマージュ

家庭常備薬等の特別あっ旋 「申込書」は
今月号に同封して
います。

12月中旬頃
お届け予定
＊送料無料

ケーキを２人１組で作ります。
※ケーキは、1人1つずつ
お持ち帰りできます。
　試食タイムもありますよ♪

受付開始！
11月10日㈭

〈互助会〉 〈事業所〉 〈白石薬品株式会社〉
①案内書・申込書等配布

②申込書・斡旋申込取りまとめ書送付

③納品

④代金支払い

～皆様の健康管理の一環として、
家庭常備薬や健康管理のための商品等を格安にあっ旋します～

●申込方法／ ①事業所あてに「申込書」を送付しましたので、会員に配布してください。
 ② 事業所ごとに「申込書」を集めて、同封の「斡旋申込取りまとめ書」に鉛筆またはシャープペ

ンシルで記入してください。　 　＊取りまとめていただく際、集計の必要はありません。
 ③「申込書」と「斡旋申込取りまとめ書」を互助会事務局まで送付またはご持参ください。
 　（注）電話・ＦＡＸや瀬田・大津北（堅田・志賀支所）商工会でのお申し込みはできません。　

●申込締切／ 11月25日㈮ 必着 
●支払方法／ 納品時に、業者から「納品明細書」「振込用紙」「申込書」「個人リスト」が同封されますので、
 事業所ごとに直接業者へお振り込みください。（商品到着後、振込はお早めにお願いします。）
 　※振込用紙はコンビニエンスストア・郵便局にてご利用いただけます。 ＊振込手数料は、業者負担
●取扱業者／ 〒５７８－０９５４　東大阪市横枕１２番１９号
 白石薬品株式会社　〔電話：０７２－９６１－７４７１〕　担当：坂下
●納品方法／ 現品は、申込書ごとにまとめて業者から各事業所あてに送付します。

人気のドゥーブルフロマージュ（焼きチーズと生チーズクリーム）を
アレンジして仕上げるクリスマスケーキです♪

◆日　　時／	12月10日㈯
  　　　午前の部：１０時～１２時３０分
	 　　　午後の部：１３時３０分～１６時
◆場　　所／	パレットアトリウム（本店）２階 （大津市皇子が丘３丁目３－２３）
◆講　　師／	パレットオーナーシェフ　前田　省三 氏
◆参 加 費／	会　　員	 ２，０００円
	 同居家族	 ２，５００円	 ※対象は中学生以上となります。
	 一　　般	 ３，２４０円
◆持 ち 物／	エプロン・タオル・三角巾・筆記用具（メモ用）
◆募集人数／	午前・午後	各１８名 	※先着順（申込多数の場合は会員と同居家族を優先）
	 ※１人での参加もＯＫ！（2人1組で作業するため組合せは事務局で行います。）
	 ※申込者以外の入室はお断りします。

◆締 切 日／１１月３０日㈬	
◆申込方法／	１１月１０日㈭８：４０から互助会事務局までお電話（522-6499）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②」（利用ガイドＰ13、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、事務局までＦＡＸ（523－3494）で送信ください。
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◆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。

　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。

◆ 申込方法 ◆

　　　

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

本場若狭の漁師町『阿納』の料理民宿でいただく
泳ぐ「活とらふぐ料理」コース番号：640－0128－G

◆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（9：20）‖‖大津駅前（9：50）‖‖大津京駅（10：００）‖‖阿納・料理民宿（昼食）‖‖小浜（お買物）‖‖
‖‖熊川宿（散策）‖‖各地（17：００～1８：００頃）	 ＊行程の順番が変更になる場合があります。

★担当者が現地にて下見・交渉して出来ましたコースです！！
★目の前の養殖場から獲れたてをご提供！　自らふぐを養殖している民宿だからおいしいのは当たり前！
★すべて活ふぐ使用！ ２年間ゆっくり育てたふぐは、身が引き締まって歯ごたえばつぐん！

★香ばしさが癖になる七輪で焼くふぐは絶品！　★てっさはお一人様約30枚でボリュームあり！
★脂肪がほとんどなく低カロリーで、コラーゲンが豊富なとらふぐは女性にうれしい美肌効果大！

◆開 催 日／12/4㈰
◆場　　所／	福井県
◆旅行代金／	会　　員	 8,98０円	
	 同居家族	 １０,９８０円	
	 一　　般	 １１,９８０円
◆募集人数／	４６名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切	

＊昼食付き

※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）

旅のポイント

　　

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

神戸ルミナリエと神戸湾クルーズと
ステーキランド 神戸館コース番号：640－0587－G

草津駅（9：50）‖‖ 大津駅前（10：20）‖‖ 大津京駅（10：30）‖‖ 神戸港～・～ロイヤﾙプリンセｽに乗って優雅に神戸港クﾙｰズ～・～神戸ハｰバ ラーン
ド：ｕｍｉｅ（自由散策）‖‖ｽテｰキランド神戸館（シェフが目の前で焼き上げる！鉄板焼きｽテｰキの早めの夕食）‖‖第一突堤駐車場･････神戸ﾙミナリエ（光
の芸術を鑑賞！！）･････第一突堤駐車場‖‖各地（21：20～22：00頃）	 	＊行程の順番が変更になる場合があります。

★今年で22回目を迎える光の芸術「神戸ルミナリエ」をご鑑賞！！　神戸の冬の風物詩をお楽しみ！！
★人気の神戸三宮のステーキレストランにて、ちょっと早めの夕食！
　シェフがお客様の目の前で焼き上げます！
★神戸港クルーズへ出発♪　神戸港から大阪湾岸を周遊！

◆開 催 日／	12/7㈬・12/10㈯
◆場　　所／	兵庫県
◆旅行代金／	会　　員	 4,９8０円
	 同居家族	 ６,９８０円
	 一　　般	 ７,９８０円
◆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）

※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）

旅のポイント

＊夕食付き
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◆販売価格／１セット 4,300円（500円券×10枚）
 ※有効期限はありません。
◆取扱枚数／２０セット限定（１会員１セット限り）
◆申込締切／11/18㈮ 19時まで　※お渡しは11/24㈭以降になります。
◆申込方法／締切日までに互助会事務局までお電話（５２２－６４９９）でお申し込み

ください。お申し込みが多数の場合は抽選となり、11/24㈭までに当
選の方のみお電話にてご連絡いたします。連絡がない場合は落選とな
りますので、ご了承ください。

このステッカーの貼ってある
お店でご利用いただけます

〈主な加盟店〉 全国約 35,000 店舗の加盟店でお食事をお楽しみいただけます。
	 ガスト・かつくら・カレーハウスCoCo壱番屋・ケンタッキーフライドチキン・ココス・吉野家・和食さと…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

　 ⬆ FAX：５２３－３４９４
　りんご予約注文書

事業所名 会員氏名
Ｔ Ｅ Ｌ 

（日中連絡先）（ 　　 　）　　－ 会員番号 －

品　　名 内　　容 単価（税込） 数　量 金　　額
① 贈答用　１０ｋｇ パック詰め 2 段 26 ～ 36 玉 ４,８００円 箱 円
② 贈答用　５ｋｇ パック詰め 1 段 13 ～ 18 玉 ２,６００円 箱 円
③ 傷害果　１０ｋｇ バラ入り ２,７００円 箱 円
④ りんごジュース １瓶１㍑入り ４７０円 本 円

合　　　計 円

互助会
使用欄

／

りんごの品種は『ふじ』です。『傷害果』とは、多少のキズやへこみ・サイズなど、見栄えにやや難が
ある規格外のりんごです。風味は規格品とさほど変わらず、生育にも問題ありません。

　今年も、長野県喬木村で生産されたりんごの注文販売をおこないます。猛暑により玉伸びが心配されましたが、大きな
影響もなく順調に生育しているとのこと。生ものですので、商品到着後３日以内に互助会事務局で受け取り可能な方という
のがご注文条件になります。
　　※ご注文多数の場合は、早めに締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。
◆ご注文からお渡しまでのながれ

ＦＡＸにてご注文
※下部注文書を
　ご利用ください ▶ 互助会より受付完了のご連絡

※連絡がない場合はお電話ください ▶ １２月上旬頃
互助会事務局へ

到着予定 ▶ 互助会事務局にて
お渡しとお支払い

◆締 切 日／11月２５日㈮
◆注意事項／ ◦納品後お電話にてご連絡いたします。生ものにつき商品到着後３日以内にお受け取り可能な方のみ　　　

お申込みください。また商工会でのお渡しはできかねます。
 ◦互助会事務局からの配送は致しかねますのでご了承ください。
 ◦お申込み後のキャンセル・変更はできません。

毎年恒例！りんご（品種：ふじ）のあっ旋♬FAX
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新年号広告掲載募集！！
「互助会だより新年号」に各事業所様の新年のご挨拶を
掲載します。※平成28年の新年号をご参考ください。
◆料　　金／ １枠　２,０００円　
◆枠サイズ／ 約１．５～２㎝×約８㎝

※申込状況により掲載枠サイズが若干変動する場合
がございます。

◆申込方法／ １1月２5日㈮ までに互助会事務局へ電話（522-
6499）でお申し込みください。所定の申込書（事
務局からＦＡＸ、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、事務
局までＦＡＸ（523-3494）で送信ください。

事 業 報 告

＜優勝＞ ケイテック

　９月25日㈰皇子山総合運動公園グラウンドで、第38回理事長杯争奪ソフトボール大会を開催
しました。今大会は11チームの参加があり、ケイテックチームが優勝されました。
　参加していただいたチームのみなさん、ありがとうございました。

＜準優勝＞ 月の輪ムーンギャングス ＜第３位＞ 城陽ベアーズ ＜第４位＞ 宮川プリンターズ

9/25（日）開催第38回理事長杯争奪ソフトボール大会は、
ケイテックが優勝！！  ❖参加数 11チーム

◆開催日時／ 11月19日㈯ 12：0０～１5：３０（予定）  
※小雨決行　※中止の場合は11/20㈰に順延

◆開催場所／ 阪神甲子園球場　１塁アイビーシート（年間予約席と同席）
◆応募資格／ 会　員　　　　 ◆参加費／無　料
◆募集席数／ ペア２組（４席）	 ◆応募締切／ １１月14日㈪ 必着
★申込先★ 〒５２０－０８０６ 大津市打出浜１－６ （一財）大津市勤労者互助会 宛

阪神タイガースファン感謝デーハガキ
抽選

◆申込方法／
官製はがきに、①「ファン感謝デー入場券」希望	②
事業所名	③会員番号	④会員名	⑤電話番号（日中
連絡先）を書いて下記までお申し込みください。
※申し込みは、会員１人につきはがき１枚です。
※申込席数は、１枚のハガキでペｱ１組2名分です。
※電話・ＦＡＸ・インター ネットでの受付はいたしません。
※申込多数の場合は、抽選を行います。
※当選者のみ電話でお知らせしますので、互助会事務局
へチケットを取りにお越しください。

※第３者への転売行為はご遠慮ください。

……………………………………………第40回 労福協まつり !!
大好評!! 年末恒例のおまつりデース！
今年で40回目!!! 永く、永～く親しまれている年末恒例のビッグイベント!!
今年もにぎやかに開催いたしま～す。
子どもさんから、おじいちゃん、おばあちゃん‥ご家族そろって遊びにきてください。

◆日　時／12/18㈰ am11：00～pm３：00
◆場　所／大津市勤労福祉センター（打出浜1－6）

互助会事務局の
あるところです

●特価販売コーナー　　●チャリティバザー
●模擬店　　●もちつき大会　　●大抽選会

　　　　　　　　イベント内容は他にもたくさんありますのでお楽しみに……

♪おまつりイベントの内容♪

●チャリティバザーの商品を
募集いたします。

　・�お家の中にある不用品……タオルや
お鍋・シーツなどナド。。。食品や生
き物以外で、お家に眠っている物が
ございましたら、勤労者互助会事務
局（勤労福祉センター）までお持ち
いただくか、ご連絡をいただきまし
たら受取りに伺います！�

　　……�チャリティバザーの売上金
は、全額大津市福祉基金へ寄
付いたします。

ご協力お願いしまーす（＾△＾）

ほのぼ～の（●＾▽＾●）あったか シルバー川柳～～！！

　◆ 何故やせぬ　口ほど動けば　すぐ痩せる
　◆ 白髪を抜いているうちは　まだ若い
　◆ ぽっくりと　逝きたいくせに　医者通い
　◆ 体重計　壊れていないか　米量る
　◆ 値札見て　慌てて戻す　試着室
　◆ 手放せぬ　書いたメモと　飲み薬
　◆ こんにちは　思い出せずに　さようなら
　◆ チンをして　出し忘れて　冷蔵庫
　◆ 最近は　人の顔見ず　腹を見る

思わず吹き出してしまったり、うんうんとうなずいたり、Ｓご夫
婦のやさしく温かいお人柄がうかがえます！！　ご投稿（＾＾）あり
がとうございました。また次回‥‥楽しみにしています。
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

高嶋ちさ子
12人のヴァイオリニスト

12月23日（金･祝）　 15：00 開演
大津市民会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 4,500円（前売り）→ 3,600円 20枚
A　席 4,000円（前売り）→ 3,200円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／11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。

電話
XFA

インターネット

新国立劇場バレエ団
「シンデレラ」

平成29年 1月14日㈯　14：00 開演
びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 10,000円→ 8,500円 10枚
A　席 8,000円→ 6,800円 10枚

※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／11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。

電話
XFA

インターネット

アンサンブル・ノマド
21世紀の「動物の謝肉祭」

平成29年 1月29日㈰　 14：00 開演
びわ湖ホール　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,000円→ 2,400円 10枚
青少年
(25歳未満) 1,000円→ 700円 10枚

※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／11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。

電話
XFA

インターネット
能楽大連吟

平成29年 1月15日㈰　14：00 開演
野洲文化ホール

〔当日鑑賞券〕 
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,000円→ 700円 10枚
※	未就学児入場不可
※全席自由

●締切日／11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。

電話
XFA

インターネット

大和証券グループ presents
辻井伸行 日本ツアー

《バッハ・モーツァルト・ベートーヴェン》

平成29年 3月20日（月･祝）　14：00 開演
びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 6,800円→ 5,800円 10枚
A　席 5,800円→ 4,600円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／11月18日㈮
※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。

水森かおりコンサート
～歌謡紀行～

12月7日㈬　14：00/18：00 開演
ロームシアター京都　メインホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 7,000円→ 6,000円 各10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／11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。

電話
XFA

インターネット

新国立劇場バﾚエ団

ｱンサンブﾙ・ノマド

PHOTO：YUJI	HORI

●申込枚数／
　会員ひとり２枚まで

電話
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

ミロコマチコ
いきものたちの音がきこえる

茶碗の中の宇宙
樂家一子相伝の芸術

◆会期／12月1日㈭～12月25日㈰
◆場所／美術館「えき」KYOTO

＊開館時間／10：00～20：00（12/16・17・21～24は20：30まで）
※入場は閉館30分前まで

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 800円→ 400円 50枚
高大生 600円→ 300円 30枚
小中生 400円→ 100円 30枚

※未就学児無料

◆会期／12月17日㈯～平成29年 2月12日㈰
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9：30～17：00　※入場は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、12/28日㈬～1/2日㈪、1/10日㈫

※但し1/9（月・祝）は開館
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,400円→ 800円 50枚
大学生 1,000円→ 600円 30枚
高校生 500円→ 200円 30枚

※中学生以下・心身に障がいのある方と付添者1名は無料（要証明）
※本料金でコﾚクション展もご覧いただけます

●このチケットの販売は12月16日㈮までです。

●このチケットの販売は
11月30日㈬までです。

窓口

＊会期中無休

窓口

＜グランドガゼﾙもまってる	2010年＞

桂雀々　新春独演会
～とりの巻～

平成29年 1月7日㈯　14：00 開演
京都府立文化芸術会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,600円→ 2,900円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／11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。

電話
XFA

インターネット

神野美伽　特別公演
松竹新喜劇　参加

12月4日㈰・12月17日㈯
　両日とも11：00 開演　　新歌舞伎座
区 分 あっ旋料金 予定枚数

2階席 6,000円→ 4,500円 各10枚
　一 部： 「お染風邪久松留守」より
 　世は情けなにわ長屋の大騒動
　二 部： 神野美伽オンステージ　～これが天下の神野節～
　出 演： 神野美伽、渋谷天外、藤山扇治郎　ほか

※	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／11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。

電話
XFA

インターネット

前進座初春特別公演
『雪月花源氏旗挙ー牛若丸ー』

『人情噺 文七元結』
平成29年 1月9日（月･祝）～1月24日㈫

11：00/15：30 開演
先斗町歌舞練場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一等席 10,000円→ 8,500円 各10枚

※	全席指定　※	パンフﾚット付

●締切日／11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。

電話
XFA

インターネット

日本センチュリー交響楽団
第２１4回定期演奏会

平成29年 1月13日㈮　19：00 開演
1月14日㈯　14：00 開演

ザ・シンフォニーホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

A　席 6,000円→ 4,800円 各10枚
B　席 4,500円→ 3,600円 各10枚

※	未就学児入場不可　
〔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：クレメンス・ハーゲン
〔曲目〕	 ドヴォルザーク：チェロ協奏曲　ロ短調　作品104
	 ベートーベン：交響曲	第6番	ヘ長調	作品68「田園」

●締切日／11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。

電話
XFA

インターネット

©BS12ch	TwellV

日 11 14 17 18 19 21 22 23 24
曜 水 土 火 水 木 土 日 月 火
午前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○

※取扱公演は○印の時間です。
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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。

　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。
※ホーム講座については、受付時に年齢の確認できるものをご持参ください。
　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）
　※お申し込みが少数の場合は中止することがあります。
　※�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、
教材費が発生する場合があります。

勤労福祉センター
 開館時間／月～土曜：午前９時～午後９時まで
 日 曜 日：午前９時～午後５時まで
 休 館 日／毎月第３日曜日、祝祭日

★平成28年度 大津市勤労福祉センター講座・大津市勤労青少年ホーム講座・ 自主事業 申込方法★

大津市勤労福祉センター講座

大津市勤労福祉センター講座 ～受講生募集～
会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます！！

◆申込期間／ 11月９日㈬ 午前8時40分～11月30日㈬　※先着順　
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター　◆申込方法／ 電話・FAX・互助会ホームページ（詳細は下記へ）

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

①
未生流　華道教室 12/2・16・1/13・27・2/10 （金） 10：00

～12：00 5回 ２,５00円
（5,000円）

内容“花”は、見て触れることにより心を和ませ、豊かにしてくれます。
　　　　　　　　　　精神を集中させ、華道の基本をちょこっと学べば、普段の生活にも取り入れられます✿

②
パワーヨガ教室 12/7・21・1/11・25・2/8・15・3/8 （水） 19：０0

～20：０0 7回 ２,000円

内容 深い呼吸とヨガのポｰズで心身をリラックｽさせ、新陳代謝の良い身体づくりをめざします。心とカラダの両面からパワｰｱップ！！

③
旅行を楽しむ♪　英会話教室 12/8・22・1/12・26・2/9・23・3/9 （木） 19：00

～21：０0 7回 ３,５00円
（500円）

内容 いろんなシチュエ シーョンを設定し、基礎会話を練習します。
　　　　　　　　　　本場で通じる発音を習得し、自信を付けましょう！海外旅行が2倍楽しくなりますよ♪　

④ がんばらないヨガ教室Ⅰ
12/8・15・1/12・26・2/9・23・3/9 （木）

10：00
～11：00 7回 ２,000円

⑤ がんばらないヨガ教室Ⅱ 11：30
～12：30 7回 ２,000円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れるときの中で、心身のバランｽを整えていきます。
　　　　　　　　　　がんばりすぎない力で、リラックｽ！健康＆元気を身体で感じていきましょう♪　　

⑥
朝のゆるストレッチ教室 12/9・1/13・27・2/10・24・

3/10・24 （金） 10：30
～１1：30 7回 ２,000円

内容 毎日のｽター トは朝から始まります！朝すっきりしていますか？
　　　　　　　　　　目が覚めた時に少しのｽトﾚッチで一日が快適に！楽しい毎日を過ごしましょう♪

⑦
健康エアロビクス教室 12/9・1/13・27・2/10・24・

3/10・24 （金） 19：０0
～20：０0 7回 ２,000円

内容 運動不足解消！普段使わない筋肉運動にエｱロビクｽを取り入れ、ｱクティブに身体を動かしながら
　　　　　　　　　　気持ちよく汗を流し、日常のｽトﾚｽを発散！心とカラダをリフﾚッシュします♪

⑧ ピラティス＆ヨガ教室（和室） 12/13・1/17・31・2/14・28・
	3/14・28

（火） 19：０0
～20：０0

7回 ２,000円

⑨ ピラティス＆ヨガ教室（軽スポ室） 12/20・1/10・24・2/7・21・	
3/7・21 7回 ２,000円

内容 人の持つ筋肉をしなやかにし、筋肉を無理なく正しく使い、
　　　　　　　　　　美しい理想の姿勢づくりができるエクササイズです。身体をリラックｽさせる効果もあります！
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◆開催日時／12/15 木曜日
	 10：00～12：00　全１回
◆開催場所／ ４F　研修室
◆講　　師／ 中田園芸　中田　幸吉 先生
◆持 ち 物／ 持帰り用袋（幅40㎝　高さ30㎝

奥行30㎝以上）・汚れてもよい
服装・ビニール手袋（フィット
するタイプ）・移植用のスコップ

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 2,5００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／ 11/17㈭AM８:40～
　　　　　　 　　　　12/9㈮  ※先着順

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！！

クラフトバンド教室
「クリスマスリース」を作ります。

「魔除け」「豊作祈願」「新年の幸福」 を願ってお家に
飾りましょう♪
◆開催日時／ 12/９ 金曜日  10：00～12：00 全１回
◆開催場所／ ４F 研修室
◆講　　師／ 生野　千穂 先生　
◆持 ち 物／ はさみ、手拭タオル
◆内　　容／    ｅｃｏな紙バンドで、可愛いクリスマスリースを作

りましょう。日本の「しめ縄」と同じような意味
合いを持っており、欧米では１月６日まで飾っ
ているそうです。。。

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 500円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／11/９㈬AM８:40～
　　　　　　　　　11/30㈬　※先着順

年越し！ 手打ちそば教室
蕎麦には「ルチン」 が多く含まれ、高血圧の予防・改
善にも良いと言われています。自家栽培・無農薬のおい
しい蕎麦粉（信濃1号＝信州で改良され、品質も高く評
価されています）を使って手打ちそばに挑戦してみませ
んか？本当の蕎麦の香りと味を堪能してください。

◆開催日時／ 12/11 日曜日 
 10：30～12：30 全１回

◆開催場所／ ２F 調理実習室
◆講　　師／ 中井　あけみ 先生　
◆持 ち 物／ エプロン、三角巾、布巾（２枚）

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 7００円）
◆定　　員／16名
◆申込期間／11/９㈬AM８:40～11/30㈬  ※先着順

お正月用
寄せ植え教室

お正月には欠かせない縁起の良い植物 「葉牡丹」 を使った寄せ植え
してみませんか？　新年の玄関に飾って幸福を呼び込みましょう～♡
春先まで長持ちしますよ♪

大津市勤労青少年ホーム講座 会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます！！（ただし、35歳未満の方が対象となります。）

心とからだのメンテナンスヨガ教室
◆開催日時／12/3、10、17、1/14、21、28、

2/4、18、25、3/4
  土曜日　13：30～14：30 全1０回
◆開催場所／2Ｆ 多目的室
◆講　　師／ヨガスタジオアピュアー 中塚　奈津子 先生
◆持 ち 物／運動のできる服装、

飲み物、汗拭きタオル

◆内　　容／深い呼吸で内臓を活性化し、新陳代謝
の良い身体をつくります。女性の美を
意識し、気になるポッコリお腹を引き締
めるなど体形維持や体質改善（体調
の管理や美肌促進など）に着目し、こ
れから歳を重ねていく女性たちが自身で
ﾒンテナンｽできるようになります！

◆受 講 料／2,０００円　　　◆定　員／20名
◆申込期間／11/９㈬AM８:40～11/30㈬
　　　　　　※先着順 	
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互助会だより11月号

10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

	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、宜しくお願い致します。	 互助会事務局【電話：５２２－６４９９】

ボディ・ﾒイク・食育の
パ ソーナﾙｽタイリｽトをさせて頂いています。

心育美身．－kokoikuBB 

TEL：090－9980－3550
kokoikubb@ezweb.ne.jp

K-PoPｱｰティｽトプロデュー ｽ

K&Dエンターテイメント
草津市南笠東1－6－12

TEL：090－9053－0512
namchako@gmail.com

日本語を知るには日本で暮そう。

Hiromi Vogel’s Nihongo School
大津市富士見台41－37
TEL：０９０－6041－5710
www.nihongo-school.jp
hvogel@nihongo-school.jp

舗装・土木工事で丁寧な仕事で
お客様に喜ばれております。

有限会社 コカドコンストラクション
大津市伊香立下龍華町96－1

TEL：０７７－598－2929
FAX：０７７－598－2939
kokado@f4.dion.ne.jp

勉強が楽しくなる塾です！

啓学ゼミ
大津市月輪1－6－1	月輪自動車教習所別館2F

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０７７－544－7510
www.keigakuzemi.com.

keigakuzemi_ｚｘ11@ｒ3.dion.ne.jp

琵琶湖産にこだわってます

有限会社 田村淡水
大津市本堅田2－19－16
TEL：０７７－５７３－2728
FAX：０７７－５７2－2720
t_tansui@yahoo.co.jp

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

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。

＜コンサート・演劇など＞
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＞ 
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 日･祝祭日休み
　　　　　　瀬田、大津北商工会（堅田支所･志賀支所） 月～金 ８：３０～１７：１５ 土･日･祝祭日休み

FAX電話 インターネット

窓口

得 得 プレゼント ●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／１１月２５日㈮
※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。

①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）………… ５名
※11月にお誕生日を迎える会員対象

②ミロコマチコ いきものたちの音がきこえる…ペア1組（提供：㈱エｰｽプロモ トー）

③ユナイテッドシネマ映画鑑賞券 …3名（提供：ユナイテッドシネマ大津）

下記の賞品を抽選でプレゼントします。


