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12月の互助会予定！
！
こども商品券を
あっ旋しまぁ～す !
＆
東京ディズニーリゾート
サンクスキャンペーン♪
※詳しくは、Ｐ３・P4をご覧ください。

労福協まつり（12/１８）
♪
大津地区労働者福祉協議会
様とのコラボ企画 ! !
「食べて・遊んで・買って」
といろいろとお楽しみいただ
けるイベントです！
ぜひ、 遊びにお越しくださ
い。お待ちしております。

◆推奨バスツアー

大人気のかにバスツアー♪ 互助会限定募集！
！ です。
通常の助成額よりさらに! ! お安くご参加いただけます♪
※詳しくは、Ｐ３をご覧ください。

日

４
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５

・互助会だより発行/
発送
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８
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１４
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１８

１９

２０

２６

２７

２５

・会員異動報告書提
出締切

１

６

１１

・第40回労福協まつり

水

・こども商品券申込締切

●年末年始の事務業務について

２８

木

２

金

９

３

１０

・ケーキ教室

１６

１７

２２

２３

２４

２９

３０

３１

・あっ旋チケッ
ト申込締切
・得得プレゼント応募締切

・彫刻家 樂雅臣展 年末休暇
取扱終了

・茶碗の中の宇宙 樂家
一子相伝の芸術取扱
終了

年末休暇

土

年末休暇

●共済金給付申請について

◆会員異動報告書の提出……12月末までの会員の退会及
び来年１月からの入会の受付については、事務処理の都
合により１２月２6日 ㈪ 必着でお願いします。

共済金給付の請求には、 期限があります。

◆請求期限は給付事由の発生日から１年以内です。
１年を過ぎますと支給できませんのでご注意ください！
！

◆窓口業務……下記の期間休ませていただきます。予約チ
ケットの受け取りや購入予定のチケットなどがありまし
たら、お早めにお越しください。
※互助会事務局＆瀬田・大津北商工会（堅田・志賀支所）
……12月29日 ㈭ ～ 1 月 3 日 ㈫

◆退会餞別金の請求期限は退会後３ヶ月以内です。
※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

●次回の互助会だより発行日

を添付してください。

次月号の発行は 1 月 6 日 ㈮ となります。
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互 助 会 だより12 月号

推奨ツアー

旅行社

電話

コース番号：640－0240－G

旅行社

FA X

お伊勢さん　 初詣両参り

＊軽昼食付き

★軽昼食は選べる 「松阪牛太巻き３貫」 又は 「天むす３つ」
！
お一人様
食事ランクアッププラン
1,000円増しで松阪牛弁当をご用意！※出発日の２日前までにお申込み下さい。
★イワシ焼き１本ご賞味
★伊勢名物！さめのたれ （みりん味） ご賞味
★「伊勢海老せんべい１枚」ご賞味 ★「松阪牛せんべい１枚」ご賞味 ★「カットわかめ１袋」お持ち帰り付き！

旅のポイント

1/6 ㈮・1/8 ㈰

◆開 催 日／ 平成29年
◆場

所／

三重県

◆旅行代金／ 会

2,98０円

員

４,９８０円
５,９８０円

同居家族
一

般

◆旅行企画実施旅行社／

観光庁長官登録旅行業第91号

※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）

◆募集人数／ 各４６名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

㈱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）

大津京駅（ 7：40）‖‖ 大津駅前（ 7：50）‖‖ 草津駅西口（ 8：2０）‖‖ 関（お買物）‖‖ 伊勢神宮外宮（自由参拝）‖‖
‖‖ 伊勢神宮内宮（自由参拝とおかげ横丁自由散策）‖‖ 海産物のお買物 ‖‖ 各地（18：００～19：００頃）

推奨ツアー

旅行社

電話

新名所 ★

★

旅行社

FA X

★

ネスタリゾート
『ネスタ イルミナ』
と
コース番号：640－0568－G
神戸春節祭

＊昼食付き

★神戸春節祭（期間：1月27日㈮～29日㈰）
旧暦で節句を祝う中国では、旧暦のお正月を「春節」として盛大に祝います。 この時期の中国は
爆竹が鳴り響き、祝い事にはかかせない龍や獅子が舞い踊り、おおいに賑わいます。
★新名所ネスタリゾート神戸：トンネル内をイルミネーションがかざる歩きながら海を体験する新感覚光のファンタ
ジー！
！ 施設内で使える500円分のお土産券付！

旅のポイント

1/28 ㈯・1/29 ㈰

◆開 催 日／ 平成29年
◆場

所／ 兵庫県

◆旅行代金／ 会

員

一

般

同居家族

4,９8０円
６,９８０円
７,９８０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、大津京駅）

◆募集人数／ 各４6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（ 11：20）‖‖ 大津駅前（ 11：50）‖‖ 大津京駅（ 12：00）‖‖ 神戸市内・メリケン食堂（ご昼食）‖‖ 神戸南京街（にぎわう春節祭を各自見学）
‖‖ ネスタリゾート（2016年11月10日オープンの歩きながら海を体感するファンタジー・ネスタ イルミナ～光の散歩道～へご案内）‖‖ 各地（２0：00～20：40 頃）
＊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。（かにバスツアー除く）
◦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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旅行社

推奨ツアー

電話

若狭小浜 かにバスツアー

互助会限定募集!!

旅行社

FA X

若狭小浜温泉『わたつみの湯』とカニ2.5杯の蟹会席料理の旅
冬の味覚の王様『蟹』をご満喫下さい。

１/22 ㈰・１/25 ㈬

◆開 催 日／ 平成29年
◆場

所／ 福井県小浜市方面

◆旅行代金／ 会

員

同居家族		

7,30０円

◆旅行企画実施旅行社／
観光庁長官登録旅行業第55号

８,３００円
般		１１,８００円

一

※助成済額で表記しています。
※申込時にご希望の乗車場所（大津
駅・大津京駅）をお伝えください。

◆募集人数／ 1/22
1/25

90名（最少催行人員35名）
45名（最少催行人員35名）

名鉄観光サービス㈱ 大津支店
総合旅行業務取扱管理者 和瀬田 岳宏

大津市末広町1-1 日本生命大津ビル2F

ＴＥＬ：077-510-0100
ＦＡＸ：077-510-0030

<イメージ>

【営業時間】※土・日・祝日休み
平日／9：00～18：00

※定員になり次第締切

大津駅（ 9：30 発）‖‖ 大津京駅（ 9：40）‖‖ 藤樹の里あどがわ（10：3０～10：45）‖‖
‖‖ 若狭小浜温泉・サンホテルやまね かに会席料理の昼食（11：5０～13：50）‖‖
‖‖ 若狭フィッシャーマンズワーフ（14：0０～14：40）‖‖ 藤樹の里あどがわ（15：4０～16：00）‖‖ 各地（17：00～17：30 頃着）
＊各地の天候、交通事情等により多少行程が変更になる場合があります。

※２ページの ◆ 申込方法 ◆ ◆注意事項◆ をご覧下さい。

コーポレート
プログラム
契約限定
大人（１８歳以上）
通常料金 7,400円⇒

6,500

円

中人（12歳～17歳）
通常料金 6,400円⇒

5,600

円

小人（４歳～11歳）
通常料金 4,800円⇒

4,200

円

「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」1月4日㊌～3月17日㊎
※上記どちらかのパークにて、 実施期間中のお好きな１日に特別料金でお楽しみいただけます。 ※土日祝を含む全日
※入園保証なし（入園制限中のパークではご利用いただけません。）

下記の購入申込書をコピーまたは切り取ってチケット販売窓口にご提出ください。
さらに ! !『コーポレートプログラム利用券』
も併せてご利用いただけます。〔会員：1,500円／家族：500円割引（年度内一回限り利用可）〕
※ご利用対象者は、 購入申込書１枚につき会員とその同居家族５名様まで購入可能です。
※コーポレートプログラム利用券は、 互助会事務局と瀬田・大津北（堅田・志賀）商工会で取り扱っています。
※ご利用の際は、 購入申込書の注意事項を必ずご確認ください。

1

３

４

７

滋賀県勤労者互助会連合会
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こども商品券あっ旋

FAX

全国５０００店舗を超える百貨店や量販店・専門店で、玩具やベビー・子供服、文具等の購入にご利用
いただける商品券です。クリスマスプレゼントのご購入の際や、お年玉に是非ご利用ください。

◆ あっ旋金種／480円（通常500円）と 960円（通常1,000円）

◆ 申込方法／下記申込書をＦＡＸ（52３-３49４）で互助会事務局へ送信ください。
お渡し準備（12/21以降）が出来次第ご連絡させていただきます。
◆ 申込締切／12月13日㈫

◆ 有効期限／2021年12月31日まで

〈市内の加盟店〉 西武・イオン・平和堂・トイザらス・エディオン・ジョーシン……等

※最新の加盟店情報は、㈱トイカードのフリーダイヤル 0120-351-172 またはホームページ
ＵＲＬ http://www.toycard.co.jp をご覧ください。

～～～ こ ど も 商 品 券 あ っ 旋 申 込 書 ～～～
事

業

所

名

会

員

氏

名

日中連絡ＴＥＬ

会

員

番

号

480円

（通常価格 500円）

枚

円

960円 （通常価格1,000円）

枚

円

枚

円

合

計

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

冬シーズン入園券のあっ旋 ! !

窓口

ひらかたパークの冬季チケットが、あっ旋価格でお買い求めいただけます。
※今回のお取り扱いは、 12月 2日㈮～平成29 年 2 月26日㈰ の間でご利用いただける冬季チケットです。
取扱チケット

券

種

一般価格

あっ旋価格

４，４００円

３，７００円

小学生

３，８００円

３，２００円

2歳～未就学児

２，６００円

２，２００円

おとな

２，０００円

１，６００円

こども

１，２００円

１，０００円

おとな
入園+フリーパス引換券

入園
+
ウインターカーニバル入場券

（2歳～小学生）

◎フリーパスはひらかたパーク窓口にて、
当日券への引き換えが必要です。

（引換券では利用できません）
◎チケットの返品・交換はできません。
◎フリーパスはご利用当日ご本人様に限
り有効です。
◎フリーパスではご利用いただけない施
設･イベントがあります。

◎スケート貸靴のご利用は貸靴料金（６００円）が別途必要です。
◎今季のイベントホール催事につきましてはフリーパスではご入館いただけません。
【購入方法】 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。
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、 事前にご連絡ください。

■ 休園日・営業時間等、詳細についてはひらかたパークホームページ http://www.hirakatapark.co.jp でご確認ください。
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第40回 労福協まつり !!
…………………………………………
12/18 ㈰ am11：00 ～ pm３：00

◆日

時／

◆場

所／大津市勤労福祉センター （打出浜 1－6 ）

年 末恒例のビッグイベント!!

互助会事務局の
あるところデス!

●特価販売コーナー
‥‥衣類や鉢植え（クリスマス・お正月用含む）
新鮮なお野菜・果物・お魚・うみたて玉子・パン・
デコ巻き寿司 ^o^ などなど、
、
、
いずれも驚きの価格 !!
●チャリティバザー‥‥掘り出し品がどっさり ! !

●昭和の香りたっぷり♪～

1 日限りの駄菓子屋さん ！‥‥綿菓子もあるよ♪
●竹笛作り体験コーナー
‥‥自然の竹で笛を作ろう～ (^O^) ピィ～
●血流測定会
‥‥寒い冬こそ！健康に気を付けましょう～（^.^）
●子どもゲームコーナー
‥‥ストライクアウトやバルーン・ビンゴ！
チャレンジゴールに輪投げなどなど 1 日遊べるよ（^^♪

●模擬店‥‥焼きそば・豚汁・たこ焼き‥‥他にもいっぱい！

●もちつき大会‥‥つきたてを召し上がれ！（○＾＾○）！

●大抽選会‥‥大 人向け、子ども向け、それぞれ豪華賞品
が多数ございマース。

第39回理事長杯争奪ボウリング大会

会社の仲間や家族でボウリングをしよう！ みなさんの参加をお待ちしています。
◆日

時／ 2月10日㈮

◆場

所／ＲＯＵＮＤ1（大津市浜町２-１ 浜大津アーカス４階）



事業報告

ご家族そろって（＾＾）
来ておくれ～（^.^）♪
☆詳細は、同封のチラシを
ご覧くださ ~ い♪

♪おまつりイベントの内容♪

予 告！

今年で40回と……永く親しまれている

１９：００開始

（受付開始／１８：３０～）

※詳しくは、来月号に掲載します！！

◆参加資格／会員、同居家族
◆募集チーム／40チーム
★ゲーム方法 ●団体戦と個人戦があります。
●２ゲーム投球し、合計得点により順位を決定。
●マイボール・マイシューズは使用禁止です。

第１回グラウンド・ゴルフ大会を 10/30（日）開催
❖参加者 36名
開催しました！
！ 

矢橋帰帆島公園でグラウンド・ゴルフ大会を開催しました。
初開催の今大会は、86歳の方から７歳の小学生まで、36名の方にご参加いただきました。
参加者の皆さんありがとうございました。

★平成28年度 大津市勤労福祉センター講座・ 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。
※センター講座「歴史講座」「スケッチ教室Ⅰ・Ⅱ」につきましては、受講料（教材費）は講座初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。
勤労福祉センター
※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。

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

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12 月号
会員以外の方でも誰でもご参加いただけます！
！

大津市勤労福祉センター講座

①アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ
②アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ

歴史講座

「信長公記を片手に信長と歩く近江」
～「信長がみたもの」「信長を見たもの」 ～

（女性限定）

◆開催日時／ 1/7・14・28・2/18 土曜日

13：30～15：30

◆開催場所／ ４F 研修室
◆講

◆開催日時／ ① ② 1/11・25・2/8・22

3/8・22

水曜日
① 10：00～11：30 全６ 回
② 13：30～15：00 全６ 回

全４ 回

師／（公財）滋賀県文化財保護協会
大沼 芳幸 氏

◆開催場所／ 2F 和室
◆講

◆持 ち 物／筆記用具
◆内

容／ 近江を拠点に天下布武の道を突き進んだ織
田信長。彼は何故近江を選んだのか？
この講座では、信長に関する最も信頼のおけ
る資料である「信長公記」のうち、近江に
おける信長の行動を読み解くと同時に、現代
の近江をトレースし、「信長がみたもの」「信
長を見たもの」を紹介します。

◆内

◆受 講 料／２,０００円 （教材費 ５００円）
◆定

香織 先生

容／ 季節に合わせたアロマクリームを使って、まず
はご自身で首や足をマッサージしてリンパを流
します。ストレッチで筋肉や関節を伸ばして、
さらにリンパを流しながら、体幹（コア）
を使っ
て体力UP!
免疫力UP ! をめざすクラスです。

０００円）
◆受 講 料／ ① ② ともに １,８００円（教材費 ３，

員／３０名

◆申込期間／ 12/ 8 ㈭ AM 8：40～ 1 / 6 ㈮

師／ 須田

◆持 ち 物／ 動きやすい服装・飲み物・タオル

◆定

先着順

員／ ① ② ともに １３名

◆申込期間／ 12/ 8 ㈭ AM 8：40～ 1 / 6 ㈮

先着順

① お手軽スケッチ教室Ⅰ
② お手軽スケッチ教室Ⅱ
◆開催日時／ ① ② １/２５・２/８・２２・３/８・２２

① 10：00～12：00

◆開催場所／ ３F 集会室

全５回
◆講

水曜日

② 13：30～15：30

師／ 児玉

紘一 先生

全５回

◆持 ち 物／ 描きたいもの（野菜・果物・花など何でも）現在お手持ちの絵具・筆・色鉛筆・スケッチブックなど
◆内

容／「絵を描いてみたい！
！」という初心者向けの教室です。絵を描くことを楽しんでください♪
注）絵の具等については、 初回に講師より説明がありますので、 新しいものは購入しないでください。

◆受 講 料／ ① ② ともに ２,5００円

◆定

員／ ① ② ともに 15名

◆申込期間／ 12/19㈪ ～１/19 ㈭
1/20 ㈮ 事務局内にて抽選後、 当選者に連絡させていただきます。
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！
！

「ひきしめエクササイズ教室」
～お正月でなまった体を引き締めましょう！～

◆開催日時／ 1/17・24・31
◆開催場所／ ２F 多目的室
◆講
◆内

師／ 福永

郁代 先生

火曜日 10：30～11：30

全3回

◆持 ち 物／運動のできる服装・500mlの水（またはお茶）
・タオル・シューズ

容／ あなたの身体能力はどれくらい⁈ 年末年始は、
“忙しい？”“ゆっくり？”“おなかいっぱい？”
…確実に生活リズムは乱れています。
新しい年を迎えた今、これからの快適な日常生活に向けて、カラダをエクササイズでリセットしましょう♪

◆受 講 料／１,5００円

◆定

員／１０名

◆申込期間／12/ 8 ㈭ AM 8：40～ 1 /13 ㈮
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先着順

互 助 会 だより12 月号
★★申込方法は、10 ページをご覧下さい。

子どものための
管弦楽教室 第13回

電話

FA X

インターネット

FA X

インターネット

平成29年 3月12日㈰

びわ湖ホール

区分

大

2,000円→ 1,400円
1,000円→ 700円

人

子ども

(4歳～中学生)

平成29年 3月25日㈯

14：00 開演
大ホール

あっ旋料金

びわ湖ホール声楽
アンサンブル第63回定期公演
木下牧子作曲 オペラ『不思議の国のアリス』

電話

予定枚数

区分

一

20枚

びわ湖ホール

あっ旋料金

3,000円→ 2,400円
1,500円→ 1,100円

般

青少年

(25歳未満)

※全席指定
※6歳以上入場可

14：00 開演
中ホール

予定枚数

10枚
10枚

※全席指定
※6歳以上入場可
●締切日／12月22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／12月22日㈭

子どものための
管弦楽教室
指揮：藤岡幸夫

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

びわ湖ホール声楽アンサンブル 第63回定期公演
木下牧子作曲 オペラ『不思議の国のアリス』

おかあさんといっしょ

電話

FA X

FA X

ガラピコぷ～がやってきた！
！

インターネット

インターネット

平成29年 4月1日㈯ 13：00/15：30 開演
区分

A

びわ湖ホール

席

大ホール

あっ旋料金

人形劇団クラルテ
～ おやゆびひめ ～
真冬に春がやってきた

電話

平成29年 1月8日㈰

予定枚数

区分

2,600円→ 1,800円 各10枚

びわ湖ホール

14：00 開演
中ホール

あっ旋料金

全席指定 2,600円（前売り）→ 1,800円

※全席指定 ※1歳以上有料
※1歳未満の膝上鑑賞は保護者1名につきお子様1名まで無料
※1歳未満のお子様でもお席が必要な場合は有料

※3歳以上有料

予定枚数

20枚

〔出演〕 ガラピコぷ～の仲間たち
(チョロミー・ムームー・ガラピコ)
うたのお兄さん：坂田おさむ
うたのお姉さん：つのだりょうこ

●締切日／12月22日㈭

●締切日／12月16日㈮

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

石川綾子

電話

FA X

インターネット

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

電話

インターネット

平成29年 2月11日（土･祝） 15：00 開演
区分

守山市民ホール

小ホール

あっ旋料金

全席指定 3,000円（前売り）→ 2,400円

※未就学児入場不可

市川由紀乃コンサート

FA X

ヴァイオリンコンサートｉｎ 守山

平成29年 3月25日㈯

予定枚数

区分

一

10枚

般

14：30 開演
野洲文化ホール
あっ旋料金

5,500円→ 4,400円

※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／12月22日㈭

●締切日／12月22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12 月号
★★申込方法は、10 ページをご覧下さい。

うたと邦楽器2017

電話

FA X

FA X

～知っていますか 声楽と和楽器の素敵な音色～

インターネット

平成29年 3月19日㈰

14：00 開演
滋賀県立文化産業交流会館 小劇場

一 般
25歳以下

あっ旋料金

2,500円→ 1,800円
1,000円→ 700円

※全席自由
※未就学児入場不可

リサイタル2017

インターネット

平成29年 2月19日㈰
区分

錦織 健

電話

14：00 開演
京都コンサートホール 大ホール

予定枚数

区分

S 席
A 席

10枚
10枚

あっ旋料金

4,600円→ 3,700円
3,600円→ 2,900円

※全席指定
※未就学児入場不可

予定枚数

10枚
10枚

声楽家 横山政美氏(滋賀県出身・神奈川在住)によるコンサート。
うたと邦楽器によるアンサンブルの豊かさ、日本の楽器の多彩な音色が
実感できるコンサート。
湖国滋賀にゆかりのある演目を予定。

●締切日／12月22日㈭

●締切日／12月22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。

美川憲一＆コロッケ

電話

FA X

FA X

スペシャルジョイントコンサート

インターネット

インターネット

平成29年 1月30日㈪ 14：00/17：30 開演

ロームシアター京都

区分

全席指定

平成29年 1月14日㈯・1月22日㈰

両日とも11：30開演

メインホール

あっ旋料金

予定枚数

区分

7,560円→ 5,000円 各10枚

2階席

※未就学児入場不可

インターネット

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

日本センチュリー交響楽団
びわ湖定期公演 vol.9

区分

S 席
A 席

※全席指定

大ホール

あっ旋料金

4,500円→ 3,600円
3,500円→ 2,800円

※未就学児入場不可

改組

窓口

平成29年 2月11日（土･祝） 17：00 開演

びわ湖ホール

予定枚数

6,000円→ 4,500円 各10枚

●締切日／12月22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

あっ旋料金

新歌舞伎座

※全席指定
※未就学児のご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／12月22日㈭

電話

石川さゆり2017
開運招福音楽祭

電話

新

第3回 日展京都展

◆会期／ 12月10日㈯～平成29年 1月15日㈰
◆場所／ 京都市美術館

＊開館時間／9：00～17：00
（12/10は10：00から
開会式） ※入館は16：30まで
＊休館日／祝日を除く毎月曜日
（1/9は開館）
年末年始
（12/28～1/2）

予定枚数

10枚
10枚

区分

一 般
高大生

〔出演〕 指揮：沼尻竜典/ピアノ：菊池洋子
〔曲目〕 ロッシーニ：歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15
ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

あっ旋料金

1,000円→
600円→

600円
400円

予定枚数

50枚
30枚

※中学生以下、
京都府下および滋賀県下に在住または通勤・
通学の3月末18歳以下、京都市内在住の満70歳以上、
障がい者手帳等を提示の方は無料（要証明）

●締切日／12月22日㈭

●このチケットの販売は1月14日㈯までです。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

–8–

互 助 会 だより12 月号
★★申込方法は、10 ページをご覧下さい。

彫刻家

窓口

樂 雅臣 展

◆会期／ 平成29年 1月2日（月･振休）～1月17日㈫

一 般
高大生
小中生

800円→
600円→
400円→

※未就学児無料

●このチケットの販売は
12月28日㈬までです。

400円
300円
100円

＊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／1/30・2/6・13・20・27

予定枚数

50枚
30枚
30枚

区分

一 般
高大生
小中生

「輪廻 扇」2010年
©Masaomi Raku courtesy of
imura art gallery

◆会期／ 平成29年

そしてしあわせ～

700円→
500円→

※小学生以下無料

400円
300円

～時空を超えた旅～

予定枚数

区分

100枚
50枚

一 般
高大生
小中生

あっ旋料金

1,500円→
1,100円→
600円→

ミシガン初日の出クルーズ

第62回

《琵琶湖船上から眺める2017年ご来光》

1月 1日 元旦

◆運航時間／※6：30 乗船開始

会

ご来光

6：40 ⇒ 7：04頃 ⇒ 7：30

大

人

小

人

（中学生以上）
（小学生）

通常料金

会員料金

2,780円 2,340円
1,390円 1,170円

50枚
30枚
30枚

※小学生未満無料

滋賀県勤労者美術展
作品募集

美術展の会期：

◆期日／平成29年

区分

900円
600円
300円

予定枚数

●このチケットの販売は12月22日㈭までです。

●このチケットの販売は1月16日㈪までです。

大津港着

4月2日㈰

＊開館時間／ 9：30～17：30
（土曜日は19：00まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、12/29～1/3、1/10・3/21
※但し 1/9・3/20は開館

※障がい者手帳持参の方は無料

大津港発

50枚
30枚
30枚

古代ギリシャ

◆場所／ 神戸市立博物館

＊開館時間／ 10：00～20：00（1/4は12：00開館）
（1/16は17：00まで）※入場は閉館30分前まで
＊休館日／会期中無休

一 般
中高大生

800円
600円
200円

◆会期／ 12月23日（金･祝）～平成29年

1月4日㈬～1月16日㈪

あっ旋料金

特別展

窓口

◆場所／ 大丸ミュージアム＜京都＞

区分

1,400円→
1,000円→
500円→

予定枚数

●このチケットの販売は1月23日㈪までです。

金澤翔子×いかわあきこ 共に生きる展
～みんなえがお

あっ旋料金

※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

大丸創業300周年記念

窓口

1月24日㈫～3月26日㈰

◆場所／ あべのハルカス美術館

＊開館時間／10：00～20：00（1/2・3・11は20：30まで）
※入場は閉館30分前まで

あっ旋料金

－梅原龍三郎が出会った西洋美術－

◆会期／ 平成29年

◆場所／ 美術館「えき」KYOTO ＊会期中無休
区分

拝啓 ルノワール先生

窓口

※当日の気象状況によ
り初日の出が拝めな
い場 合がございます。
予めご了承ください。
※船内でちょっぴり振舞
サービスがあります。
（数量限定）

◆お求め方法／当日、互助会の会員証を現地窓口にてご提示ください。
※ご予約も可能です。
※会員証１枚につき５名まで会員料金にてご乗船いただけます。
※大人１名につき未就学児１名無料。
（２名は小人チケット１枚必要）
※お問い合わせ・ご予約は……
琵琶湖汽船㈱【電話：５２４－５０００】
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平成29年 ２月21日㈫～2月26日㈰
場：滋賀県立近代美術館ギャラリー

●作品募集内容：
「書道の部」「写真の部」「絵画の部」
「工芸手芸の部」
●応募規定：作品についての条件
＊作品は未発表のものに限ります。
＊各種目とも応募は一人１点とします。
（ただし、複数部門に出品することは可）
＊作品受付期間内に定められた場所に作品を搬入すること。
（郵送受付不可）
●問い合わせ先： 一般社団法人 滋賀県労働者福祉協議会
（大津市打出浜２-１ コラボしが２１ ６階）
ＴＥＬ：０７７－５２４－６２９０ 担当：宇川
※詳しくは同封の 「作品募集要項」 をご覧ください。

互 助 会 だより12 月号
11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

小ロットアパレル製品
製造・生産管理・お直し

地域の皆様の健康づくりをお手伝いします

“質の高い保育を英語で”
～英語を学ぶのではなく英語で学ぶ～

cotory sewing labo

梅田整骨院

ウィルインターナショナルスクール

大津市大江
https://m.facebook.com/cotorysewinglabo
cotorysewinglabo@gmail.com

大津市湖城が丘28－7
TEL：077－523－7337
http://www.eonet.ne.jp/~umedaseikotsuin/

大津市真野1－5－14
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：077－575－4940
http://www.willschool-otsu.com
info@willschool-otsu.com

（コトリ ソーイング ラボ）

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。
下記の賞品を抽選で
どうぞ、宜しくお願い致します。 
互助会事務局【電話:５２２－６４９９】
プレゼントします。

得 得 プレゼント

下記の賞品を抽選でプレゼントします。

………5名
① お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
※12月にお誕生日を迎える会員対象

② 改組 新 第3回 日 展 …… ペア 1 組（提供：㈱エースプロモート）
③ ひらかたパーク入園券 …………………… ペア 1 組
（有効期限 H29.2.26）

（提供：㈱京阪レジャーサービス）

④ 海遊館カレンダー ………………… 1 名（提供：㈱海遊館）
※事務局に取りに来られる方限定

●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／１２月２２日㈭ 必着
※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。

＜美術展など＞

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
年末年始休業期間（Ｐ１の「事務局からのお知らせ」をご覧ください。）
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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日･祝祭日休み
土･日･祝祭日休み

