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互助会だより２月号

互助会だより
平成28年2月5日 発行

2 月 号
平成28年1月1日	 現在
事業所数	 1,019　
会 員 数	  5,903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/

日 月 火 水 木 金 土
1
・志村ふくみ取扱終了

2 3 4 5
・互助会だより発行／発送	
・長谷寺の名宝と十一面観
音の信仰取扱終了

6

7 8 9 10 11
・いちご狩り食べ放題＆三河路
名物食べ歩きバｽツｱｰ

12 13

14 15 16
・いちご狩り食べ放題＆
三河路名物食べ歩きバ
ｽツｱｰ

17 18
・歌川広重の旅取扱終了

19
・第38回理事長杯争奪ボ
ウリング大会

・実相院門跡展取扱終了

20

21 22 23 24 25
・あっ旋チケット申込締切
・得得プﾚゼント応募締切

26 27
28 29

・モネ展取扱終了

 お知り合いの事業所様をご紹介下さい !!
　大津市勤労者互助会では、互助会制度の目的・趣旨に賛同し会員となっていただける方を募集しています。
ご紹介先には事務局職員が互助会の活用方法など詳細をご説明に伺います。
　ご紹介いただいた事業所様が新規ご加入された場合、ご紹介者様（ご紹介元）に、加入者一名様につき
報奨金を差し上げます。お友達やお知り合いなどぜひ、ご紹介ください。お待ちしております。

2月の互助会予定！！

今月の紹介
勤労福祉センター事業

コンサート・演劇

推奨ツｱ 	ー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P2・7

ジェフグﾙﾒカ ドー	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P2

西谷夏マリンバ･打楽器ソロコンサ トー	 栗東芸術文化会館さきら	‥ P4
第2回びわ湖祝祭管弦楽団演奏会	 栗東芸術文化会館さきら	‥ P4
0歳児からのコンサ トー	 守山市民ﾎｰﾙ	‥‥‥‥‥ P4
日本センチュリー 交響楽団	 守山市民ﾎｰﾙ	‥‥‥‥‥ P4
チック･コリｱ＆小曽根真	ピｱノ･デュオ	プﾚイズ･ｱコー ｽティック	守山市民ﾎｰﾙ	‥‥‥‥‥ P4
春休みお笑いライブ＆吉本新喜劇in野洲2016	野洲文化ﾎｰﾙ	‥‥‥‥‥ P4
石川さゆりコンサ トー	2016	 ロー ﾑシｱター 京都	 ‥‥‥ P5
きかんしゃトー マｽ	ファミリー ミュー ジカﾙ	 京都劇場‥‥‥‥‥‥‥‥ P5
森麻季＆西村悟	デュオ･リサイタﾙ	 京都コンサ トーﾎｰﾙ	‥‥‥ P5
舟木一夫	特別公演	 新歌舞伎座‥‥‥‥‥‥‥ P5
ミュ ジーカﾙ「ジキﾙ＆ハイド」	 梅田芸術劇場	 ‥‥‥‥‥ P5
宝塚歌劇	月組公演	 宝塚大劇場‥‥‥‥‥‥‥ P5

★事業報告　労福協まつり／労福協ボウリング大会	‥‥‥‥‥‥‥ P3・7
★申込方法	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P3・7
★事務局からのお知らせ	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P8
　　助成金･給付金／ナガシマｽパ ラーンド＆湯あみの島
★得得プレゼント	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P8
★全福ネット入院あんしん保険	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P8
★中退共	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P8

あっ旋事業

参加者募集
勤労福祉センター 自主事業講座	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P3

大津歴博の玉手箱	 大津市歴史博物館‥‥‥‥ P6
ビｱズリー と日本	 滋賀県立近代美術館‥‥‥ P6
モネ展	 京都市美術館‥‥‥‥‥‥ P6
光紡ぐ肌のﾙノワｰﾙ展	 京都市美術館‥‥‥‥‥‥ P6
富岡鉄斎	－近代への架け橋－展	 兵庫県立美術館‥‥‥‥‥ P6
松竹映画「家族はつらいよ」	 全国上映映画館‥‥‥‥‥ P6

美術展・映画
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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

東大寺二月堂お水取りと
春日大社・月ヶ瀬梅林 梅まつり

コース番号：
　640－0661－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）

各地（11：30～12：10発）‖‖月ヶ瀬梅林・天下無双の梅の名所。約13,000本の梅林見物‖‖なら和み館・お買物‖‖
	‖‖春日大社・世界遺産・朱塗りの本殿参拝‥‥徒歩‥‥奈良公園・夕食‥‥徒歩‥‥

‖‖東大寺・奈良の夜を彩る伝統行事『お水取り』見物‖‖各地（21：00～21：30頃着）
＊夕食1回付き　　＊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。

⃝奈良の夜を彩る伝統行事 「お水取り」 を見物
⃝世界遺産の春日大社を参拝
⃝約13,000本の梅が咲き誇る梅まつりへご案内
⃝いちごミニパック（3～4粒）とお菓子3種付き

◆開 催 日／	3/5㈯
◆場　　所／	奈良方面
◆旅行代金／	会　　員	 2,980円
	 同居家族	 4,980円
	 一　　般	 5,980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（草津駅西口・大津裁判所公園前・

大津京駅）をお伝えください。

◆募集人数／	46名（最少催行人員25名）※	定員になり次第締切	

大和膳の夕食＜イﾒー ジ＞

◆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／2/18㈭ 19：00まで　※お渡しは2/22㈪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。締切後、お申し込みが多数の場合は抽選し、2/22㈪までに当
選の方へは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

ジェフグルメカード特別あっ旋 !!
　５，０００円分➡４，３００円で販売します。

〈主な加盟店〉　近鉄百貨店・西武百貨店・パルコ　レストラン街及び各飲食店
ガスト・かつくら・かに道楽・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・サーティワンアイスクリーム・
ザ めしや・ジョイフル・ジョリーパスタ・白木屋・ピザハット・ビッグボーイ・松屋・モスバーガー・焼肉でん・焼肉屋さかい・吉
野家・ロイヤルホスト・和食さと…など全国約 35,000 店舗の加盟店でお食事をお楽しみいただけます。

電話
抽選
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塩
し お

麹
こうじ

づくり＆料理教室

　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。       
　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

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。

★平成2７年度 大津市勤労福祉センター自主事業申込方法★

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！！

互助会
事業報告1 第39回労福協まつり（＾＾）大盛況でした～♪

　去る、Ｈ27．12．20（日）大津市勤労福祉センターに於いて、
毎年恒例の労福協まつりを、「大津地区労働者福祉協議会」の皆さんと共に
当勤労者互助会も参加させていただき、2回目となりました。

　当日は、オープンを待ちかねたお客様の列、そして、チャリティバザーコーナーは、
瞬く間に人の輪が何重にも広がり、　
　両手にいっぱいの商品をお買い上げいただきました。
　ご提供くださった品物は‥‥今頃‥‥
　どこかのご家庭で大切に使われていることと思います。
 商品をご提供くださった皆さま
 ご協力ありがとうございました。（全額寄付させて頂きました）
　

　そして、会員事業所さまに、出店していただきました
「クリスマス・お正月用の鉢植え等」　「血流測定」「講座
の先生に作っていただいたデコ巻き販売」‥‥「しめ縄づくり」
「そろばん教室」「新鮮玉子の販売」「子どもゲームコーナー」「一
日限りの駄菓子屋さん」等ナド！おじいちゃん、おばあちゃん、
親子揃って楽しんでいただき、帰りには色とりどりの風船を
片手に‥‥楽しい一日の思い出になっていただけてたら嬉
しいデス♪

 

一日限りの駄菓子屋さんチャリティーコーナー
大輪の人の輪

◆開催日時／ 3/13　日曜日　 10：00～12：00　全1回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター  2F 調理実習室
◆講　　師／ 中井　あけみ 先生　　　　◆持 ち 物／エプロン・手拭タオル・布巾2枚程度
◆内　　容／ うまみとコクがあるおいしい調味料です！
	 便秘予防（改善）・疲労回復・美肌効果・免疫力UP！
	 	漬ける・焼く・あえるだけの簡単おいしいﾚシピを紹介します。。。塩麹豚、枝豆のご飯etc……
◆受 講 料／ 1,000円（材料費800円）　　　　◆定　　員／16名
◆申込期間／2/10㈬AM8：40～3/4㈮まで　※ 先着順

作った「塩麹」は

お持ち帰りいただけます♪

ちびっこに囲まれた
おおつ光ルくん
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★★申込方法は、７ページをご覧下さい。

●締切日／2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。

０歳児からのコンサート

5月22日㈰　11：00 開演
守山市民ホール　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 500円→ 400円 10枚
※		3歳以上有料
※		3歳未満は18歳以上の保護者1名につき1名まで
　膝上鑑賞無料

電話
XFA

インターネット

●締切日／2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。

日本センチュリー交響楽団

5月22日㈰　17：00 開演
守山市民ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
大　人 1,500円→ 1,100円 20枚25歳以下 1,000円→ 700円

※		全席指定　※		3歳以上有料　※		3歳未満入場不可
指揮：飯森範親
ソプラノ：中嶋康子
演奏：日本センチュリー交響楽団

電話
XFA

インターネット

チック・コリア＆小曽根真
ピアノ・デュオ

プレイズ・アコースティック　

5月26日㈭　19：00 開演
守山市民ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 8,500円→ 7,200円 10枚

※		全席指定
※		未就学児入場不可

〔出演〕　チック・コリア、小曽根真

●締切日／2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

湖鼓から未来へ2016
西谷 夏

マリンバ・打楽器ソロコンサート

3月19日㈯　14：30 開演
栗東芸術文化会館さきら　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,000円→ 1,400円 10枚学　生 1,500円→ 1,100円

※		全席自由
※		未就学児入場不可
　

●締切日／2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
第2回 びわ湖祝祭管弦楽団演奏会

3月21日（月･祝）　15：00 開演
栗東芸術文化会館さきら　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 4,000円→ 3,200円 10枚
A　席 3,000円→ 2,400円 10枚

※		全席指定
※		未就学児入場不可
　

●締切日／2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

春休みお笑いライブ
＆吉本新喜劇 in野洲2016

3月5日㈯　13：00／16：00 開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 4,000円（前売り）→ 3,200円 各20枚
※		5歳以上有料
※		4歳以下膝上無料（お席が必要な場合有料）
※		都合により出演者が変更になる場合がございます。

〔申込方法〕 互助会事務局までお電話（522-6499）
でお申し込みください。完売の場合は申込後2日以
内（土日祝除く）にご連絡いたします。

※  ご希望の公演時間がすでに完売の場合もあります。

●締切日／2月25日㈭　
　※		一旦、お申し込みいただきますとキャンセﾙ・変更等はできません。

電話

ルシオール アート キッズ フェスティバル 2016 ルシオール アート キッズ フェスティバル 2016

小曲俊之（トランペット）、佐藤元昭（トランペット）、
三村総撤（ホルン）、近藤孝司（トロンボーン）、
近藤陽一（テューバ）
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★★申込方法は、７ページをご覧下さい。

ミュージカル
「ジキル＆ハイド」

3月26日㈯　17：30 開演
梅田芸術劇場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 13,000円→ 11,000円 10枚

※		全席指定　※		未就学児入場不可

ミュージカル界に新たな歴史を刻んだ『ジキル＆ハイド』。
最強のキャストで、待望の再演！！

〔出演者〕　石丸幹二、濱田めぐみ、笹本玲奈　他
詳しい公演内容は公式HP www.umegei.com　をご覧ください。

●締切日／2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
宝塚歌劇 月組公演

6月18日㈯・7月2日㈯
両日とも 15：00 開演　宝塚大劇場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 8,300円→ 7,000円 各20枚
A　席 5,500円→ 4,400円 各10枚

※		全席指定　※		3歳以上有料
※		出演者ｱシｽタントによる幕間抽選会＆終演後にトップｽター のご挨拶がございます。
※		チケットのお渡しは公演日の1週間前頃になります。ご了承ください。

【演目】 簡易生命保険誕生100周年 かんぽ生命 ドリームシアター
 ロック・ミュージカル
 『NOBUNAGA<信長> －下天の夢-』　　作・演出／大野拓史
　簡易生命保険誕生100周年　かんぽ生命ドリームシアター
　シャイニング・ショー『Forever LOVE!!』　　作・演出／藤井大介

●締切日／2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

石川さゆりコンサート
2016

4月18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 7,500円→ 6,400円 各10枚

※		全席指定
※		未就学児入場不可

●締切日／2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

きかんしゃトーマス
ファミリーミュージカル

「ソドー島のたからもの」

4月30日㈯　12：30／15：00 開演
5月 1 日㈰　11：00／14：00 開演

京都劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S　席 3,000円→ 2,400円 20枚
※		全席指定　※		2歳以上有料
※		2歳未満は保護者1名につき
　1名膝上無料
　

●締切日／2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

森 麻季＆西村 悟
デュオ・リサイタル

5月8日㈰　14：00 開演
京都コンサートホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 5,000円→ 4,000円 10枚
A　席 4,000円→ 3,200円 10枚

※		全席指定
※		未就学児入場不可

●締切日／2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

©Yuji	Hori
©Yoshinobu	Fukaya（aura）

舟木一夫 特別公演
3月6日㈰・3月19日㈯

両日とも　11：30 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
※		全席指定
※		未就学児入場不可

●締切日／2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
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★★申込方法は、７ページをご覧下さい。

大津歴博の玉手箱
◆会期／3月5日㈯～4月17日㈰
◆場所／大津市歴史博物館

＊開館時間／9：00～17：00 ※			展示室への入場は16：30まで
＊休館日／3/7･14･22･28、 4/4･11

 区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 500円→ 300円 50枚
高大生 300円→ 200円 30枚
小中生 200円→ 100円 30枚

①2/25㈭締切⇒3/1㈫以降お渡し
②3/17㈭締切⇒3/22㈫以降お渡し
※			各締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更等はできません。

重要文化財	大津祭曳山月宮殿山見送幕
（上京町月宮会蔵）

FAX
インターネット

電話
窓口 ビアズリーと日本
◆会期／2月6日㈯～3月27日㈰
◆場所／滋賀県立近代美術館

＊開館時間／9：30～17：00 ※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（3/21は開館・3/22は休館）

 区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,000円→ 600円 50枚
高大生 650円→ 400円 30枚
小中生 450円→ 200円 30枚

※	身体障がい者手帳等をお持ちの方は、常設展・企画
展とも観覧料無料

●このチケットの販売は
　 3月18日㈮ までです。

オ ブーリー ・ビｱズリー
《クライマックｽ》『ビｱズリー によるオ
ｽカ ・ーワイﾙド著「サロﾒ」の挿画の
ためのドロ イーング集』より	 　個人蔵

窓口 松竹映画
 「家族はつらいよ」

●このチケットの販売は 3月18日㈮ までです。

平成28年 3月12日㈯ 全国ロードショー
 区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,800円（当日）→ 1,05０円 ５０枚
※互助会の映画特別優待券とは併用できません。
※チケットの取り扱いは、互助会事務局のみとな
ります。（受け取りは瀬田・大津北商工会でも
可能ですので、事前にお電話にてお申し込みく
ださい）

◆県内上映（予定）映画館◆
　ユナイテッド・シネマ大津／
　イオンシネマ草津　　など

Ⓒ2016「家族はつらいよ」
製作委員会

窓口 光紡ぐ肌の
ルノワール展

◆会期／3月19日㈯～6月5日㈰
◆場所／京都市美術館 <岡崎公園内>

＊開館時間／9：00～17：00（3/19･20、5/3～8は19：00まで）
＊休館日／月曜日（3/21は開館）	 ※入館は閉館30分前まで

 区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
高大生 1,200円→ 700円 30枚
小中生 600円→ 300円 30枚
※障がい者手帳等を提示の方は無料

窓口 モネ展
「印象、日の出」から「睡蓮」まで

◆会期／3月1日㈫～5月8日㈰
◆場所／京都市美術館 <岡崎公園内>

＊開館時間／9：00～17：00（3/18～20、5/3～8は19：00まで）
＊休館日／月曜日（3/21は開館）	 ※入館は閉館30分前まで

 区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,600円→ 1,000円 50枚
セット券
（一　般） 2,400円（前売り）→ 1,700円 20セット
高大生 1,100円→ 600円 30枚
小中生 600円→ 300円 30枚
※会期中展示替えあり
※障がい者手帳等を提示の方は無料
※京都市内の小中学生は土日祝無料 ●このチケットの販売は

　 2月29日㈪ までです。

窓口 富岡鉄斎
―近代への架け橋―展

◆会期／3月12日㈯～5月8日㈰
◆場所／兵庫県立美術館

＊開館時間／10：00～18：00（金･土曜日は20：00まで）
※入場は閉館の30分前まで

＊休館日／月曜日（3/21は開館・3/22は休館）

 区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
大学生 900円→ 500円 30枚

	※会期中展示替えあり
※障がいのある方とその介護の方１名は各当日料金の半額（要証明）
※当会では高校生・65歳以上の取扱なし

●このチケットの販売は 3月18日㈮ までです。

●このチケットの販売は 3月11日㈮ までです。
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★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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。

＜美術展・映画など＞ 
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

互助会
事業報告2

大津地区労働者福祉協議会の
　　　　新春ボウリング大会に出場！！

　１月９日㈯ROUND１にて労福協主催の新春ボウリング大会が開催され、当互助
会代表として昨年度の互助会ボウリング大会優勝の「長岡産業㈱」チームに出場して
いただき、野口良美様が女性ハイスコア賞を獲得されました。
　ご参加ありがとうございました。

　　

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

丹後半島 かにバスツアー 互助会会員限定募集!!

◆開 催 日／	2/24㈬
◆場　　所／	久美浜温泉湯元館
◆旅行代金／	会　　員	 	 7,50０円
	 同居家族		 ８,５００円
	 一　　般		１2,０００円
	 ※入浴料込み（タオﾙ別途有料）
	 ※助成済額で表記しています。

※申込時にご希望の乗車場所（志賀駅・大津京駅・大津裁判所公園前）をお伝えください。

◆募集人数／	４6名（最少催行人員20名）　※定員になり次第締切	

◆旅行企画実施旅行社／
京都府知事登録　第2-132号
帝産グループ
㈱京阪津ツーリスト	大津支店

大津市皇子が丘2-8-1
ＴＥＬ：077-525-3434
ＦＡＸ：077-525-3477
総合旅行業務取扱管理者　担当：橋本

　　【営業時間】 ※日・祝日休み
平日／10：00～19：00
土曜／10：00～17：00

＜イﾒー ジ＞

互助会だより12月号で募集しておりました1/20㈬の推奨ツアーは大寒波
による悪天候につき日程を2/24㈬に延期する事となりました。

1/20はダメだったけれど‥‥2/24なら行ける!!
　という方、ご参加お待ちしております。

申込方法や行程等の詳細につきましては、互助会だより１２月号をご覧ください。
※1/20にお申し込みされていた方は旅行社から直接延期に関わる案内等がされておりま

すので、再申込みの必要はございません。　
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〈募集代理店〉

㈱東海日動パートナーズかんさい滋賀支店
電話：０７７－５１０－１４７０

得 得 プレゼント
①お誕生日プレゼント
　　（金券1,000円分）	………… 5名

	※２月にお誕生日を迎える会員対象

②ビアズリーと日本	…………ペア２組
（提供：滋賀県立近代美術館）

③図書カード（1,000円分）	…… 1名
●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／２月２５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。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

　　

●助成金・給付金について
◆インフルエンザ予防接種、がん検診、人間ドック受診、宿泊旅行、
　　講座受講などをされますと助成金の交付を受けることができます。
　　申請期限……平成28年４月５日㈫まで（各種年度内１回限り）
◆会員を対象に給付金〔祝金（入会期間2年以上）・見舞金・死亡弔
慰金・退会餞別金など〕を設けています。

　　申請期限……事由が発生してから１年以内（退会餞別金は3ヶ月以内）
★申請・請求に必要な書類は「事務の手引き」または互助会ホームページよりダウ
ンロードできますので必要事項をご記入のうえ必要書類を添付しご提出ください。

●ナガシマスパーランド及び湯あみの島について
　現在配布中の利用補助券の有効期間は2/29㈪までです。
　　3/1㈫以降の利用補助券は2月末頃納品予定です。
　※3/1以降一部料金改定あり。


