
– 1 –

互助会だより３月号

推奨ツアー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２

写真展「木村伊兵衛‥パリ残像」‥ 美術館「えき」KYOTO‥ ‥‥ P８
禅‥―心をかたちに―‥ 京都国立博物館‥‥‥‥‥ P８
イングリッシュ・ガーデン‥ 京都文化博物館‥‥‥‥‥ P８
ピカソ、天才の秘密‥ あべのハルカス美術館‥ ‥‥ P８
生命大躍進‥ 大阪市立自然史博物館‥‥ P８
国宝‥ 信貴山縁起絵巻‥ 奈良国立博物館‥‥‥‥‥‥ P８

こども商品券‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
阪神甲子園球場‥年間予約席‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４
お花見船乗船券‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P５

ディズニーライブ！‥びわ湖公演‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P５
辻井伸行‥加古隆‥レ･フレール‥THE‥PIANIST！‥びわ湖ホール·‥‥‥‥‥‥‥ P６
桂米朝一門会‥ 野洲文化ホール‥‥‥‥‥ P６
三山ひろしコンサート‥2016‥ 野洲文化ホール‥‥‥‥‥ P６
一青窈‥TOUR‥2016‥ 滋賀県立文化産業交流会館·‥P６
桂文珍独演会‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P６
舟木一夫コンサート‥2016‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P６
ウィーン少年合唱団‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P７
坂本冬美30周年コンサートツアー‥2016‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P７
髙橋真梨子コンサート‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P７
三婆‥ 新歌舞伎座‥‥‥‥‥‥‥ P７
桂雀々独演会‥ 大丸心斎橋劇場‥‥‥‥‥ P７
ミュージカル「グランドホテル」‥ 梅田芸術劇場‥‥‥‥‥‥ P７

互助会だより
平成28年3月4日 発行

３ 月 号
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事業所数‥ 1,017　
会 員 数‥  5,890人

‥ ホームページ‥ 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　ホームページ‥http://shiga-gojoren.org/

３月の互助会予定！！
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４
・互助会だより発行／発送

５

６ ７ ８ ９ １０ １１
・富岡鉄斎取扱終了

１２

１３ １４ １５ １６ １７
・大津歴博の玉手箱取
扱終了

１８
・阪神甲子園年間予約席
応募締切

・こども商品券申込締切
・ビアズリーと日本／ルノ
ワール展／家族はつらい
よ取扱終了

１９

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
・年度末（月末）事務
手続き書類提出期限‥‥

２９ ３０ ３１
・木村伊兵衛取扱終了

今月の紹介

コンサート・演劇

★東京ディズニーリゾート コーポレートプログラム サンクスフェスティバル ·‥P３
★事業報告　ボウリング大会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P５
★平成２8年度事業計画・予算‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P９
★あっ旋等チケットについて‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P９
★得得プレゼント‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P９
★新規事業所紹介‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10
★事務局からのお知らせ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10

助成金・給付金申請期限／琵琶湖大橋有料道路／
年度末（月末）事務手続き期限

★申込方法‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10

美術展

平成２7年度の各種助成金等の申請をお忘れなく！
（4/5㈫ 申請期限）

あっ旋チケット 参加者募集
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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

ビアンカ海津大崎お花見クルーズと
琵琶湖一周桜紀行 コース番号：640－0412－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）

◆開 催 日／	4/10㈰・4/14㈭
◆場　　所／	滋賀方面
◆旅行代金／	会　　員	 	 5,98０円
	 同居家族		 ７,９８０円
	 一　　般		 ８,９８０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‥

　　

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

一目千本！吉野桜と本郷の瀧桜 
「又兵衛桜」コース番号：640－0600－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（7：20～8：00発）‖‖吉野山・一目千本！日本屈指の桜の名所を散策。約200種類の桜が下・中・上と順番に開花、見頃が長く楽しめます（約3時間）‖‖
‥‖‖宇陀・本郷の瀧桜「又兵衛桜」・樹齢300余年の高さ約13mあるしだれ桜見物 ‖‖奈良・特産品のお買物‖‖各地（19：00～20：00頃着）

	 ＊昼食（お弁当・お茶付）付き	 ＊又兵衛桜が見ごろがずれた場合は、別の桜見物になる場合がございます。
	 ＊花の見頃は気象状況により多少前後致します。	 ＊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。　

・吉野山ではたっぷり約3時間滞在！　・樹齢300余年の高さ約13mあるしだれ桜 「又兵衛桜」 見物も！
・うれしいちょっぴりお持ち帰り！　①みそせんべい1個　②大和茶ゴーフレット1個　③茶がゆウエハース1個
・阪急百貨店納入の阪急デリカのお弁当付き！
　（ご希望の方はランクアッププランをご用意。700円増しで「お花見2段弁当」、2,000円増しで「花ぐるま弁当」に変更できます。）
◆開 催 日／	4/8㈮・4/9㈯
◆場　　所／	奈良方面
◆旅行代金／	会　　員	 ４/８	2,９９０円	 ４/９	3,6９０円
	 同居家族	４/８	４,９９０円	 ４/９	５,６９０円
	 一　　般	４/８	５,９９０円	 ４/９	６,６９０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‥

各地（7：30～8：10発）‖‖びわ湖バレイ・湖を望むふもとに咲き乱れる千本桜鑑賞‖‖海津大崎・約4㎞に及ぶ約600本の桜のトンネルをバスで通り抜け‖‖
‥〈奥琵琶湖パークウェイ※約4000本のソﾒイヨシノが咲き誇ります〉‖‖展望台‖‖長浜・豊公園（長浜城）付近散策と桜を見物‖‖長浜港～・～

〈ビアンカに乗船してお花見クルージング！船上から日本の桜100選の海津大崎の桜を鑑賞・約2時間30分〉～・～長浜港‖‖各地（18：30～19：30頃着）
	 ＊昼食（お弁当・お茶付）付き	
	 ＊花の見頃は気象状況により多少前後致します。
	 ＊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。　

＜イﾒージ＞

＜イﾒージ＞

＜イﾒージ＞
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　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。お誕生日プレゼントのご購入の際や、入学祝い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（３/25以降）が出来次第ご連絡させていただきます。
◆申込締切／３月18日㈮　　　◆有効期限／2020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。

FAX こども商品券あっ旋

～～～　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

合　　　　　計 枚 円

1 ３ ４ ７

滋賀県勤労者互助会連合会

大人（１8歳以上）
通常料金7,400円⇒ 6,300円

小人（４歳～１１歳）
通常料金4,800円⇒ 4,100円

中人（１2歳～１7歳）
通常料金6,400円⇒ 5,500円

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。　※表記の通常料金は価格改定後（4/1～）の金額となります。

「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」 4月1日㊎～4月28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。  ※土日祝を除く平日のみ
※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。）

コーポレート
プログラム
契約限定
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◆場　　所／	 阪神甲子園球場
	 　1塁アイビーシート（24段104～107）
◆料　　金／	 平日（巨人戦除く）	９,０００円→７,４００円（2席1組）
	 土日祝・巨人戦	 ９,６００円→８,０００円（2席1組）
◆席　　数／	 各試合４席
◆申込方法／	「往復はがき」に右記の要領でお申し込みください。
　　　　　　　＊はがきは、会員一人につき１枚です。
　　　　　　　＊申込席数は、１枚のはがきで２席分です。
　　　　　　　＊電話、ＦＡＸでの受付はいたしません。
◆締 切 日／	 ３月1７日㈭　必着
◆抽 選 日／	 ３月1８日㈮

＊当落の結果をはがきにてお知らせします。当選さ
れた方は、はがきと代金をご用意のうえお早め
に事務局までお越しください。

＊当選後のキャンセル・変更はできません。
　（雨天等の中止の場合を除く）

★空席がある場合は、３月2５日㈮ 8：40以降、電話で受け付け
いたします。≪先着順≫	 〔電話：５22－６４９９〕

阪神甲子園球場年間予約席
《阪神タイガース公式戦観戦チケット》

はがき
抽選

※（交）………交流戦
※‥ ……土日祝‥・巨人戦

００２５ ６０８

往信

返信

　郵便往復はがき

大津市打出浜１－６
（大津市勤労福祉センター内）

（一財）大津市勤労者互助会
宛

　郵便往復はがき

申込者の住所

氏名　様

（往信の裏面）

アイビーシート申込み
・会員番号
・事業所名
・会員名
・電話番号
・第１希望日と
　　　　‥対戦チーム
・第２希望日と
　　　　‥対戦チーム

試合日 カ　ー　ド 試合開始時間月 日 曜日

４

8 金 阪神－広島 18：00
9 土 阪神－広島 14：00
10 日 阪神－広島 14：00
12 火 阪神－横浜 DeNA 18：00
13 水 阪神－横浜 DeNA 18：00
14 木 阪神－横浜 DeNA 18：00
19 火 阪神－ヤクルト 18：00
20 水 阪神－ヤクルト 18：00
26 火 阪神－巨人 18：00
27 水 阪神－巨人 18：00
28 木 阪神－巨人 18：00
29 金·祝 阪神－横浜 DeNA 18：00
30 土 阪神－横浜 DeNA 14：00

５

1 日 阪神－横浜 DeNA 14：00
6 金 阪神－ヤクルト 18：00
7 土 阪神－ヤクルト 14：00
8 日 阪神－ヤクルト 14：00
10 火 阪神－巨人 18：00
11 水 阪神－巨人 18：00
17 火 阪神－中日 18：00
18 水 阪神－中日 18：00
19 木 阪神－中日 18：00
20 金 阪神－広島 18：00
21 土 阪神－広島 14：00
22 日 阪神－広島 14：00

６

3 金 阪神－西武（交） 18：00
4 土 阪神－西武（交） 14：00
5 日 阪神－西武（交） 14：00
14 火 阪神－オリックス（交） 18：00
15 水 阪神－オリックス（交） 18：00
16 木 阪神－オリックス（交） 18：00
17 金 阪神－ソフトバンク（交） 18：00
18 土 阪神－ソフトバンク（交） 14：00
19 日 阪神－ソフトバンク（交） 14：00
28 火 阪神－横浜DeNA 18：00
29 水 阪神－横浜 DeNA 18：00
30 木 阪神－横浜 DeNA 18：00

試合日 カ　ー　ド 試合開始時間月 日 曜日

７

8 金 阪神－広島 18：00
9 土 阪神－広島 18：00
10 日 阪神－広島 18：00
18 月·祝 阪神－巨人 18：00
19 火 阪神－巨人 18：00
20 水 阪神－巨人 18：00
26 火 阪神－ヤクルト 18：00
27 水 阪神－ヤクルト 18：00
28 木 阪神－ヤクルト 18：00
29 金 阪神－中日 18：00
30 土 阪神－中日 18：00
31 日 阪神－中日 18：00

８
26 金 阪神－ヤクルト 18：00
27 土 阪神－ヤクルト 18：00
28 日 阪神－ヤクルト 18：00

９

2 金 阪神－横浜 DeNA 18：00
3 土 阪神－横浜 DeNA 18：00
4 日 阪神－横浜 DeNA 18：00
6 火 阪神－巨人 18：00
7 水 阪神－巨人 18：00
8 木 阪神－巨人 18：00
14 水 阪神－広島 18：00
17 土 阪神－横浜 DeNA 14：00
18 日 阪神－巨人 14：00
19 月·祝 阪神－巨人 14：00
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窓口

◆購入方法／
　①まずはご予約ください。
 　ＴＥＬ：0120-077-572（レークウエスト観光㈱）

※ご希望便にご乗船できない場合がございますのでご
了承ください。

②ご予約後、乗船券をお渡ししますので互助会事
務局へ会員証と代金をご用意のうえお越し下さい。
※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（堅田・志賀支
所）で可能ですので事前にご連絡下さい。〕

★詳細については、レークウエスト観光㈱へ直接、
お問い合わせ下さい。

★ご注意★		このチケットの販売は、４月1６日㈯までです。

●運行コース（約40分周遊コース）
　大浦漁港発～二本松～海津大崎～大浦漁港着
●使用船舶
　リバーワンダラーまたはひまわり

（船舶の指定不可）

海津・大浦　桜回廊
お花見船 桜うらうら

◆運行期間／	4/9㈯～4/17㈰
◆発 着 港／大浦漁港
	 （JR湖西線永原駅下車徒歩１５分）

 区 分 あっ旋料金 予定枚数
大　人 

（中学生以上） 3,000円→ 2,6００円 1５枚小　人 
（4歳以上） 1,500円→ 1,3００円
※幼児は無料（座席なし）
※開花状況により日程の変更をすることがあります。
※強風などの気象、湖象の状況によりコース変更や中止を
する場合があります。

　 　

事業報告
　ＲＯＵＮＤ１で２回目の開催となった今大会は、31チームの参加があり、
各レーンでは大きな歓声が湧き、熱戦が繰り広げられました。ご参加いた
だいたみなさんありがとうございました。

＜団体の部＞
優　勝：陶茶房
準優勝：京津測量㈱Ｃ
３　位：大津発條㈱Ｂ

＜個人の部＞
優　勝：黒川花蓮さん‥〔陶茶房〕
準優勝：安井健二さん‥〔京津測量㈱〕
３　位：和田隆之さん‥〔㈱ダイワ住研〕

結　果

2月19日㈮ 第38回理事長杯争奪ボウリング大会を開催しました!!

① １０：００～
② １０：３０～
③ １１：００～
④ １１：３０～
⑤ １2：３０～
⑥ １３：００～
⑦ １３：３０～
⑧ １4：００～

１日8便

　　　

7月17日㈰・7月18日(月･祝)
10：30／13：30／16：30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 5,200円→ 4,2００円 ３０枚
※全席指定　※３歳以上有料
※２歳以下は保護者１名につき１名まで無料
‥ （お席が必要な場合有料）
※チケットは６月下旬頃のお渡しとなります。

ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィーがなんとバンドを結成！
音楽とダンスがいっぱいのパーティーを開催します。
スペシャルゲストは、アラジン、リトル・マーメイド、トイ・ス
トーリーの仲間たち。
ミッキーたちと一緒に歌って、踊って、遊べるミュージックパー
ティーにぜひお越し下さい！

◆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。
※ご希望の公演がすでに完売の

場合もございます。ご了承くだ
さい。

ⒸＤｉｓｎｅｙ，‥ⒸＤｉｓｎｅｙ/Ｐｉｘａｒ

電話

<びわ湖公演>

●締切日／４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。
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

辻井伸行　加古 隆　レ・フレール
ＴＨＥ ＰＩＡＮＩＳＴ！

7月23日㈯　16：00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 9,000円→ 7,700円 20枚
A　席 7,000円→ 6,000円 20枚

※‥‥全席指定　※‥‥6歳未満入場不可

●締切日／3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
桂 米朝一門会

6月26日㈰　14：00開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,500円（前売り）→ 2,800円 10枚
※‥‥未就学児のお子様は3階席（親子席）をご利用ください。
‥　（当会取扱なし）

〔出演者〕　

南光・塩鯛・米團治・吉弥

●締切日／3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

三山ひろしコンサート
2016  気鋭の道

7月16日㈯　12：30／16：30　開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,000円→ 5,100円 各10枚
※‥‥未就学児入場不可　
　

●締切日／3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

一青窈 TOUR 2016 
人と歌～折々

6月18日㈯　18：00開演
滋賀県立文化産業交流会館

イベントホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 6,500円→ 5,500円 20枚
※‥‥3歳以上有料

●締切日／3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

ロームシアター京都オープニング記念事業
桂文珍独演会

JAPAN TOUR ～一期一笑～

4月21日㈭　13：00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
全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※‥‥未就学児入場不可
　

●締切日／3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

ロームシアター京都オープニング記念事業
舟木一夫コンサート2016

4月26日㈫　18：30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
全席指定 7,000円→ 5,000円 20枚
※‥‥未就学児入場不可

●締切日／3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、10ページをご覧下さい。

Canon Presents
ウィーン少年合唱団

4月30日㈯　14：00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 6,500円→ 5,500円 10枚
A　席 5,000円→ 4,000円 10枚

※‥‥全席指定
※‥‥未就学児入場不可
　

●締切日／3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

坂本冬美
30周年コンサートツアー 2016

5月16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20枚

※‥‥未就学児入場不可
　

●締切日／3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

髙橋真梨子コンサート
 vol.40  2016

6月25日㈯　18：00開演
6月26日㈰　17：00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 8,500円（前売り）→ 7,200円 各20枚
※‥‥未就学児入場不可
　

●締切日／3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
三　婆

4月16日㈯・24日㈰
両日ともに11：00開演　新歌舞伎座

区 分 あっ旋料金 予定枚数
１階席 10,000円→ 7,000円 10枚
2階席 6,000円→ 4,000円 10枚

※‥‥未就学児入場不可

●締切日／3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

桂雀々 独演会
「雀々らくご道」

　 4月28日㈭	 18：30開演
大丸心斎橋劇場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,600円→ 2,900円 5枚
※‥‥未就学児入場不可
　

●締切日／3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

ミュージカル
「グランドホテル」

5月7日㈯　17：00開演
梅田芸術劇場　メインホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 12,000円→ 10,000円 10枚

※‥‥未就学児入場不可
※‥‥公演内容の詳細は劇場HPをご覧ください。

出演者；成河、伊礼彼方、草刈民代　他（REDチーム公演）

●締切日／3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

©www.lukasbeck.com

出演：	水谷八重子、浅丘ルリ子、山本陽子、
	 佐藤B作、熊谷真実、藤田朋子、中島唱子	ほか
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

写真展「木村伊兵衛 パリ残像」
IheiKimuraAfterimageofParis1950s

◆会期／4月1日㈮～4月24日㈰
◆場所／美術館「えき」KYOTO

＊開館時間／10：00～20：00  ※入場は19：30まで
＊休館日／会期中無休

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 900円→ 500円 50枚
高大生 700円→ 400円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※未就学児無料

●このチケットの販売は
　3月31日㈭までです。

窓口

「ミラボー橋,パリ,1955」
©Naoko‥Kimura

＊会期中無休

禅
―心をかたちに―

イングリッシュ・ガーデン
～英国に集う花々～ ピカソ、天才の秘密

生命大躍進
―脊椎動物のたどった道―

国宝
信貴山縁起絵巻

◆会期／4月12日㈫～5月22日㈰
◆場所／京都国立博物館 平成知新館‥<東山七条>

＊開館時間／9：30～18：00（金曜日は20：00まで）
※入館は閉館の30分前まで

＊休館日／月曜日

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
ペア券
（一般） 2,400円（前売り）→ 1,700円 30セット
大学生 1,200円→ 700円 30枚
高校生 900円→ 500円 30枚

※会期中一部展示替えあり　※中学生以下、障がい者とその介護者1名無料（要証明）
　 ●このチケットの販売は4月11日㈪までです。

◆会期／4月29日(金・祝)～6月26日㈰
◆場所／京都文化博物館‥<三条高倉>

＊開館時間／10：00～18：00（金曜日は19：30まで）
※入場はそれぞれ30分前まで

＊休館日／月曜日（5/2は開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
高大生 900円→ 500円 30枚
小中生 400円→ 200円 30枚

　

●このチケットの販売は4月28日㈭までです。

◆会期／4月9日㈯～7月3日㈰
前期：4月9日㈯～5月22日㈰
後期：5月24日㈫～7月3日㈰

◆場所／あべのハルカス美術館
＊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／4/11・18・25、5/9・16・23の月曜日

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
高大生 1,100円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※会期中一部展示替えあり　※障がい者と付添1名は当日料金の半額（要証明）
　 ●このチケットの販売は4月8日㈮までです。

◆会期／4月16日㈯～6月19日㈰
◆場所／大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール‥<長居公園内>

＊開館時間／9：30～17：00※入館は16：30まで
＊休館日／月曜日（5/2は開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
高大生 800円→ 400円 30枚

※中学生以下、障がい者手帳等をご提示の方と介護者1名無
料（要証明）

※本展チケットで常設展示入場可

●このチケットの販売は4月15日㈮までです。

◆会期／4月9日㈯～5月22日㈰
◆場所／奈良国立博物館 東新館・西新館

＊開館時間／9：30～17：00（4/29以降の金曜日は19：00まで）
※入館は閉館の30分前まで

＊休館日／月曜日（5/2は開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
高大生 900円→ 500円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名含む）は無料

●このチケットの販売は4月8日㈮までです。

窓口 窓口

窓口

窓口窓口
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得 得プレゼント
①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）

 ※３月にお誕生日を迎える会員様対象
…………5名

②木村伊兵衛………… ペア１組
（提供：㈱エースプロモート）

●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／3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。

◎事業計画
　１．共済給付事業……会員とそのご家族のお祝い事や不幸があった場合に共済金の給付
　２．福利厚生事業
　　⑴　文化事業　◦公の機関及び大津市勤労福祉センターなどが実施する講座・講習の受講助成

◦コンサート、演劇、美術展覧会などのチケットあっ旋
　　⑵　体育事業‥ ◦イワナ釣り大会、ゴルフコンペ、ソフトボール大会、グランドゴルフ大会、ウォーキング、
‥ 　ボウリング大会の実施‥ ◦阪神甲子園球場年間予約席のあっ旋　
　　⑶　厚生事業　◦互助会夏まつり、ケーキ教室の実施‥ ◦推奨バスツアーの利用助成

◦人間ドック･がん検診･インフルエンザ予防接種の受診助成
◦宿泊施設の利用助成‥ ◦家庭常備薬等のあっ旋
◦遊園地、映画鑑賞、県下の観光果樹園、びわ湖大花火大会などのチケットあっ旋･助成

　３．貸付斡旋事業……勤労者の生活資金、住宅資金、教育資金などの融資あっ旋
　４．老後の生活安定事業……中小企業退職金共済制度の普及、促進
　５．互助会のＰＲと会員拡大の推進……互助会の制度を広くＰＲし、事業所訪問による会員拡大を図る
　６．その他………「互助会だより」の毎月発行、「利用ガイド」の作成配布、ホームページの開示
　７．施設の管理運営事業……‥大津市勤労福祉センター維持管理業務　企業や団体の会議、研修の貸室、
‥ ‥ ‥サークル活動の貸室のほか、互助会主催の講座などを実施

平成２8年度の事業計画・予算が決まりました

●一般会計予算
〈収入の部〉‥ （単位：円）

科　　目 収入額
会費等収入 35,775,000 
事業収入 11,422,000 
補助金等収入 19,114,000 
共済金掛金収入 1,400,000 
特別会計繰入金 500,000 
その他 1,248,000 
前期繰越金 1,336,000 

収入合計 70,795,000 

〈支出の部〉‥ （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 19,329,000 
福利厚生事業費 21,289,000 
人件費 20,617,000 
一般管理運営費 7,940,000 
特定預金支出 1,000,000 
その他 620,000 

支出合計 70,795,000 

〈収入の部〉‥ （単位：円）
科　　目 収入額

施設管理事業収入 27,967,000 
利用料収入 11,960,000 
事業収入 3,442,000 
雑収入 97,000 
前期繰越金 578,000 

収入合計 44,044,000 

〈支出の部〉‥ （単位：円）
科　　目 支出額

施設管理事業費 39,685,000 
事業費 4,339,000 
予備費 20,000 

支出合計 44,044,000

●施設管理特別会計予算

◆ あっ旋チケット（補助券等）の受け取りについてのお願い ◆
　各種補助券等は、互助会の在庫枚数が限られております。
年度後半になりますと不足しご利用の際にご迷惑をおかけ
することがあります。また、利用率が低いと次年度に配給
されます枚数に影響し必要枚数が確保できなくなる場合も
ございますので、ご利用が決まってからお受け取りにお越
し下さい。また、お手元に保管したまま未使用とならない様、
ご協力をお願いいたします。

遊園地・レジャー施設等
あっ旋チケットについて

平成２８年度利用の遊園地・レジャー施設等の
チケットの取り扱いを開始します!! （３月下旬頃）

　※ナガシマスパーランドは３月より取り扱いを開始しています。
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●各種助成金・給付金の申請はお済みですか。
　助成金（講座受講･宿泊旅行･人間ドックの受診など）の平
成27年度の利用分の申請期限は、４月５日㈫までです。
（年度内１回限り）
　共済給付金（祝金・見舞金・死亡弔慰金など）の申請期間は、
事由が発生してから１年以内です。
（退会餞別金は、退会後３ヶ月以内）
　また、平成28年度に小学校へご入学されるお子様を持ち
の会員（入会から２年以上）は、就学祝金の給付が受けられ
ます。
　教育委員会から送られる「入学（就学）通知書」（コピー可）、
または「在学証明書」を添付のうえ、申請期限内に共済金
給付申請書をご提出ください。

●琵琶湖大橋有料道路の料金改定について
　平成２８年４月１日午前０時から琵琶湖大橋有料道路の通
行料金が値下げされます。そのため、その日時以降は今お
使いの回数通行券は使用できなくなります。
　使用できなくなる回数通行券は、払い戻しが行なわれます。
詳しくは、滋賀県道路公社のホームページをご覧いただくか
滋賀県道路公社（℡077－524－0141）にお問い合わせく
ださい。
　　※互助会事務局では払い戻しできません。

●互助会の事務担当の皆様へ
　年度末の事務手続きの関係で、４月から入会または３月末
での退会手続きについては、３月２８日㈪ までにご提出く
ださい。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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

各種ドレスの縫製請負・オーダー製作
ソーイング教室の開催

ソーイングのアトリエ
ドレスクチュール

大津市一里山６－２－２２
ウィルヴィレッジ一里山１号室
ＴＥＬ：０８０－３１３９ー２２１３

http://dress-couture.jimdo.com/

信頼と安心を大切に

有限会社　大　晃

大津市浜大津４－９－１６－１０６
TEL：０７７－５２５－２４５６
FAX：０７７－５２５－２３６９‥

2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、宜しくお願いいたします。
互助会事務局【電話：５２２－６499】


