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互助会だより４月号

日 月 火 水 木 金 土
１ ２

３ ４ ５
・互助会だより発行
／発送

・平成27年度利用
助成金申請締切

６ ７ ８
・ピカソ、天才の秘
密／信貴山縁起
絵巻取扱終了

９

１０ １１
・禅取扱終了

１２ １３ １４ １５
・生命大躍進取扱
終了

１６
・お花見乗船券取
扱終了

１７ １８ 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
・よりぬき長谷川町
子展取扱終了

２８
・イングリッシュ・ガー
デン取扱終了

２９ ３０

今月の紹介

推奨ツアー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２

時と風景 ―未来をつなぐコレクション‥ 滋賀県立近代美術館‥‥‥ P９
写真展　岩合光昭の世界ネコ歩き‥ 大丸ミュージアム<京都>‥‥ P９
よりぬき長谷川町子展‥ 美術館「えき」KYOTO‥ ‥‥ P９

湯快リゾート‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２
近江舞子いちご園入園補助券‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
滋賀県立アイスアリーナ入場券‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
びわ湖クルーズクルージングチケット引換券‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
瀬田川・琵琶湖リバークルーズ乗船券‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３

勤労福祉センター講座‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４・５
勤労福祉センター自主事業講座‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P６
勤労青少年ホーム講座‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P６

子どものためのバレエ「ドン･キホーテの夢」‥びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P７
プリマヴェーラコンサート‥ 安土文芸セミナリヨ‥‥‥ P７
第33回守山市民教養大学‥もりやま市民カレッジ‥守山市民ホール‥‥‥‥‥ P７
日本センチュリー交響楽団‥ゴジラ音楽祭in京都‥ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P７
梅沢富美男＆松崎しげるトミーとマツ「白と黒の夢の共演」‥ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P７
五木ひろしコンサート‥2016‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P８
研ナオコ＆野口五郎‥Special‥Stage‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P８
宮田‥大‥チェロ･リサイタル‥2016‥ 京都コンサートホール‥‥‥‥ P８
仲道郁代‥ピアノ･リサイタル‥ 京都コンサートホール‥‥‥‥ P８
木村‥大‥ギター･コンサート‥ 京都府立府民ホール‥‥‥ P８
五木ひろし特別公演‥ 新歌舞伎座‥‥‥‥‥‥‥ P８
ドラゴンクエスト‥ライブスペクタクルツアー‥ 大阪城ホール‥‥‥‥‥‥ P９

互助会だより
平成28年4月5日 発行

４ 月 号
平成28年3月1日‥ 現在
事業所数‥ 1,020　
会 員 数‥  5,909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

勤労福祉センター事業

＊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/

４月の互助会予定！！

コンサート・演劇

★近畿ブロック協議会割引提携施設‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
★滋賀県勤労者互助会連合会提携施設 ·‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４
★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

利用ガイド送付案内／次月号発行日／祝金給付対象者への案内通知
★申込方法‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P５・10

美術展

H２8年度あっ旋チケットの
取り扱いが始まりまーす♪
◆湯快リゾート ＮＥＷ
◆近江舞子いちご園　
◆滋賀県立アイスアリーナ
◆びわ湖クルーズ
◆瀬田川・琵琶湖リバークルーズ
◆近畿ブロック協議会割引提携施設
◆御殿場浜潮干狩り
　※詳しくは、Ｐ２・３・４をご覧ください。
★その他にもレジャー施設や映画等、あっ
旋チケットの取り扱いがございます。

※同封の利用ガイドやホームページに掲
載しておりますのでご覧ください。

　皆様の多くのご利用をお待ちしており
ます。

あっ旋チケット

参加者募集

講座・教室はじまりま～す！!
◆勤労福祉センター講座＆自主事業
◆勤労青少年ホーム講座
★教養や♪ 頭の体操‥‥♪ 無理なく体を動かしたり‥‥♪ 

心も頭も体も元気になるために！！ 何か始めてみませんか？ 
会員以外の方でも誰でも受講できますので、お友達と一緒に
ぜひ！！ ご参加ください。

　※詳しくは、Ｐ４・５・６をご覧ください。
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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

鳴門海峡うずしお貸切クルーズと
南あわじのおもてなし コース番号：640－0500－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）

■貸切クルーズ‥‥厳選した 「春の大潮」 の日程で世界最大のうずしおをご覧ください。
■淡路人形座‥‥読売旅行のお客様限定の貸切公演。読売旅行限定のオリジナル戎舞と人形解説を実施。
■美菜恋来屋（みなこいこいや）‥‥「淡路島まるごとグルメフェアー」 を開催。
■新玉ねぎ収穫体験‥‥お父様が南あわじ市出身であり、南あわじ市名誉市民である「杉良太郎淡路島農園」で収獲体験。
■道の駅福良‥‥足湯・買物・お食事をお楽しみ下さい。
◆開 催 日／	5/22㈰　

◆場　　所／	淡路島方面
◆旅行代金／	会　　員	 	 6,98０円
	 同居家族		 ８,９８０円
	 一　　般		 ９,９８０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をお伝えください。
○小野―大津京ルート（小野駅、堅田駅、おごと温泉駅、比叡山坂本駅、大津京駅）
○瀬田―大津ルート　（瀬田駅南口、石山東レグランド前、膳所公園前、大津裁判所公園前）

◆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（6：50～7：40発）‖‖ <明石海峡大橋>‖‖福良港～・～うずしおクルージング・読売旅行貸切船にて～・～福良港（道の駅福良で自由散策）‖‖
　　‖‖淡路人形座（読売旅行貸切公演）‖‖美菜恋来屋（大感謝祭開催！‥淡路そうめんの振舞い・地元産の食材のお買物などをお楽しみ）‖‖
　　　　‖‖玉ねぎ狩り体験（杉良太郎農園で収穫体験・お一人様一つ）‖‖<明石海峡大橋> ‖‖ 各地（18：00～19：30頃着）
 ＊昼食（軽食弁当）付き　　＊行程の順番が変更になる場合があります。

＜イﾒージ＞

　日本の温泉を身近にする湯快リゾートグループ（全25館）でご利用いただける「ゆかいなあったかギフト
ご宿泊券」をあっ旋します!!　ご家族や会社のお仲間等と‥‥ご宿泊の際にぜひ、ご利用ください。

　　◆あっ旋価格／ 7,600円（通常価格：8,100円 税込）
※フロントにてチェックインの際にご提示ください。
※ご宿泊総額から8,100円分を差し引かれますので、不足金額は別途ご負担ください。
※複数枚のご利用可能。ただし、釣り銭のお渡し、現金とのお引換え、お払戻しはできません。
※入湯税については別途ご負担ください。
※有効期限がありますので宿泊券に記載の有効期限内にご利用ください。
※ご予約やご宿泊に関する詳細等につきましては、湯快リゾート（ご利用施設）へ直接、お問い合わせください。

　宿泊券につきましては、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。
　受け取りは各商工会〔瀬田・大津北（堅田支所・志賀支所）〕でも可能ですので、事前にご連絡ください。

窓口 ご宿泊券あっ旋



– 3 –

互助会だより４月号

窓口 近江舞子いちご園入園補助券
◆開園期間／5/1頃～5/31頃
◆受付時間／９:００～１５:００

区　分 通常料金 会員負担額

大	人 平　日 1,300円 → 9００円
土･日･祝 1,500円 → 1,1００円

小		 人（小学生） 800円 → 5００円
幼	児（3歳以上） 500円 → 30０円

※露地栽培なので生育状況により開園期間が変更しますので、
　必ず事前にお問い合わせのうえご来園ください。
※制限時間：60分
※各日、赤いいちごがなくなり次第終了します。
※会員とその同居家族人数分を上限とし、期間内１回に限り利用

可能です。
◆取扱方法／いちご園の窓口にて、「補助券」に代金を添

えてお支払いください。補助券につきましては、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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。

※詳細については、直接、近江舞子いちご園へお問い合わせく
ださい。（ＴＥＬ：090－1155－1515）

	

窓口 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター近畿ブロック協議会割引提携施設のご案内
◆施 設 名／	神戸どうぶつ王国、須磨海浜水族園、須磨海づり公園、平磯海づり公園、六甲山牧場、
 太陽公園・ 白鳥城、姫路市立遊漁センター、姫路市平和資料館、姫路市立手柄山温室植物園、
 越知川名水街道自転車下り
◆割引内容／	通常料金の１０％～ 割引 ※会員と同居家族５名様まで適用
	 ‥ ※施設により割引額が違いますので、詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。
◆取扱方法／各施設の窓口にて、会員証の提示と「提携施設利用券」に代金を添えてお支払いください。提携施設利用券につきまし

ては、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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。

窓口 滋賀県立アイスアリーナ入場券
◆利用期間／	４/1㈮～5/８㈰

 9/22㈭～H29.3/31㈮
※休館日【第３木曜日・年末年始（12/31～1/1）】

◆滑走時間／１０:００～１７:００
区　分 通常料金 会員負担額

大　人 平　日 1,200円→ 1,0００円
土･日･祝 1,600円→ 1,4００円

小　人
（高校生以下）

平　日 550円→ 5００円
土･日･祝 700円→ 60０円

※5/9～9/21は利用できません。
※9/22は「お客様感謝祭」のため無料開放日です。
※競技会等で滑走いただけない日もあります。ご確認のうえご利用ください。
※３歳から入場有料
※貸スケート靴使用料は別途必要（１足400円、15㎝～）
◆取扱方法／入場券につきましては、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。

※詳細については、直接、県立アイスアリーナへお問い合わせ
ください。（ＴＥＬ：547－5566）

窓口 瀬田川・琵琶湖
リバークルーズ乗船券

◆取扱期間／
４/1㈮～11/27㈰

 区　分 通常料金 会員負担額
大 人（中学生以上） 1,300円 1,1００円
小 人（小学生） 700円 6００円

※小学生未満無料　　※自由席
※障がい者手帳の提示のある場合は乗船料金の半額（現地で
のみ取り扱い）

◆取扱方法／乗船券につきましては、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。

※運航スケジュールやダイヤ等の詳細については、直接、
　レークウエスト観光㈱へお問い合わせください。
（アドレス http://www.lakewest.jp)（ＴＥＬ：０１２０－０７７－572）

レトロな外輪汽船で瀬田川清流から
雄大な琵琶湖への歴史クルージング

窓口 びわ湖クルーズ
クルージングチケット引換券

◆取扱期間／ H29.1/31㈫まで
‥ ※チケットの有効期限はＨ29.2/28

◆取り扱いクルーズ／
⃝ミシガンクルーズ ⃝竹生島クルーズ

各コースとも 
区 分 通常料金 会員負担額

大　人 2,260～3,070円 2,0００円学　生 
（中・高・大学生） 1,850～2,470円
小　人 

（小学生） 1,130～1,540円 1,0００円

◆取扱方法／各港の窓口にて、「引換券」をご提出ください。乗船券
と引換えてくださいます。引換券につきましては、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。
受け取りは各商工会〔瀬田・大津北（堅田支所・志賀
支所）〕でも可能ですので、事前にご連絡ください。

※運航スケジュールやダイヤ等の詳細については、直接、琵琶
湖汽船㈱へお問い合わせください。（ＴＥＬ：5２４－5０００）

※自由席
※学生はコースにより通常料金があっ旋料金を下回る場合がございます。その
場合は現地での購入をおすすめします。（学生証提示必要）

※ミシガンクルーズのみ4/29、5/4・5、7/1・18、 8/11、9/19・22、10/10、3/20は
小学生以下のお子様は乗船料が無料。（大人1名につきお子様5名まで）

※乗船は、貸切等がござ
いますので事前の予
約をおすすめします。

〔予約電話〕
　大津港：077-524-5000
　長浜港：0749-62-3390
　今津港：0740-22-1747‥
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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～
◆申込期間／ 平成28年４月8日㈮ AM8：40～（先着順） ①② 4月20日㈬まで
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター  ③④⑤⑥⑦⑧⑨ 4月28日㈭まで

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 4/22・5/13・27・6/10・24 （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
健康 エアロビクス教室 4/22・5/13・27・6/10・24・

7/8・22 （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♪

③
ピラティス＆ヨガ教室 4/26・5/10・24・6/14・28・

7/12・26 （火） 1９：00
～20：00 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！

④
お茶の心とお点前講座 5/9・23・6/6・20・7/4・25・

8/1・22・9/5・12 （月） 1８：３0
～20：３0 10回 ５,０00円

（４,６00円）
内容 日常を離れ、ゆったりと楽しいひとときを過ごしましょう。お茶のいただき方や普段でも使える礼儀作法など、お茶の心を学びます。

⑤

アロマ＆リンパストレッチ教室
（女性限定） 5/11・25・6/8・22・7/6・20 （水） 10：00

～11：30 ６回 1,800円
（3,000円）

内容
オーガニックのアロマクリームを使い、まずはご自身で首や足をマッサージ。アロマに癒されながら、リンパの流れを良くします！
あとは全身をストレッチで気持ちよく伸ばし、腹筋やコアトレーニング（体幹）で、美しく強い身体をめざすレッスンです♪
年齢問わず、運動不足の方、アロマに興味のある方におススﾒ！

⑥
パワーヨガ教室 5/11・25・6/8・22・7/6・20・8/3 （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！！

⑦
がんばらないヨガ教室Ⅰ 5/12・26・6/9・23・7/7・21・8/4 （木） 10：00

～１1：00 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♪

⑧
がんばらないヨガ教室Ⅱ 5/12・26・6/9・23・7/7・21・8/4 （木） 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♪

⑨
旅行を楽しむ♪  英会話教室 5/12・26・6/9・23・7/7・21・8/4 （木） 19：00

～2１：00 ７回 ３,５00円
（500円）

内容 いろんなシチュエーションを設定し、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♪

会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます！！

滋賀県勤労者互助会連合会割引提携施設のご案内
～～～ ご家族・お友達と潮干狩りを楽しみませんか ～～～

会員証のご提示にて
会員様を含め同伴者
５名様まで割引料金にて
ご利用いただけます!! 三重県津市御殿場浜『すず休憩所』潮干狩り
⃝Ａコース：７００円	➡ 	650円
《休憩料・潮干狩り・網袋・貸し熊手・貝汁》

⃝Ｃコース：２，２００円	➡1,900円
《Ａコース+貝めし‥または‥白飯
　　　　　　　+名物焼貝（あさり・はまぐり・大あさり）》

※料金は小学生以上です。
※未就学児は食事利用のない場合はシャワーと休憩料で２００円
（通常３００円）でご利用できます。

※専用駐車場があります。
※台風等でご利用出来ない場合があります。
※混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。

☎０５９－２２６－１３８２
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　電話（077-522-7474）、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。　※教材費は講座初日（当日）に徴収いたします。※スケッチ教室のみ4月28日（木）AM10：00に事務局にて抽
選いたします。当選者の方のみご連絡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

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

　
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～
◆申込期間／ 平成28年４月18日㈪ AM8：40～（先着順） ①② 4月27日㈬まで
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター  ③④⑤⑥⑦⑧ 5月12日㈭まで

①②スケッチ教室は申込期間終了後、応募多数の場合には事務局で抽選させていただきます。

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

①
お手軽スケッチ教室Ⅰ 5/11・25・6/8・22・7/6 （水） 1０：０0

～１２：０0 5回 ２,５00円

内容 スケッチはいつでもどこでも手軽に描けるもの！日常のひとコマや身のまわりのモノ・風景のすべてがテーマです。
暮らしの中にあるもので、絵を描くことを楽しんでください♪

②
お手軽スケッチ教室Ⅱ 5/11・25・6/8・22・7/6 （水） 13：30

～15：30 5回 ２,５00円

内容 スケッチはいつでもどこでも手軽に描けるもの！日常のひとコマや身のまわりのモノ・風景のすべてがテーマです。
暮らしの中にあるもので、絵を描くことを楽しんでください♪

③
はじめてのキッズダンス教室

（４歳～6歳） 5/14・28・6/11・25・7/9 （土） 10：30
～11：20 5回 2,000円

内容 ４歳～６歳を対象に、基礎リズム練習からJ－POPのリズムに合わせて元気いっぱい踊りましょう～♬

④
かんたんキッズダンス教室

（6歳～8歳） 5/14・28・6/11・25・7/9 （土） 11：３0
～12：３0 5回 2,000円

内容 ６歳～８歳を対象に、基礎のリズム練習からJ－POPのダンスまで様々な種類で踊りましょう～♬♩

⑤
はじめての韓国語講座 5/14・28・6/11・25・

7/9・23・8/27・9/10 （土） 10：30
～12：00 ８回 4,000円

（500円）

内容 はじめての方を対象
ハングル語の読み方、書き方、簡単な単語から挨拶など基本的な韓国語を楽しく学びましょう！

⑥
ステップUP！ 韓国語講座 5/14・28・6/11・25・

7/9・23・8/27・9/10 （土） 13：00
～14：30 ８回 4,000円

（500円）

内容 ハングルを読める方を対象
簡単な会話や文章づくりを韓国の文化に触れながら韓国語を楽しく学びます！ステップUP！

⑦

Android スマートフォン・タブレット
使い方基本講座 5/21・28・6/4・11・18 （土） 9：30

～１0：30 5回 ２,５00円
（700円）

内容 初心者を対象に、お持ちのAndroid（iphone/ipad/windws‥phone以外）スマートフォンまたはタブレットの基本的な操作方法やﾒール設定、
インターネットに繋ぎます。無料・有料アプリの違いなど使い方を学びます。

⑧
はじめてのエクセル使い方基本講座 5/21・28・6/4・11・18 （土） 11：00

～12：00 5回 ２,５00円
（700円）

内容 エクセル初心者や未経験者の方はもちろん、自己流でエクセルを使っているけれど、基本をもう一度！
より効率の良い作業方法を習得したい！という方におススﾒです。‥‥‥※随時質問を受けるスタイルで行います。

会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます！！
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大津市勤労青少年ホーム講座

大津市勤労青少年ホーム講座 ～受講生募集～
◆申込期間／ 平成28年４月8日㈮ AM8：40～５月6日㈮　※先着順
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター
◆対　　象／ 平成28年４月１日現在で３５歳未満の勤労者（求職・アルバイト含む）

講　座　名 開催期間（祭日除く） 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

①
Kana先生の楽しい♪
ハワイアンフラ教室

5/9・23・6/6・20・7/4・25・
8/1・22・9/5・26 （月） 1９：00

～20：00 10回 2,000円

内容 曲の意味を理解しながら、ハンドモーションで表現します。ハワイアンの音楽に癒され、気分もリフレッシュできますよ♪

②
ゆう子先生の
　ちょっと気になる家庭料理教室

5/11・25・6/8・22・7/6・20・
8/3・24・31・9/14 （水） 1８：45

～20：３0 10回 ２,000円
（８,000円）

内容 「健康は食事から！」　和・洋・中華の昔ながらの食卓に並ぶ栄養バランスを考えた食事を手早く作るコツを学びます！

③
一から始める

ボイストレーニング講座
5/12・19・26・6/2・9・16・23・
30・7/7・14 （木） 1９：00

～20：00 10回 ２,000円
（500円）

内容 ボイストレーニングに必要な基礎知識や腹式呼吸、基本発声や、はじめての方でもすぐに実践できる応用テクニックを学びます。
よく知っている曲を用いながら、一からはじめてみましょう♬

④
心とからだの

メンテナンスヨガ教室
5/14・21・28・6/4・11・18・25・
7/2・9・16 （土） 13：３0

～14：３0 10回 ２,000円

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に
着目し、自身でﾒンテナンスしていきましょう！

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。）

　
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！！

◆開催日時／ 5/16㈪・5/19㈭
 10：00～11：30　全 2 回
◆開催場所／３F　講座室 
◆講　　師／ 岡本　利恵子 先生
◆持 ち 物／タオル・お持ちのメイク道具 
◆定　　員／15名 　◆受 講 料／１，０００円（教材費 ５00円） ◆受付期間／4/8 ㈮ 8：40～5/10㈫  

キレイの秘密教えます！　美容レシピ講座　～お肌の基本お手入れ法～
◆内　　容／ キレイの秘密知りたくないですか？　春は、環境に

よりお肌の調子が悪くなりがちです。「あの人　キ
レイ」とウットリ見とれてしまう人いませんか？

 キレイな人がていねいに行う3つの「基本お手入れ」
を知り、秘密のキレイ習慣を身に付けましょう～♬
仕上げにメイクのアドバイスも！

かんたんアロマクラフト教室
～バスソルトとルームスプレーを作ります～

◆開催日時／ ４/27 水曜日 
 10：00～11：30 全1 回
◆開催場所／ ３F　講座室
◆講　　師／ 須田　香織 先生
◆持 ち 物／ 手拭タオル（アロマがついても良いもの）・

筆記用具
◆内　　容／ アロマの基礎を少し勉強してみませんか？自

分で作るカンタン・アロマクラフトでアロマ香
る素敵な生活を楽しみましょう♡

‥ 今回は、“バスソルト” と “ルームスプレー”
どちらも、おうちですぐ使えます！

◆受 講 料／ １,０００円（教材費	１，０００円）
◆定　　員／１５名
◆申込期間／ 4/8 ㈮ 8：40～4/22㈮

こどもの日！の前に
デコ巻きずし教室

「鯉のぼり」と「チューリップ」の2本巻きます
◆開催日時／ 5/1日曜日  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・手拭タオル・包丁・
	 タッパー・	あれば巻きすと計り
◆内　　容／ 子どもの日プレゼンツ！
‥ 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？（お子様連れＯＫ）

◆受 講 料／ １,０００円（教材費	１，０００円）
◆定　　員／１６名
◆申込期間／ 4/8 ㈮ 8：40～4/28㈭
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

プリマヴェーラコンサート
～和と洋の響き～

5月29日㈰　14：00 開演
安土文芸セミナリヨ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,500円→ 1,800円 10枚
※未就学児入場不可

〔出演者〕　
　　第1部 　色彩打楽うちなハレ（和太鼓）
　　第2部 　カルロ・フォルリヴェジ（パイプオルガン）
　　　　　　麻植美弥子（箏）

●締切日／4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
エンジョイ・センチュリーシリーズ

ゴジラ音楽祭in京都

5月2日㈪　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→ 6,000円 10枚
A　席 6,000円→ 4,800円 10枚

※全席指定
※未就学児入場不可
　

●締切日／4月20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

TM&©TOHO.CO.,LTD.

梅沢富美男＆松崎しげる
トミーとマツ

「白と黒の夢の共演」

6月13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
全席指定 7,000円→ 4,500円 各10枚
※未就学児入場不可
　

●締切日／4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

東京バレエ団
子どものためのバレエ
「ドン・キホーテの夢」

7月27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
大人

（高校生以上) 3,000円→ 2,400円
20枚子ども

（4歳～中学生) 2,000円→ 1,400円
※全席指定
※4歳以上入場可

●締切日／4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33回守山市民教養大学
 もりやま市民カレッジ
＊各回共通　14：00 開講＊
守山市民ホール　大ホール

	区	分 あっ旋料金 予定枚数
全５講演
セット 10,800円→ 9,3００円 １０セット

※全席指定
※未就学児入場不可
※予定している講師が急病等により急遽講演が不可能になった場合、
日程の変更及び代理講師による講演を開催する場合があります。

　なお、それに伴う受講料の返金等は行いません。
●締切日／４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。

第 1 講 第 2 講 第 3 講 第 4 講 第 5 講
9月４日㈰ 10月２日㈰ 11月19日㈯ 12月４日㈰
心屋仁之助 青山繁晴 菊池桃子 東儀秀樹
性格リフォームカウンセラー 株式会社独立総合研究所

代表取締役社長・兼・首席研究員
女　優

戸板女子短期大学客員教授
雅楽師

「生きにくい時代を
楽に生きるには」

「日本の出番、
祖国は甦る」

「学びのチャンスは近くにある！
～大人が楽しく学ぶコツ～」

「雅楽のこころ
音楽のちから」

FAX
インターネット

電話

©Kiyonori‥Hasegawa‥

日程・講師
調整中

※守山市民ホールへ
　お問い合わせください。
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

五木ひろし 特別公演

5月15日㈰　12：00 開演
5月21日㈯　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
※全席指定
※未就学児のご入場はお断りいたします。
※座席は割引対象席になります。
　

●締切日／4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

木村 大
 ギター・コンサート

“ＥＣＨＯ”
6月23日㈭　19：00 開演

京都府立府民ホール　「アルティ」
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／4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

仲道郁代
ピアノ・リサイタル

6月18日㈯　14：00 開演
京都コンサートホール　小ホール

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／4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

©Kiyotaka‥Saito

宮田　大
チェロ・リサイタル 2016

6月10日㈮　19：00 開演
京都コンサートホール　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 4,700円→ 3,800円 10枚
※未就学児入場不可
　

●締切日／4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

研ナオコ＆野口五郎
Special Stage

～お気に召すかな!?～ Part3

6月30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
全席指定 7,560円→ 4,800円 各10枚
※未就学児入場不可
　

●締切日／4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

五木ひろし
コンサート 2016

6月14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

※全席指定
※未就学児入場不可
　

●締切日／4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。

◆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。

電話 ドラゴンクエストの
世界へ飛び込め！

●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。

時と風景
―未来をつなぐコレクション

◆会期／4月23日㈯～6月26日㈰
◆場所／滋賀県立近代美術館

＊開館時間／9：30～17：00　※‥入館は16：30まで
＊休館日／月曜日

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

※‥身体障がい者手帳等をお持ちの方は、常設展・
企画展とも観覧料は無料

　
●このチケットの販売は
6月26日㈰までです。 クリスト《包囲された島》1981年

©Christo‥1982

窓口 写真展
岩合光昭の世界ネコ歩き

◆会期／4月27日㈬～5月9日㈪
◆場所／大丸ミュージアム<京都>

＊開館時間／10：00～20：00（最終日は17：00まで）
※‥入場は閉場の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

※‥中学生以下無料
　

●このチケットの販売は
5月9日㈪までです。

©Mitsuaki‥Iwago

窓口

サザエさん生誕70年記念
よりぬき長谷川町子展

◆会期／4月28日㈭～5月22日㈰
◆場所／美術館「えき」KYOTO

＊開館時間／10：00～20：00‥※‥入場は19：30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

●このチケットの販売は
4月27日㈬までです。

「サザエさん」第一巻初版（1947年）
　©長谷川町子美術館

窓口
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 ※４月にお誕生日を迎える会員対象

②時と風景……ペア2組（提供：滋賀県立近代美術館）
③よりぬき長谷川町子展…………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／４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。

＊会期中無休

＊会期中無休

８月 日 18 19 20 21 22
曜　日 木 金 土 日 月

時
　
間

１1：0０ ー ○ ○ ○ ○
１5：0０ ー ○ ○ ○ ー
１8：３０ ○ ー ー ー ー

※公演時間／約120分（休憩含む）

８月18日㈭～22日㈪  全８公演 大阪城ホール
 区 分 あっ旋料金 予定枚数

Ｓ席 大人 9,500円→ 8,1００円 ２０枚
Ｓ席こども

（3歳～小学生） 7,500円→ 6,4００円 １０枚
※全席指定
※3歳以上有料（3歳未満でもお席が必要な場合は有料）
※機材やステージ・客席の構造等により、舞台の一部が
見えにくい場合がございます。

※チケットは6月下旬頃のお渡しとなります。

※�ご希望日がすでに完売の場合もあり
ますのでご了承ください。

ⒸARMOR‥PROJECT/BIRD‥STUDIO/SQUARE‥ENIX‥All‥Rights‥Reserved.
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●Ｈ２８年度版「利用ガイド」を送付
いたします♪
　会員1人に１冊ずつ送付いたしましたので、
お配りください。

●Ｈ２８年度、「就学祝金」「還暦祝金」「高年齢者特別給付金」
の受給対象となる方について、事業所宛てにお知らせし
ました。〔入会期間２年以上の会員対象〕

「就学祝金」…この春、小学校にご入学されるお子様をお持ちの方対象
※「共済金給付申請書」 に必要事項をご記入いただき、就学が確認できる

もの（就学通知書、在学証明書）を添付のうえ、ご提出ください。　
「還暦祝金」…昭和31年生まれの方（満60歳）が対象
「高年齢者特別給付金」…昭和21年生まれの方（満70歳）が対象

※お誕生日を迎えられた後、「共済金給付申請書」 に必要事項をご記入の
うえ、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。

＜美術館・入場券・補助券・乗船券など＞ 
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

３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

あらゆる看板
企画・デザイン・設計・製作・施工

ナカタニ工芸
大津市和邇高城４０

TEL：077－５９４－１７６６
FAX：077－５９４－１８３２

nakatanikougei@gold.ocn.ne.jp

餅発祥の地より菓子製造卸販売

株式会社 菓匠将満
大津市南船路１８３－１

TEL：077－５７５－９３３３
FAX：077－５７５－９４２０

http://www.kasyou-masamitsu.com
info@kasyou-masamitsu.com

「ホスピタリティあふれる治療サービス」
「癒しあふれる院内空間」

三大寺リハビリクリニック
大津市三大寺６－９

TEL：077－５４５－５２５５
FAX：077－５７４－７５００

車の事ならなんでもおまかせ下さい

有限会社 くるまや工場
大津市一里山２－１６－２
ＴＥＬ：０７７－５４４－４０４０
FAX：077－５４４－４０３０
http://kulumaya.com/

kulumaya@muse.ocn.ne.jp

地域密着型の接骨院。
急なケガや長年の痛みも根本改善に導きます。

はせがわ接骨院

大津市中央１－５－２３
TEL＆FAX：０７７－５２２－２３２４

　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】

●次回の互助会だより発行日
　ゴールデンウィークのため、
　次回発行日は５月９日㈪となります。


