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互助会だより５月号

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９
・互助会だより発行／発
送

・岩合光昭の世界ネコ歩
き取扱終了

１０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０
・1945年±5年取扱
終了

２１

２２ ２３
・ジェフグルメカード特別
あっ旋申込締切

２４ ２５ ２６
・武豊展取扱終了

２７ ２８

２９ ３０
・あっ旋チケット申込締切
・得得プレゼント応募締切
・家庭常備薬等受付終了

３１

今月の紹介

勤労福祉センター講座‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４
勤労福祉センター自主事業講座‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４
勤労青少年ホーム講座‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P５

山下洋輔スペシャル･ビッグバンド･コンサート‥2016‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P６
きかんしゃトーマス‥ファミリーミュージカル‥ 栗東芸術文化会館さきら‥ ‥ P６
ウタのタネ in守山‥vol.6‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥ P６
平和祈念コンサート‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥ P６
歌声喫茶‥ 野洲文化小劇場‥‥‥‥‥ P６
スギテツ大音楽会‥ 安土文芸セミナリヨ‥‥‥ P６
JAM‥Project‥Tour‥2016‥ 滋賀県立文化産業交流会館‥‥ P７
通崎睦美コンサート‥ 京都文化博物館‥ ‥‥‥‥ P７
木津川計の一人語り劇場‥ 京都劇場‥ ‥‥‥‥‥‥‥ P７
劇団四季‥ウェストサイド物語‥ 京都劇場‥ ‥‥‥‥‥‥‥ P７
天童よしみコンサート‥2016‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P７
福田こうへいコンサート‥2016‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P７
キエフ･バレエ‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P８
沢田研二‥LIVE‥2016‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P８
島津亜矢‥特別公演‥ 新歌舞伎座‥‥‥‥‥‥‥ P８
日本センチュリー交響楽団‥第210回定期演奏会‥ ザ･シンフォニーホール‥‥‥ P８
ディズニー･オン･アイス‥ 大阪城ホール‥‥‥‥‥‥ P８
SCANDAL‥10th‥ANNIVERSARY‥FESTIVAL『2006-2016』‥泉大津フェニックス‥‥‥‥‥ P９

互助会だより
平成28年5月9日 発行

５ 月 号
平成28年4月1日‥ 現在
事業所数‥ 1,018　
会 員 数‥  5,879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/

５月の互助会予定！！

コンサート・演劇

★家庭常備薬等あっ旋‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
★阪神甲子園球場年間予約席空席状況‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
★提携施設「リラクゼーションサロンりらくる」 ·‥‥‥‥‥‥‥‥ P５
★新規事業所紹介‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10
★折込広告等案内‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10
★事務局からのお知らせ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10

　びわ湖バレイ／次月号発行日／
　志摩スペイン村パルケエスパーニャ臨時休園

★得得プレゼント‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10
★申込方法‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４・10

推奨ツアー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２

ジェフグルメカード特別あっ旋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３

武豊展‥ 美術館「えき」KYOTO‥ ‥‥ P９
イラストレーター‥安西水丸展‥ 美術館「えき」KYOTO‥ ‥‥ P９
ポール･スミス展‥ 京都国立近代美術館‥‥‥ P９
森村泰昌：自画像の美術史‥ 国立国際美術館‥‥‥‥‥ P９
1945年±５年‥ 兵庫県立美術館‥‥‥‥‥ P９

美術展

あっ旋チケット

参加者募集

家庭常備薬等あっ旋
特価品やいちおしの商品!!
虫よけ・日焼止めなど
夏向けの商品も勢ぞろい♪

　※詳しくは、Ｐ３をご覧ください。

阪神甲子園球場
年間予約席空席状況
　4/25現在の空席状況を
お知らせします。
　※詳しくは、Ｐ３をご覧ください。

新たな提携施設が加わりました!! 
リラクゼーションサロン   

　※詳しくは、Ｐ５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

信州・佐藤錦さくらんぼ狩り
食べ放題コース番号：640－0330－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）

■ さくらんぼ狩りの品種は佐藤錦限定!!  約30分間もぎとり食べ放題♪♪

◆開 催 日／	6/19㈰
◆場　　所／長野・飯田方面
◆旅行代金／	会　　員	 	７,98０円
	 同居家族		 ９,９８０円
	 一　　般		１０,９８０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（大津京駅、大津駅前、草津駅西口、
　菩提寺PA）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

淡路島びわ狩り食べ放題と 
箱入り1㎏お持ち帰りコース番号：640－0545－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（8：30～9：10発）‖‖ <高速>‖‖松帆の郷・釜揚げしらす丼の昼食 ‖‖
‥‖‖鯛おどる館・お土産品のお買い物 ‖‖中村農園・びわ狩り食べ放題！長年にわたり指定農園でお世話になっている「中村さん」の農園 ‖‖
　‖‖パルシェの館・フクシア大温室鑑賞とラベンダー摘み取り体験‖‖淡路ハイウェイオアシス・紫陽花鑑賞‖‖<高速>‖‖各地（17：30～18：30頃着）

＊行程の順番が変更になる場合があります。

■ 今年も『中村農園さん』の大きいびわ狩り食べ放題！
■ お一人様につき箱入り約1㎏淡路産びわ（約18～20個）のお持ち帰り
■ 一面のラベンダー畑で20本摘み取り体験（花の開花状況により変更になる場合がございます）

◆開 催 日／	6/9㈭・6/11㈯
◆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（草津駅西口、大津駅前、大津京駅）を
お伝えください。

◆募集人数／	各４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切‥

各地（7：40～8：40発）‖‖ <高速>‖‖さくらんぼ農園・佐藤錦もぎ取り食べ放題（30分間）‖‖飯田・豚冷しゃぶとそば御膳の昼食‖‖
‥‖‖飯田・お買物 ‖‖<高速>‖‖各地（18：00～18：30頃着）

＊行程の順番が変更になる場合があります。　

＊昼食付き

＜イメージ＞

＜イメージ＞※昼食付き
※幼児（３歳～小学生未満）

はさくらんぼ狩り代
として1,100円必要
になります。
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試合日 対戦相手 開始時間 1塁アイビーシート24段
月 日 曜日 104･105 106･107

5
17 火 中日 18:00 ○ ○
18 水 中日 18:00 ○ ○
22 日 広島 14:00 × ○

6
5 日 西武（交） 14:00 × ○
15 水 オリックス（交） 18:00 × ○
16 木 オリックス（交） 18:00 ○ ○

9
4 日 横浜DeNA 18:00 × ○
16 金 横浜DeNA 18:00 ○ ○
17 土 横浜DeNA 14:00 × ○

‥　○……空席

◆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／５/２３㈪ 19：00まで　※お渡しは5/25㈬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、５/２５㈬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

家庭常備薬等の特別あっ旋
～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／ ５月30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。

「申込書」は
今月号に同封して
います。

6月下旬頃
お届け予定
＊送料無料

〈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

阪神甲子園球場年間予約席　空席状況
　空席状況（４/２５現在）をご案内いたします。
先着順にて受付をしております。まずは互助会事
務局（電話５２２－６４９９）までお申し込みください。

区　分 あっ旋料金
一塁アイビーシート 
（24段104～107） 

2席1組

平　日
（巨人戦除く） 9,000円→ ７,４００円
土日祝
巨人戦 9,600円→ 8,0００円
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　 大津市勤労福祉センター講座

クラフトバンド教室
「手提げバッグ」＆「カゴ（小）」を作ります。

◆開催日時／ 6/9㈭・21㈫・23㈭
 10：00～12：00　全３回
◆開催場所／  大津市勤労福祉センター  ３F 講座室
◆講　　師／ 生野　千穂 先生
◆持 ち 物／ はさみ・手拭タオル
◆内　　容／ 今はやりのエコな紙バンド

で籠バッグを作りましょう
～！‥針や糸を使わずに、クラフトテープを編
んで自分色のクラフトバッグを一緒に作りま
せんか？

‥ 6/9：1回目はまず手始めに小物入れのカ
ゴを作ります。

 6/21・23：2回で手提げバッグを仕上げます。
◆受 講 料／1,5００円（教材費	１，５００円）
◆定　　員／１５名
◆申込期間／	5/10㈫ 8：40～5/31㈫ 　※先着順

会員以外の方でも誰でもご参加いただけます！！

楽楽♪ 貯筋運動教室 ～使って貯めよう筋肉貯筋～

◆内 容／ストレス発散レッスン！
　筋肉はいくつになっても貯めることがで
きる。自分で貯めておくしかないのです
‥‥そして、筋肉を貯める唯一の方法は
「使うこと」老後に備えて楽しく貯筋運
動を始めましょう♪頑張っても結果が出
ない‥‥自分に合った方法が分からない
‥‥など悩んでいる方！一緒に楽しく運
動しませんか？いつまでも自分で行きたい
ところに行ける体でいるために！

◆開催日時／ 6/７・１4・２1・２8・７/５ 火曜日
 　 10：30～11：30　全５回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター　２F　多目的室　  　
◆講　　師／ 福永　郁代 先生
◆持 ち 物／ 汗拭きタオル、ペットボトル500mlの水またはお茶、

動きやすい服装
◆受 講 料／２,５００円‥　　　◆定　　員／１０名
◆申込期間／5/10㈫ 8：40～5/31㈫ 　※先着順

パティシエ気分で♪
ケーキづくり教室

「ぶどうのクレープ包み」＆「米粉のロールケーキ」を作ります。

◆開催日時／ 6/10  金曜日
	 10：00～12：30　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／ 橋本　英里 先生
◆持 ち 物／ エプロン・三角巾・布巾２枚程度
◆内　　容／ おうちでも簡単に作れるお店に負けない美味

しいケーキ作りのコツを学びませんか♬
‥ 今回は、季節のぶどうを使った “クレープ包

み”と“米粉のロールケーキ”
に挑戦！

‥ 作り方をマスターして、レパー
トリーを増やしましょう♪

◆受 講 料／ 1,0００円（教材費	１，０００円）
◆定　　員／１６名
◆申込期間／5/10㈫ 8：40～5/31㈫ 　※先着順

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）、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。 	 ※教材費は講座当日に徴収いたします。（ホーム講座の教材費は、講座ごとに徴収いたします）。
	 ※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自主事業 会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます！！
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提携施設のご案内 !!

割引対象店舗の全メニュー60分以上ご利用の方を対象に、
会計時会員カードをご提示いただくだけで下記の割引が受けられます♪

リラクゼーションサロン

 ～毎日頑張る皆さまに癒しのひと時を～

割 引 内 容 ： ①1名さまご利用の場合、税込価格より250円引き
 ②2名さま以上でご利用の場合、1名さまあたり税込価格より300円引き
割引対象店舗： 皇子山店　大津市尾花川11－37 ☎525－7737
  堅 田 店　大津市本堅田5－11－21 ☎574－5667
営 業 時 間 ： 10：00～翌2：30（最終受付1：30）　年中無休

■土日祝および夜間は混雑する場合がありますので、電話で確認されることをおすすめします。
■ポイントカード、その他のサービスの併用は不可です。

■店舗名称が	 	⇒	 	に変更されます。

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。）

モテ男をめざす！ ワンランクUP講座
◆開催時間／19：30～21：00 全４回　　◆受 講 料／８００円
◆申込期間／5/18㈬ 8：40～6/3㈮ ※先着順

講　座　内　容 回 数 開 催 日 持 ち 物

① 体幹強化！筋力UP！トレーニング ２回 6/7㈫・21㈫ タオル・500mlの水またはお茶
生活習慣の中でのポッコリお腹！‥‥になる前の予防を身に付けて、体幹を強化し、筋力を鍛えながら、美しく正しい姿勢を習得しましょう！

② メンズの正しいスキンケア＆ヘアケア ２回 7/7㈭・21㈭ タオル・今お使いの洗顔フォーム
清潔感あるイケメンになるために、お肌や髪の毛を守る正しいケアを学びましょう！‥マイクロスコープでお肌をチェックします！

仕事も恋愛も第一印象が大切です！	そろそ
ろ…体型維持のために何か…エクササイズで
も！？	って、思っている方！	今、着ている洋服
は古くなったら捨てられますが、カラダや肌、
髪の毛は一生もの…健康な身体・質の良い肌
へシフトチェンジしませんか？？

男性限定

女子力UP！ やまとなでしこ体験講座
◆開催時間／19：00～21：00 全10回　◆受 講 料／2,0００円（教材費別途必要）　◆申込期間／5/18㈬ 8：40～6/3㈮ ※先着順

講　座　内　容 回数 開 催 日 教 材 費 持 ち 物

① アントルメ＆美味しい紅茶を楽しむ会 １回 6/14㈫ 1,000円 エプロン・布巾
アントルメと一緒に美味しい紅茶の入れ方をお腹いっぱい楽しく学びましょう♪　おもてなしのマナーを学んで、できる女の子になろう！

② ゆかた着付け体験 １回 6/28㈫ － ゆかた・肌襦袢・腰ひも2～4本・
半幅帯・伊達締め

夏のイベントに向けて、自分で着付けができたらカッコイイと思いませんか？　一度は体験してみましょう！

③ 指先（手・足）からキレイに♪お手入れ＆ネイル ２回 7/26㈫・8/2㈫ 650円 ベースコート・トップコート・徐光液・キッチンペーパー
数枚（8/2は、プラス塗りたいカラー・ビーチサンダル）

1日目は、爪の長さ形を整え、甘皮周りのお手入れ後、クリアベースのラメグラデーションで仕上げます。2日目は、足の甘皮周りのお手入れ後、ワンカラーを塗り、親指はラインストーンで仕上げます。

④
お茶の心とお点前体験 ２回 9/13㈫・28㈬ 1,000円 帛紗・古帛紗・扇子・懐紙・

菓子切（ようじ）帛紗ばさみ・白ソックス

美しい女性とは？‥いざという時に役立つ、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
カラーコーディネイトの基礎・応用 ２回 10/4㈫・18㈫ 1,000円 筆記用具

色の性質を知ることにより、自分が相手に与えているイメージを知り、自分のなりたいイメージを色で表現する方法を学びます。

⑥ 未生流　華道体験 ２回 11/8㈫・22㈫ 2,000円 花ばさみ・筆記用具・作品を持ち帰る袋
敷居が高くて…なんて思っていませんか？‥まずは、華道の基本を習って、普段の生活にも花を取り入れてみましょう！お花のある生活で運気もUP！

美味しいものやキレイなもの♪
今後に役立つ10回講座を体験して
みませんか？？女性限定

5/10(火)
提携スタート !
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

山下洋輔スペシャル・
ビッグバンド・コンサート2016
7月2日㈯　17：00	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 6,000円→ 5,100円 20枚
A　席 4,000円→ 3,200円 10枚
青少年

（25歳未満) 2,000円→ 1,400円 10枚
※‥全席指定
※‥6歳以上入場可
　

●締切日／5月30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

9月4日㈰	10：30／13：00／15：30	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
全席指定 2,200円→ 1,500円 各10枚
※‥2歳以上有料
※‥1歳以下は保護者1名につき1名
まで膝上鑑賞無料（お席が必要
な場合有料）

　

●締切日／5月30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

ウタのタネ in守山 vol.6
～音楽のチカラ～

6月26日㈰　14：00	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 10枚高校生以下 500円→ 400円

※‥全席自由
※‥小学生未満無料

〔出演〕
　human note、平義隆、一般参加シンガー

●締切日／5月30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

もず唱平監修
平和祈念コンサート

8月18日㈭　14：00／18：00	開演
守山市民ホール　大ホール

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

〔出演〕　中村美律子、市川由紀乃、高橋樺子、工藤あやの

●締切日／5月30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

歌声喫茶
6月25日㈯　14：30	開演

野洲文化小劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席自由 800円（前売り）→ 600円 10枚
※‥ドリンク無料

♪ソングリーダーは、宮原春彦・佐々木ゆか♪

●締切日／5月30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

スギテツ大音楽会
～ＴＯＵＲ2016 みんなでブラボー♪～

7月3日㈰　15：00	開演
安土文芸セミナリヨ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,500円→ 2,800円 各10枚高校生以下 1,000円→ 700円

※‥全席指定
※‥3歳未満は保護者膝上無料
　（お席が必要な場合有料）
　

●締切日／5月30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

©Eiji‥Kikuchi
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

ＪＡＭ Project Ｔｏｕｒ
2016

7月30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 7,020円→ 6,000円 20枚
※‥3歳以上有料

世界で活躍する「アニソン界」の実力派シンガー、
影山ヒロノブ、遠藤正明、きただにひろし、奥井雅美、
福山芳樹によるスーパーユニット JAM Project、
３年半振りのオリジナルアルバムを引っさげた
全国ツアーを文産会館からスタートします！！

●締切日／5月30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

通崎睦美コンサート
「今、甦る！木琴デイズ」ｖｏｌ.5

6月1日㈬　14：00／19：00	開演
京都文化博物館　別館ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,500円（前売り）→ 2,800円 10枚

※‥全席自由
※‥未就学児入場不可

●締切日／5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

京都シニア演劇フェスティバル
木津川計の一人語り劇場
『「番町皿屋敷」異聞』

6月17日㈮　12：00	開演
京都劇場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,000円→ 1,400円 10枚
　
　

●締切日／5月30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

劇団四季
ウェストサイド物語

6月30日㈭　13：30	開演
7月 2 日㈯　17：30	開演
7月 5 日㈫　18：30	開演
7月10日㈰　13：00	開演

京都劇場　
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S　席 9,000円→ 7,700円 各10枚
※‥全席指定
※‥3歳以上有料
　

●締切日／5月30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

天童よしみコンサート
2016

7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→ 4,500円 各20枚

※‥全席指定
※‥未就学児入場不可

●締切日／5月30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

福田こうへいコンサート 2016
～うた魂～

7月13日㈬　13：00／17：00	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 6,500円→ 5,500円 各20枚

※‥全席指定
※‥未就学児入場不可

●締切日／5月30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

「これまでの公演より（撮影：下坂敦俊）」

©中川忠明
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

＜大阪公演＞

◆期間／８月6日㈯～８月14日㈰ 全２5公演
◆場所／大阪城ホール
◆料金／

「雪だるまつくろう」「生
まれてはじめて」「レット・
イット・ゴー～ありのまま
で～」名曲の数々と共に、
『アナと雪の女王』が、
“ 氷 の 上 のミュージカ

ル” ディズニー・オン・ア
イスに初めてフルストー
リーで登場！ペアスケー
ティング、迫力のグルー
プスケーティング、ディ
ズニー・オン・アイスな
らではの『アナと雪の女
王』をお楽しみ下さい！

◆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。
※ご希望日がすでに完売の場合もありますのでご了承ください。

８月 日 6 7 8 9 10 11 12 13 14
曜　日 土 日 月 火 水 木･祝 金 土 日

時
　
間

１０：3０ ☆ ○ ー ー ー ー ー ☆ ☆
１１：００ ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ー ー
１４：3０ ○ ○ ー ー ー ー ー ○ ○
１５：００ ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ー ー
１8：3０ ○ ☆ ー ー ー ー ー ○ ☆
１9：0０ ー ー ー ☆ ー ☆ ☆ ー ー

※○・☆印が公演日
※公演時間／約２時間
‥ （２部構成‥休憩15～20分）

ⒸＤｉｓｎｅｙ

〔コスチューム特典公演〕
　☆の公演時間のチケット
をお持ちでディズニー・ 
キャラクターの全身コス
チュームでご来場の方に、
当日会場にてオリジナル

グッズをプレゼント！

キエフ・バレエ
～華麗なるクラシックバレエ・ハイライト～

7月27日㈬　13：30	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→ 6,000円 10枚
※‥3歳以下入場不可
※‥4歳以上有料
　

●締切日／5月30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

沢田研二 ＬＩＶＥ 
2016

7月28日㈭・10月31日㈪
両日とも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→ 6,000円 各10枚
※‥未就学児入場不可
　

●締切日／5月30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

島津亜矢 特別公演
6月4日㈯・6月12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
※‥全席指定
※‥未就学児のご入場はお断りいたします。
※‥座席は「特別優待対象席」になります。

●締切日／5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

日本センチュリー交響楽団
第210回定期演奏会

7月1日㈮　19：00	開演
7月2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 10枚
B　席 4,500円→ 3,600円 10枚

〔出演〕　指揮：アラン・ブリバエフ（日本センチュリー交響楽団首席客演指揮者）
　　　　 ピアノ：アレクサンダー・ロマノフスキー
〔曲目〕　ジュバノフ、ハミディ：歌劇「アバイ」より民族舞曲（日本初演）
　　　　 プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 作品26
　　　　 ラフマニノフ：交響的舞曲 作品45

●締切日／5月30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

あっ旋料金 予定枚数
Ｓ席 土日祝 大 人 5,950円→ 4,8００円

３０枚
Ｓ席 土日祝 こども
（3歳～小学生） 4,950円→ 4,0００円

Ｓ席 平日 大 人 5,450円→ 4,4００円
Ｓ席 平日 こども
（3歳～小学生） 4,450円→ 3,6００円

※全席指定　※2歳以下のお子様は保護者1名につき１名膝上無料
※チケットは7月中旬頃のお渡しとなります。‥（お席が必要な場合は有料）

●締切日／5月30日㈪
※‥一旦、お申し込みいただきますと
　キャンセル・変更はできません。

電話
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

ＳＣＡＮＤＡＬ
10th ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ

『2006-2016』

8月21日㈰　16：30	開演
大阪・泉大津フェニックス

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全自由 7,560円→ 7,560円 20枚

※‥このチケットは一般料金での販売となります。※4歳以上チケット必要
※‥整理番号順の入場になります。
※‥雨天決行・荒天中止
※‥キッズエリア・女性エリアあり
※‥南海「泉大津駅」より有料シャトルバ
スの運行あり（詳細後日発表）

※‥駐車券の販売あり（詳細後日発表）
※‥詳細は決定次第SCANDAL・
サウンドクリエーターのホーム
ページにてお知らせします。

●締切日／5月30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

武 豊 展
～名馬と共に歩んだ30年～

ポール・スミス展
HELLO、MY NAME IS PAUL SMITH

1945年±5年

◆会期／5月27日㈮～6月12日㈰
◆場所／美術館「えき」KYOTO

＊開館時間／10：00～20：00  ※‥入場は閉館30分前まで
（5/30･31、6/6･7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

◆会期／6月4日㈯～7月18日(月・祝)
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9：30～17：00（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（7/18は開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 800円 50枚
大学生 1,200円→ 600円 30枚
高校生 900円→ 400円 30枚

※‥中学生以下無料
※‥心身に障がいのある方と付添者1名無料（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7月18日（月･祝）までです。

◆会期／5月21日㈯～7月3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

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

※‥中学生以下無料
※‥心身に障がいのある方と介護者1名は各当日料金の半額（要
証明）

※‥当会では高校生･65歳以上の取り扱いなし
●このチケットの販売は5月20日㈮までです。

窓口

＊会期中無休

窓口

窓口

●このチケットの販売は
5月26日㈭までです。

東京優駿・キズナ（2013年）‥
©H.SUGA

イラストレーター
安西水丸展

森村泰昌：自画像の美術史
「私」と「わたし」が出会うとき

◆会期／6月17日㈮～7月10日㈰
◆場所／美術館「えき」KYOTO

＊開館時間／10：00～20：00（6/20・21・27・28は19：30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

●このチケットの販売は
　5月17日㈫～6月16日㈭までです。

◆会期／4月5日㈫～6月19日㈰
◆場所／国立国際美術館<大阪・中之島＞

＊開館時間／10：00～17：00（金曜日は19：00まで）
※入場は閉館の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
大学生 900円→ 500円 30枚
高校生 500円→ 200円 30枚

※‥中学生以下無料
※‥心身に障がいのある方と付添者1名無料（要証明）
　

●このチケットの販売は6月19日㈰までです。

窓口

窓口

＊会期中無休



–1 0–

互助会だより５月号

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	※５月にお誕生日を迎える会員様対象

②武豊展	③イラストレータ	安西水丸展
	 ……… 各ペア1組（提供：㈱エースプロモート）
④ユナイテッドシネマ映画鑑賞券（6月末期限）
	 ……… ペア1組（提供：ユナイテッドシネマ大津）
●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／５月30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。

　　●滋賀県勤労者互助会
　連合会提携施設

　　びわ湖バレイロープウェイ往復の通常料金が変更されました。
　　　大人1,900円（変更前）⇒ 2,200円（変更後）
　　会員証のご提示または割引券（事務局配布）にて
　　　大人1,700円／小人700円／幼児400円でご利用いただけます。
●次回の互助会だより発行日は６月６日㈪となります。
●志摩スペイン村パルケエスパーニャ ５/21㈯～28㈯ 臨時休園

相続・遺言のご相談
会社設立・各種営業許可申請

しかない行政書士事務所
行政書士鹿内美恵子

大津市一里山６－２－２７　平田ビル‥２F
ＴＥＬ：０７７－5０７－６９７４
ＦＡＸ：０７７－5１５－４８３７
http://anshinsoudan.net/
shikanaim@mx.scn.tv

各種サイン・広告制作業

株式会社	アドバン
大津市真野５－３０－９

ＴＥＬ：０７７－5７４－５５１７
ＦＡＸ：０７７－5７４－６５１７

info@g-advan.jp

秋桜はオーナー自ら市場でこだわり、
季節のお花をセレクトしたお花のセレクトショップです

Flower	秋	桜

大津市御陵町５－１７
ＴＥＬ：０７７－５２７－７７７７

http://flower-cosmos.jimdo.com

４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】

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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

　　 　皆様の事業所の広告や案内を互助会だよりに
　折り込みや掲載ができます!!（有料）。

　　 ■折り込み ‥‥‥ 7,000円～
　　 ■折込手数料 ‥‥ 1,000円～
　　 ■会報誌掲載 ‥‥ 3,000円～
　　　　※詳細等については、事務局へお問い合わせください。

ご存じですか⁇
※いずれもサイズや重量、会員
事業所様と一般事業所様に
よって料金が異なります。


