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互助会だより６月号

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

５ ６
・互助会だより発行／発
送

７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６
・イラストレーター安西
水丸展取扱終了

１７ １８

１９
・森村泰昌取扱終了

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６
・時と風景取扱終了

２７
・あっ旋チケット申込締切
・得得プレゼント応募締切

２８ ２９ ３０
・ダリ展取扱終了

今月の紹介

イワナ釣り大会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２
推奨ツアー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３

よしもとお笑いライブin 大津‥ 大津市民会館‥‥‥‥‥‥‥ P５
市民教養大学「声の魅力、歌の魅力」晴雅彦さん（バリトン歌手）と歌ってみよう‥ 大津市民会館‥‥‥‥‥‥ P５
市民落語会「三遊亭わん丈」二つ目昇進披露公演‥ 大津市民会館‥‥‥‥‥‥‥ P５
マスネ作曲‥歌劇『ドン・キホーテ』‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P５
松竹大歌舞伎‥中村芝雀改め中村雀右衛門襲名披露‥びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P５
郷ひろみコンサートツアー‥2016‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P５
『白い犬とワルツを』～私は白い犬～‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P６
昭和ノスタルジアコンサート‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥ P６
ほたる寄席‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥ P６
関西フィルハーモニー管弦楽団‥リラックスコンサートin野洲‥野洲文化ホール‥‥‥‥‥‥ P６
城奈緒美パイプオルガンリサイタル‥ 安土文芸セミナリヨ‥‥‥ P６
中嶋俊晴･大西伶奈デュオリサイタル‥ 滋賀県立文化産業交流会館‥‥ P６
SUMMER‥JAZZ‥SESSION‥2016‥JAZZ‥from‥NEW‥YORK‥ 滋賀県立文化産業交流会館‥‥ P７
平沼有梨‥feat.古澤厳‥ 京都文化博物館‥ ‥‥‥‥ P７
杉山清貴‥acoustic‥solo‥tour‥2016‥ 京都府立府民ホール‥‥‥ P７
由紀さおり･安田祥子‥ファミリーコンサート‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P７
ザ･ニュースペーパー京都‥2016‥ 京都劇場‥‥‥‥‥‥‥‥ P７
日本センチュリー交響楽団‥いずみ定期演奏会‥ いずみホール‥‥‥‥‥‥‥ P７
だいこん役者‥ 新歌舞伎座‥‥‥‥‥‥‥ P８
中村美律子‥デビュー30周年記念公演‥ 新歌舞伎座‥‥‥‥‥‥‥ P８
宝塚歌劇‥星組公演‥ 宝塚大劇場‥ ‥‥‥‥‥‥ P８

互助会だより
平成28年6月6日 発行

6 月 号
平成28年5月1日‥ 現在
事業所数‥ 1,034　
会 員 数‥  5,988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

平成２８年度
 第１弾事業

イワナ釣り大会!!
7/24㈰

※詳しくは、Ｐ２をご覧ください。

＊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/

6月の
互助会予定！！

コンサート・演劇

★互助会夏まつり予告＆景品提供募集‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２

★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

★新規事業所紹介‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10

★事務局からのお知らせ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10

　滋賀県勤労者互助会連合会提携施設、全福センター

★得得プレゼント‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10

★申込方法‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４・10

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

映画「母と暮せば」‥ 野洲文化ホール／さざなみホール‥‥ P８
ダリ展‥ 京都市美術館‥‥‥‥‥‥ P８
ダリ版画展‥ 京都文化博物館‥‥‥‥‥ P８
どやさ！よしもと美術館‥ 美術館「えき」KYOTO‥ ‥‥ P９
始皇帝と大兵馬俑‥ 国立国際美術館‥‥‥‥‥ P９
デトロイト美術館展‥ 大阪市立美術館‥‥‥‥‥ P９
スター･ウォーズ展‥ あべのハルカス美術館‥ ‥‥ P９
新感覚・科学アトラクション展！ポケモン研究所‥ グランフロント大阪北館‥‥‥ P９
藤田嗣治展‥ 兵庫県立美術館‥‥‥‥‥ P９

映画・美術展

参加者募集

　「平成28年熊本地震」災害義援金について
　　熊本を中心とする大地震により、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。　
　この度、（一社）全国中小企業サービスセンターの呼びかけにより、去る５月２４日（火）の理事会において承認を得ましたので、５月30日付けで、
当会から災害義援金として100,000円を送金させていただきました。
　一日も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます。
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家族でのんびり釣りしてみませんか？
子どもさんにはイワナのつかみ取りもあります！

◆開 催 日／ ７月24日㈰　※小雨決行

◆受付・集合場所／ くりはら　どんぐりの里　
大津市栗原４２４－１

◆集　　合／  9：45
◆スタート／ 10：00
◆参加資格／ 会員・同居家族・一般

◆参 加 費／
区　　分 会員・同居家族 一　　般

大　　人 1,000円 3,500円
小人（小学生） 500円 2,500円
釣り竿（１本） 1,500円

※未就学児は無料ですがイワナの塩焼きとご飯が必要な場
合は１名につき５００円の参加費がかかります。

◆募集人数／ 30名（最少催行人数15名）

◆申込方法／ 締切日までに互助会事務局へ電話（５２２－６４９９）でお申し込みください。所定の申込書（事務局から送信
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、事務局へＦＡＸ（５２３－３４９４）
でお送りください。‥参加費は、後日振込依頼書をお送りしますので、到着後３日以内にお振込みください。

◆締 切 日／ ７月８日㈮
◆そ の 他／ 参加者が15名未満の場合、または荒天の場合は中止します。

◆ 内 　 容 ◆

■釣りの時間� 10：00～12：00頃�
■つかみ取り（子供対象）�11：15頃～
※競技は行いません。
※釣竿の持ち込みは禁止。
参加者１名につきイワナ塩焼き１尾と
イワナ炊き込みご飯がつきます。
釣った魚はお持ち帰りいただきます。
（クーラーボックス等は各自ご持参く
ださい）
その場で焼いて食べる場合は別途個
人負担となります。
　　　●炭３キロ＝600円
　　　●網１枚＝200円
　　　●コンロ１台＝200円　等

イワナ釣り大会電話

今年度も琵琶湖ホテル×互助会とのコラボ企画!!
当選者続出の大抽選会!!

ご好評いただきましたまぐろの解体ショーや江州音頭などナド。お楽しみにぃ～♪

◆日　　時／	8月５日㈮  19時～21時（受付：１８時～）

◆場　　所／	琵琶湖ホテル３階「瑠璃の間」
◆募集人数／	先着　250名　‥※定員になり次第締切

◆申込期間／	７月８日㈮~２５日㈪
◆申込方法／	７月８日㈮から	電話でお申し込みください。電話での予約後、「事業共通申込書②」

（利用ガイド	Ｐ１３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、事務局まで	ＦＡＸ（523-3494）で送信してください。

※詳しくは次月号に掲載いたしますので、ご覧ください。

　互助会夏まつりで行
う抽選会の景品として
品物等をご提供いただ
ける事業所様を募集い
たします ! !
　ご提供いただける品
物等がございましたら
7/15㈮までに
互助会事務局
（ＴＥＬ：522-6499）
へご連絡ください。
　ご協力お待ちしてお
ります。どうぞ宜しく
お願いいたします。

募集！！

★ビュッフェスタイル・
フリードリンク

受付開始！
 6月７日㈫から

 7月8日㈮から
受付開始！！

予告！！
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推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

読売旅行・夜間貸切！
ガーデンミュージアム比叡

コース番号：640－0480－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（12：40～13：20発）‖‖エクシブ京都八瀬離宮（遅めのランチバイキング）‖‖大原三千院（参拝）‖‖
　‖‖ガーデンミュージアム比叡（読売旅行貸切でイルミネーションなどお楽しみ）‖‖各地（20：40～21：00頃着）‥‥＊行程の順番が変更になる場合があります。

★キャンドルの揺らめきと移りゆく夕景と夜景が美しい『ガーデンミュージアム比叡』を読売旅行が貸切りました！
ローズフェスティバルや初夏のモネも開催中！イルミネーション、ローズフェスティバル、初夏のモネの３つが同時に楽
しめるのはこの日だけ！
★通常７月16日からのイルミネーション「ジャルダン・デ・イルミエール」を一週間早くご覧いただけます！
★遅めの昼食は会員制リゾート「エクシブ京都八瀬離宮」にてバイキング！

◆開 催 日／	７/9㈯
◆場　　所／	京都・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
◆募集人数／	４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切‥

＊昼食付き

◆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 ◆

※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）

旅のポイント

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⇒ 6,500円

小人（４歳～１１歳）
通常料金4,800円⇒ 4,200円

中人（１2歳～１7歳）
通常料金6,400円⇒ 5,600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。　

「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」 7月1日㊎～7月29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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「心と美♥身体の癒しサマーフェスティバル」
～キラキラ夏のキレイをあなたへ～

◆内容／☆『ミニライブ開催決定！』お客様と共に楽しむライブ演出
☆『夏メイクショー』メナードがお届けする二つの夏メイク♡
☆『お楽しみ抽選会』メイクショーをご覧いただいたお客様へ
素敵なプレゼント♡

☆『40店舗の癒しのプロの出店！』　心（セラピー＆ヒーリング）
と美（エステ＆メイク）、身体（マッサージ）のすべてを癒
す素敵なプロ達が勢揃いしますので、こうご期待♡♡

☆『男性の癒しメニューも企画！』夏をキレイに乗り切りたいあ
なたをサポートします♡

◆開催日時／ ７/16 土曜日 10：00～16：00

◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター ５F 大ホール

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。
　※センター講座（歴史講座）につきましては、受講料・教材費ともに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。
※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 申込方法★

歴史講座「近江を考古する」
◆開催日時／ ７/9・23・30　土曜日
 13：30～15：30　全３回
◆開催場所／  大津市勤労福祉センター  ４F 研修室
◆講　　師／ （公財）滋賀県文化財保護協会
 辻川哲朗氏・重田 勉氏・横田洋三氏
◆持 ち 物／ 筆記用具
◆内　　容／ 私たちが暮らす近江の風土の成り立ちを知ること

は、現代に生きる　そして未来を造る「知恵」を
与えてくれます。

‥ 「大地を考古する」……大地から岩を切り取り、
様々な形に使ってきた先人の姿を紹介します。

‥ 「景色の裏に潜むもの　災害を考古する」……
人間の行為がもたらした災害を通して景色の成り
立ちについて解説します。

‥ 「地ふるう　地震を考古する」……琵琶湖に残
された巨大地震の痕跡を通し、先人たちがどのよ
うに地震に向き合ってきたかを解説します。

◆受 講 料／1,5００円（教材費	５００円）
◆定　　員／３０名
◆申込期間／	6/9㈭ 8：40～7/8 ㈮ 　※先着順

　アイフォン　　　アイパッド
iphone&ipad 使い方基本講座

～便利に使いこなそう！～

◆開催日時／ ７/9・16・23・30・8/６
   土曜日 10：30～11：30　全５回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター  ４F 会議室
◆講　　師／ 加藤　弘貴 先生
◆持 ち 物／ お持ちの iphone または ipad 筆記用具
◆内　　容／ 初心者を対象に、お持ちのiphone& ipad

の基本的な使い方や、設定からはじめます。
意外と知られていない便利機能や小技の紹
介・代表的な便利アプリの操作方法を学び
ます。

‥ 随時質問を受けるスタイルで行いますので、
「上手く使えるか不安」という方にもおス
スﾒです！

◆受 講 料／ 2,500円（教材費	7００円）
◆定　　員／１５名
◆申込期間／6/9㈭ 8：40～6/30㈭ 　※先着順

共催事業 会員以外の方でも誰でもご参加いただけます！！

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

昨年に引き続き！
今年も開催しま～す

コンシェルジュがあなたをサポート♥
癒しと出会う安心な体験会です！！

お気軽にご来場ください♪

７月号でもうすこ～し詳しい内容を掲載しますので、お楽しみに♪♪

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自主事業



– 5 –

互助会だより６月号

★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

よしもとお笑いライブ
in大津

6月26日㈰　18：30 開演
大津市民会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,800円（前売り）→ 3,000円 30枚
※‥5歳以上有料。
※‥4歳以下は膝上無料（お席が必要
な場合は有料）

※‥都合により出演者が変更になる場
合がございます。

　

●締切日／6月17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。　

市民教養大学
「声の魅力、歌の魅力」

晴
はれ

雅
まさ

彦
ひこ

さん（バリトン歌手）と歌ってみよう

7月9日㈯　14：00 開演
大津市民会館　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,000円→ 1,400円 10枚
※‥小学生以上入場可
〔出演者〕　晴雅彦（はれ まさひこ）バリトン歌手・大阪音楽大学教授
〔講演内容〕
　　　第1部　トーク＆レクチャー　
　　　第2部　一緒に歌おう
楽しみながら「声」と「歌」の魅力を体験する市民参加の講座です。

●締切日／6月24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

市民落語会
「三遊亭わん丈」

二つ目昇進披露公演

7月24日㈰　14：00 開演
大津市民会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,500円（前売り）→ 2,800円 30枚

〔出演者〕　三遊亭わん丈、三遊亭円楽、三遊亭円丈、桂雀々　ほか

〔公演内容〕
　ラップもこなす、古典もこなす大津市出身若手落語家のお披露目です。
　

●締切日／6月27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

びわ湖ホールオペラへの招待
マスネ作曲

歌劇『ドン・キホーテ』

8月6日㈯・8月7日㈰
両日ともに　14：00 開演
びわ湖ホール　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 5,000円→ 4,000円

20枚青少年
（25歳未満) 2,000円→ 1,400円
※‥全席指定
※‥6歳以上入場可
　

●締切日／6月27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

松竹大歌舞伎
中村芝雀改め中村雀右衛門

襲名披露
9月4日㈰　13：00／17：00 開演

びわ湖ホール　中ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S　席 6,000円→ 5,100円 各10枚
A　席 5,000円→ 4,000円 各10枚
青少年

（25歳未満) 2,000円→ 1,400円 各5枚
※‥全席指定
※‥6歳以上入場可
　

●締切日／6月27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

電話

オペラへの招待‥歌劇「ルサルカ」より
（2015年）

中村雀右衛門
　©松竹

松本幸四郎
©松竹

Hiromi Go
Concert Tour 2016

NEW WORLD
9月12日㈪　18：30 開演

びわ湖ホール　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 7,500円→ 6,400円 20枚
※‥3歳未満入場不可
※‥3歳以上有料
　

●締切日／6月27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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昭和ノスタルジア
コンサート

7月7日㈭　18：30 開演
守山市民ホール　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
※‥未就学児入場不可

〔出演〕
　北海道歌旅座（JUNCO、高杉奈梨子、ザ・サーモンズ）

●締切日／6月24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

ほたる寄席
9月18日㈰、平成29年1月7日㈯、3月18日㈯
各公演とも 14：00 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3公演セット 3,300円→ 2,600円 5セット
2公演セット 2,200円→ 1,500円 5セット
単独公演 1,600円→ 1,100円 10枚
※‥全席指定　※‥未就学児入場不可
※‥セット購入の際、すべて同一座席でご用意できない場合があります。

第十九回　　　林家花丸、笑福亭由瓶、林家染吉
第二十回　　　三遊亭兼好、柳亭市楽、橘家かな文
第二十一回　　笑福亭生喬、林家卯三郎、露の眞

●締切日／6月27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

関西フィルハーモニー管弦楽団
　リラックスコンサート

ｉｎ野洲

9月4日㈰　15：00 開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,500円→ 2,800円 20枚

※‥全席指定
　

●締切日／
6月27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

城奈緒美
パイプオルガンリサイタル

光～ｌｕｃｅ～

9月10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 2,000円→ 1,400円 10枚
※‥未就学児入場不可
　

●締切日／
6月27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

中嶋俊晴・大西伶奈
デュオリサイタル

8月7日㈰　14：00 開演
滋賀県立文化産業交流会館　小劇場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,500円→ 1,800円

10枚青少年
（25歳以下) 1,500円→ 1,100円
※‥全席自由
※‥未就学児の入場はご遠慮ください。

クラシックの名曲から日本の四季を歌った作品まで、歌い手の数が国
内でも非常に少ないカウンターテナーと、ハープが奏でる美しい音色
をお楽しみいただきます。

●締切日／6月27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

©s.yamamoto

『白い犬とワルツを』
～私は白い犬～

10月8日㈯　15：00 開演
びわ湖ホール　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 3,000円→ 2,400円 10枚
A　席 2,000円→ 1,400円 10枚

※‥全席指定
※‥6歳以上入場可
　

●締切日／6月27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

©岡本隆史
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SUMMER JAZZ 
SESSION　2016 

JAZZ from NEW YORK
8月28日㈰　18：00 開演

滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席自由 2,500円（前売り）→ 1,800円 10枚
※‥未就学児の入場はご遠慮ください。
‥

中井勉と田井中福司がこの夏も帰ってきます！
吉岡秀晃と中村健吾の強力メンバーを迎え、ニューヨーク仕込の強力な
パフォーマンスをお届けします！

●締切日／6月27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

平沼有梨 ｆｅａｔ.古澤巌
「音楽のレシピ」

7月1日㈮　18：30 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
全席自由 4,000円（前売り）→ 3,200円 10枚
※‥未就学児入場不可
　

●締切日／6月17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

杉山清貴
ソロデビュー30周年

acoustic solo tour 2016
8月11日（木･祝）　14：00 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 6,000円→ 5,100円 10枚
※‥未就学児入場不可
　

●締切日／6月27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

由紀さおり・安田祥子
ファミリーコンサート

9月7日㈬　15：00 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 6,500円→ 5,500円 10枚
※‥3歳以上有料
※‥3歳未満膝上鑑賞無料
　（お席が必要な場合有料）
　

●締切日／6月27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

政治や社会問題のタブーに挑戦する
社会風刺コント集団

『ザ・ニュースペーパー京都2016』
9月22日（木･祝）　14：00 開演

京都劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S　席 5,500円（前売り）→ 4,400円 20枚
※‥全席指定
※‥未就学児入場不可

●締切日／6月27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
いずみ定期演奏会

№32 ハイドンマラソン

8月12日㈮　19：00 開演
いずみホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
A　席 4,500円→ 3,600円 10枚

　
〔指揮〕　 飯森範親（日本センチュリー交響楽団首席指揮者）
〔ピアノ〕 小山実稚恵（日本センチュリー交響楽団アーティスト・イン・レジデンス）
〔曲目〕
　モーツァルト：ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 K.271「ジェナミ」
　ハイドン：交響曲 第70番 ニ長調  Hob.l：70　ほか

●締切日／6月27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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ダリ展 ダリ版画展
◆会期／7月1日㈮～9月4日㈰
◆場所／京都市美術館

＊開館時間／9：00～17：00　※‥入館は閉館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 1,600円→ 1,000円 50枚
高大生 1,100円→ 600円 30枚
小中生 600円→ 300円 30枚

※障がい者手帳等をご提示の方は無料

●このチケットの販売は6月30日㈭までです。

◆会期／7月9日㈯～9月4日㈰
◆場所／京都文化博物館

＊開館時間／10：00～18：00（金曜日は19：30まで）
　　　　　　※‥入室はそれぞれ閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,200円→ 700円 50枚
高大生 900円→ 500円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※障がい者手帳等をお持ちの方とその介護者１名は無料（要証明）

●このチケットの販売は7月8日㈮までです。

窓口 窓口

7月3日㈰・7月9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

3階席 4,000円→ 3,000円 各10枚
※‥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。

出演：藤山直美、大杉 漣　ほか

●締切日／6月24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

中村美律子
デビュー30周年記念公演
7月31日㈰・8月6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致します。
※‥座席は「特別優待対象席」になります。

友情出演：増位山太志郎

●締切日／6月24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

宝塚歌劇星組公演
8月27日㈯・9月10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15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。
※‥並び席の確保ができない場合があります。
【演目】グランステージ『桜華に舞え』　　　　作・演出／齋藤吉
　　　　ロマンチック・レビュー『ロマンス!!（Romance）』

　　　　　　作・演出／岡田敬二
●締切日／6月27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
映画「母と暮せば」

7月30日㈯　野洲文化ホール
7月31日㈰　さざなみホール

両日とも　10：30／14：00 開演
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,000円（前売り）→ 700円 各10枚
※‥全席自由
※‥未就学児は7/30のみ親子席
　入場可
　

●締切日／6月27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

©2015「母と暮せば」製作委員会
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どやさ！よしもと美術館 始皇帝と大兵馬俑

デトロイト美術館展 スター・ウォーズ展

新感覚・科学アトラクション展！
ポケモン研究所 藤田嗣治展

◆会期／7月15日㈮～8月7日㈰
◆場所／美術館「えき」KYOTO

＊開館時間／10：00～20：00（7/15は20：30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
　よしもと芸人・タレントによるアート作品が大集合！
本展では、＂お笑い＂の他にもアートな才能をもった多数のよしもと芸人、タレント
による個性豊かな様々なジャンルのアート作品を「よしもと美術館」と題し一堂に
展覧いたします。期間中には出展芸人らによるイベントの開催も予定しております。

●このチケットの販売は6月14日㈫～7月14日㈭までです。

◆会期／7月5日㈫～10月2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30分前まで
＊休館日／月曜日（7/18・9/19は開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
大学生 1,200円→ 700円 30枚
高校生 600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）

●このチケットの販売は7月4日㈪までです。

◆会期／7月9日㈯～9月25日㈰
◆場所／大阪市立美術館

＊開館時間／9：30～17：00※‥入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（7/18、8/15、9/19は開館、7/19は休館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
高大生 1,000円→ 600円 30枚

※‥中学生以下・障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名を含む）
は無料（要証明）

●このチケットの販売は7月8日㈮までです。

◆会期／7月16日㈯～8月30日㈫
◆場所／あべのハルカス美術館

＊開館時間／10：00～20：00※‥入館は閉館30分前まで
＊休館日／7/25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

※‥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

●このチケットの販売は7月15日㈮までです。

◆会期／7月16日㈯～9月4日㈰
◆場所／グランフロント大阪北館

ナレッジキャピタル　イベントラボ
＊開館時間／9：30～18：00※‥入館は閉館30分前まで
＊休館日／会期中無休

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
高大生 900円→ 600円 30枚

4歳～中学生 700円→ 400円 30枚
※‥3歳以下・障がい者手帳など持参者は無料（要証明）
　

●このチケットの販売は7月15日㈮までです。

◆会期／7月16日㈯～9月22日（木･祝）
◆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）
　　　　　　※‥入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（7/18、9/19は開館、7/19、9/20は休館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
大学生 1,000円→ 600円 30枚

※‥中学生以下無料
※‥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・65歳以上除く）
※‥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7月15日㈮までです。

窓口 窓口

窓口 窓口

窓口 窓口

＊会期中無休
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互助会だより６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	※６月にお誕生日を迎える会員様対象

②よしもと美術館
	 ……… ペア1組（提供：㈱エースプロモート）
③阪神タイガース
　　公式イヤーブック	2016……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／６月27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。

急患は時間外でも受付ます。
往療も相談に応じます。

金山整骨院

大津市茶戸町18－9
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０７７－５24－0078

５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】

　　

●ひらかたパークが滋賀県勤労者互助会連合会の提携施設
に仲間入りいたしまぁ～す♪（予告）
　フリーパス引換券付入園券と夏季プール入場付入園券の取り扱い
をいたします。次月号にて詳しい取扱方法やご利用方法等を掲載い
たしますので、お見逃しなく!!
　※ この他にも滋賀県勤労者互助会連合会での提携施設が数多くございま

す。詳しくは、連合会のＨＰ（http://www.shiga-gojoren.org）に
掲載しておりますので、是非、ご覧くださいませ。

●全国中小企業勤労者福祉サービスセンター
� 〔略称：全福センター〕

　全福センターでも多くの割引提携施設がございます。
　会報誌でご案内できていない内容等もございますので、是非、ご
覧ください。ご覧いただく際にＩＤとパスワードの入力が必要となります。
全福センター 検索  ⇒ ＩＤ：＊＊＊＊ パスワード：＊＊＊＊＊ ログイン
　※ 当会のHP掲載の互助会だよりにはIDとパスワードは未掲載になってお

ります。事務局へお問い合わせください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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・映画など＞
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


