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互助会だより７月号

今月の紹介

互助会夏まつり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２
推奨ツアー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３

おやこ☆演劇フェスティバルinおおつ‥2016‥ 大津市民会館‥‥‥‥‥‥‥ P８
華原朋美‥CONCERT‥TOUR‥2016‥ 大津市民会館‥‥‥‥‥‥ P８
谷本賢一郎‥タニケンのファミリーコンサート‥大津市民会館‥‥‥‥‥‥‥ P８
山本恵理ジャズピアノ･ライブ‥ しがぎんホール‥ ‥‥‥‥‥ P８
子供のためのシェイクスピア『オセロー』‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P８
ザ･チェンバー･ブラス‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P８
かもめ‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P９
大野雄二＆ルパンティックシックス‥ジャズライブ‥栗東芸術文化会館さきら‥ ‥ P９
もりやまKidsカレッジ‥2016‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥ P９
ルシオール音楽塾‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥ P９
新韓楽（SHIN‥KAN‥GAKU）with‥トライソニーク‥守山市民ホール‥‥‥‥‥ P９
玉置浩二‥CONCERT‥TOUR‥2016‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥ P９
爆笑よしもとお笑いライブ‥in‥野洲‥2016‥ 野洲文化ホール‥‥‥‥‥P10
♪オンタイム♪歌声コンサート‥ 近江八幡市文化会館‥ ‥‥P10
中村美律子‥デビュー30周年記念コンサート‥ ロームシアター京都‥ ‥‥‥P10
千住真理子‥トーク＆リサイタル‥ 京都コンサートホール‥‥‥‥P10
ブロードウェイミュージカル「シカゴ」‥ 梅田芸術劇場‥ ‥‥‥‥‥P10
日本センチュリー交響楽団‥第211回定期演奏会‥ ザ･シンフォニーホール‥ ‥‥P10
梅沢富美男･香西かおり‥特別公演‥ 新歌舞伎座‥‥‥‥‥‥‥P11
天童よしみ‥公演‥ 新歌舞伎座‥‥‥‥‥‥‥P11
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あっ旋事業

コンサート・演劇

★会員様からの投稿‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２
★平成27年度 一般会計･施設管理事業特別会計事業報告及び収支決算報告‥‥P12
★平成28年度 役員･評議員･事業推進員等のご紹介‥‥‥‥‥‥‥‥P13
★新規事業所紹介‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P14
★事務局からのお知らせ　アレックスシネマ映画前売券‥‥‥‥‥‥‥P14
★得得プレゼント‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P14
★申込方法‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P７・14

ひらかたパーク‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
2016 びわ湖大花火大会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４
びわ湖大津プリンスホテルスイミングプール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４
滋賀県内観光果樹園‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P５
大津市営プール（平水）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P５

勤労福祉センター講座‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P６
勤労福祉センター自主事業講座‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P６・７
心と美♥身体の癒しサマーフェスティバル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P７

発掘された日本列島2016‥ 大津市歴史博物館‥ ‥‥‥P11
生誕130年‥バーナード･リーチ展‥ 滋賀県立近代美術館‥‥‥P11
あの時みんな熱かった！アンフォルﾒルと日本の美術‥京都国立近代美術館‥‥‥P11
世界の巨匠たちが子どもだったころ‥ 美術館「えき」KYOTO‥ ‥‥P11

美術展

参加者募集

日 月 火 水 木 金 土
１ ２

３ ４
・始皇帝と大兵馬俑取扱
終了

５
・互助会だより発行／
発送

６ ７ ８
・互助会夏まつり受付開始
・イワナ釣り大会受付終了
・ダリ版画展／デトロイト美
術館展取扱終了

９

１０ １１ １２
・びわ湖大花火大会
受付開始

１３ １４
・どやさ!よしもと美術
館取扱終了

１５
・互助会夏まつり抽選会景
品提供募集締切

・スター・ウォーズ／ポケモ
ン研究所／藤田嗣治展
取扱終了

１６

１７ １８
・ポール・スミス展取扱終
了

１９ ２０ ２１ ２２
・びわ湖大花火大会受付終
了（大津館）

２３

２４/３１
・イワナ釣り大会

２５
・あっ旋チケット申込締切
・得得プレゼント応募締切
・互助会夏まつり受付終了
・びわ湖大花火大会受付
終了（湖上）

２６ ２７ ２８
・アンフォルﾒルと日本
の美術取扱終了

２９
・びわ湖大花火大会受付終
了（大津港）

３０

◆ひらかたパーク
◆びわ湖大花火大会
◆平水プール
　（市営・びわ湖大津プリンスホテル）
◆滋賀県内観光果樹園
今月はあっ旋事業が盛りだく
さん!!
夏から秋のお出かけにぜひ、
ご利用ください。お待ちして
おります。
花火大会は例年大好評!!
花火の受付開始は7/12㈫～
お申込みはお電話にてお早めに♪

※詳しくは、Ｐ3・4・5をご覧くだ
さい。

今年もやってまいりましたぁ～!! 互助会夏まつり♪ 
まぐろの解体ショーに江州音頭!! 恒例の抽選会のお楽しみが盛りだくさん!!
　　※詳しくは、Ｐ２をご覧ください。

8/５㈮は互助会事務局の窓口業務を17時までとさせていただきます。

７月の互助会予定！！

勤労福祉センター事業
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電話

今年度も
琵琶湖ホテル様とのコラボ企画で行います!!
大好評のまぐろの解体ショーや江州音頭‼
今年は昔懐かしい夜店もありますよぉ～♪
恒例の抽選会は豪華景品が盛り沢山‼
特上近江牛…家電製品…夏の商品…などナド…
会員事業所様や関係団体様からのご提供景品もございます☆
半数以上の方に当たる確率のたかぁ～い大抽選会です。
食べて飲んで踊って…同僚やご家族と共に楽しい夏の夜
を過ごしませんか。お待ちしておりま～す。

◆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」
◆参 加 費 ／	会　　員	 4,0００円
	 同居家族	 ４,5００円
	 子供（5歳～小学生）	２,0００円	 	
	 一　　般	 ８,0００円	 	

◆募集人数／	 先着　250名
	 ※定員になり次第締切
◆申込方法／	 ７月８日㈮８時４０分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。

◆申込締切／	 ７月２5日㈪
◆キャンセル料／ 8/4（前日）……50％
  8/5（当日）… 100％

＜昨年の様子＞

★ビュッフェスタイル

　　　★フリードリンク

※４歳以下のお子様が参加される場合は申込の際お知らせください。
（お席の確保をいたします。抽選会参加不可）

※当日は互助会事務局の窓口業務は17時までとさせていただきます。
※ホテルの駐車場が限られているため当日は公共交通機関またはホ
テルシャトルバスのご利用をおすすめいたします。

　誰もが歳をとるのは嫌ですが。。。と言って健康に
自信があるわけでもないし、毎日を楽しく笑って生き
ていくしかない。
　そんな訳で、心に笑いを…と…会員様がおもしろ
い川柳を送ってくださいました！アハハハ‼ 

みなさんも、楽しい話題があればゼヒ♪
 笑いのおすそ分け！

お待ちしていま～～す（＾○＾）　

会員のみなさぁ～ん（＾＾）　決して一人では読まないで！　思わず吹き出してしまうから！！！

互助会事務局に、おもしろいシルバー川柳  が届きましたー（＾○＾）♪
☆�投稿してくださった
のは、とってもシャイ
なＫ．Ｓさんです。

◎誕生日　ロウソク吹いて　たちくらみ
◎「アーン」して昔はラブラブ　いま介護
◎改札を　通れず　よく見りゃ　診察券
◎紙とペン　探している間に　句を忘れ
◎病院で三時間　待って病名は　加齢です
◎腰よりも　口につけたい　万歩計
◎万歩計　半分以上が　探し物
◎虫歯なし　当たり前だろ　総入れ歯
◎カード増え　暗証番号　裏に書き
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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

丹波篠山・夏3
サンキュー

9感謝祭！コース番号：
	640－0561－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）

★12大食べ放題 ≪①陶板焼き ②エビ塩焼き ③鱧の湯引き ④甘えび刺身 ⑤サーモンマリネ ⑥鶏の塩焼き ⑦豚冷しゃぶ 
　　　　　　　　 ⑧帆立 ⑨枝豆 ⑩サラダ ⑪スイートコーン ⑫冷やしそうめん≫
★10種にぎり寿司食べ放題 ≪⑬鮪 ⑭ウニ ⑮イクラ ⑯エビ ⑰タコ ⑱アジ ⑲サーモン ⑳穴子 ㉑イカ ㉒玉子≫
★５大フルーツ食べ放題 ≪㉓桃 ㉔メロン ㉕スイカ ㉖巨峰 ㉗アップルマンゴー≫
★３種の飲み放題 ≪㉘オレンジジュース ㉙ウーロン茶 ㉚カルピス≫
★５大お持ち帰り ≪㉛ぶどう１房 ㉜オレンジ１個㉝キウイ１個 ㉞黒豆せんべい１枚 ㉟黒豆茶１パック≫
★４つの観光ポイント ≪㊱1460mのロープウェイで空中散歩 ㊲マイナスイオン溢れる名瀑見学≫
★さらに ㊳バスガイド同行 ㊴バス車中も楽しい・お楽しみＤＶＤ放映

◆開 催 日／	８/21㈰　

◆場　　所／	篠山・三田方面
◆旅行代金／	会　　員	 	 4,98０円
	 同居家族		 ６,９８０円
	 一　　般		 ７,９８０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。（草津駅西口、大津駅前、大津京駅）

◆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（8：40～9：20発）‖‖ささやま玉水（昼食）‖‖めんたいパーク神戸三田（人気の工場でお買物）‖‖
　　‖‖布引ハーブ園（全長1460mのロープウェイで標高400m、約200種、75000株のハーブの楽園へ）‖‖

＊行程の順番が変更になる場合があります。 　　　　　　‖‖箕面（日本滝100選の落差約33mの箕面の滝見物）‖‖ 各地（19：10～19：25頃着）

旅のポイント

＊昼食付き

【購入方法】 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・志賀）〕でも可能ですので、事前にご連絡ください。

窓口 入園券のあっ旋を開始します !!
“ひらパー” の愛称で親しまれている遊園地のチケットが、あっ旋価格でお買い求めいただけることになりました。

　※今回お取り扱いするのは、7月2日㈯から9月4日㈰の間でご利用いただける２種類の夏季チケットです。
　※プールは1週間遅れの7月9日㈯からのスタートになりますのでご注意ください。

取扱チケット 区　　分 一般価格 あっ旋価格 ◎フリーパスはひらかたパーク
　窓口にて、当日券への引き換
　えが必要です。（引換券では利用できません）
◎チケットの返品・交換はできません。
◎フリーパスはご利用当日ご本人様に限り有効です。
（プール入場は別途有料）

◎フリーパスではご利用いただけない施設･イベント
があります。

◎プールでは一部別途有料のスライダーがあります。

フリーパス引換券付入園券
（有効期限：7/2～9/4）

おとな ４,４００円	 ３，７００円
小学生 ３,８００円 ３，２００円

2歳～未就学児 ２,６００円	 ２，２００円
夏季プール入場付入園券
（有効期限：7/9～9/4）

おとな ２,３００円	 １，９００円
こども

（２歳から小学生） １,３００円 １，１００円

■営業日・営業時間等、詳細についてはひらかたパークホームページ	http://www.hirakatapark.co.jp	でご確認ください。

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設
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窓口 びわ湖大津プリンスホテル
スイミングプール

◆期間・時間／７月２日㈯～９月１日㈭　１０:００～１７:００
　　　　　　【8/1～7、8/9～16　9:00～18:00】※8/8はびわ湖大花火大会のため15：00まで

◆料 　　金／ 区　　分 あ‥っ‥旋‥料‥金 予定枚数
※�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・志賀）】まで
会員証と代金をご用意
のうえ、お越しください。

おとな （平　日）　　３,０００円	→	 １，２００円 ３０枚
（土・休日）　３,５００円	→	 ２，１００円 ３０枚

こども
（４～１２歳）

（平　日）　　１,５００円	→	  ６００円 　２０枚
（土・休日）　１,７００円	→  9００円 ２０枚

※ 天候や営業状況により、営業時間が
変更となる場合がございますので、
ご了承ください。

好評につき
お早めに！！ ◆日 時 ／　８月８日㈪　【荒天延期日１2日㈮】

１９：３０～２０：３０（打ち上げ時間）
★★お申し込み★★
◎７月１2日㈫	８時４０分から	お電話（５２２－６４９９）でお申し込みください。
　観覧席券のお渡しは手配の都合上、７月１５日㈮以降となりますので互助会事務局まで
　会員証と代金をご用意のうえ、お越しください。

※お申し込み後のキャンセル・変更等はできません。※予定枚数になり次第締め切ります。（先着順）
※会員と同居家族以外のご利用は通常料金での販売となります。
※席は順次お取りしていきますので、ご了承ください。

場　所 開場／集合時間
区　分

あ‥っ‥旋‥料‥金 予定
枚数 備　　　考

お問い合わせ 取扱締切日 通常料金 会員料金

●大津港湾周辺 17時00分 全席指定 4,400円→ 3,30０円
（前売り３,９００円）

８０枚
両日とも中止の場合のみ払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券をご

持参のうえ、お越しください。
びわ湖大花火大会
実行委員会事務局

（びわこビジターズビューロー内）
　ＴＥＬ：５１１-１５３０　

７/29㈮
※予定枚数になり

次第締切

※３歳以上有料
※３歳未満の乳児等が保護者同伴の場合は無料
　（ただし、椅子は無し）

●柳が崎湖畔公園・
びわ湖大津館芝生
広場周辺

16時00分
※当日は終日公園
の一般公開はあ
りません。

全席指定 4,000円→ 3,10０円
（前売り３,６００円）

２４枚 両日とも中止の場合のみ払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券をご

持参のうえ、お越しください。
公共交通機関をご利用ください。びわ湖大津館

　ＴＥＬ：５１１-４１８７
（9：00～19：30）

７/22㈮
※‥予定枚数になり

次第締切

※お席が必要でない未就学児は無料
　（ただし、お席が必要な場合は有料）
※ベビーカーでのご入場はご遠慮ください。

●湖上観覧席

送迎船の集合時間
17時20分発
（集合16：50）
※時間厳守でお願
いします。

大	人	 13,000円→11,50０円
１０枚

両日とも中止の場合、または延期日に行けな
い場合（受付時確認）払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券をご

持参のうえ、お越しください。
ご来場の際はシャトルバスをご利用ください。
（JR湖西線堅田駅より無料送迎バス運行）
集合時間は厳守してください。（遅れられた場
合、観覧席への送迎の補償はできません）
天候等により中止する場合がございますので、
当日のご連絡先をお知らせください。

小	人
（小学生） 9,000円→ 	 	7,70０円

レークウエスト観光㈱
　ＴＥＬ：５７２-２１１４
　フリーダイヤル：
　　０１２０-０７７-５７２

７/25㈪
※予定枚数になり

次第締切

※全席指定
※小学生未満のお子様無料（ただし、お席が必要な場合は有料）
※料金（観覧席料/送迎船代/お弁当・お茶/おもてなし
パック<簡易雨具･うちわ・タオル等>含む）

2016びわ湖大花火大会観覧席券電話

受付開始！
 7月１2日㈫
 ８時40分から
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観光果樹園利用補助券
◆補 助 額／	大　人	５００円
	 小　人	４００円
	 幼　児	３００円	 　

◆利用方法／	利用補助券を各施設窓口にてご提出のうえ、
入園料をお支払いください。

（会員証のみの提示では割引利用いただけません。）

果樹園名 樹種 開園期間 開園時間
会員料金（補助券利用時入園料）

大　　人
（中学生以上）

小　　人
（小学生）

幼　　児
（３歳以上）

アグリパーク竜王観光果樹園
（竜王町山之上）
　TEL：０７４８－５７－１３１１

ぶどう・梨 ８月上旬～　‥
　　１１月下旬 １０：００～１７：００

７００円 6００円 4００円
柿 ５００円 ４００円 ２００円

今荘観光ぶどう園（長浜市今荘町）‥
　TEL：０７４９－７４－１３２２ ぶどう ８月上旬～　‥

　　９月下旬 ９：００～１７：００ ７００円 ５００円 ３００円

マキノピックランド‥
（高島市マキノ町寺久保）‥
‥
　TEL：０７４０－２７－１８１１

ブルーベリー ６月下旬～　‥
　　９月上旬

９：００～１６：００

7００円 ４００円 ２００円ぶどう
〔ヒムロッド・シードレス〕

８月上旬～　‥
　　８月中旬

ぶどう
〔ヒムロッド‥他〕

８月中旬～　‥
　　９月上旬 １,1００円    8００円    5００円

くり ９月中旬～　‥
　　１０月下旬 １,1００円    ４００円

下記の果樹園で
ご利用いただけます。
（お買い物には利用できません。）

�
｜
�
｜
�

窓口

窓口

◆公開時間／	 午前=９：００～１２：００（富士見を除く）　午後=１３：００～１６：００
	 ナイター=１７：００～２０：００（富士見のみ）
	 ※におの浜は９：００～２０：４５（土曜日は１３：００～２０：４５）
◆料 　 金／ 区　　分 あ	っ	旋	料	金 予定枚数

※	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・志賀）】
まで会員証と代金をご用意の
うえ、お越しください。

通常料金 会員料金
大　人（高校生以上） １,６００円	→	 １，４００円 50組
小　人（中学生以下）
高齢者（65歳以上） １,０５０円	→	  ９００円 50組

施　設　名 ＴＥＬ 公　開　日

皇子が丘公園プール
５０ｍプール

５２６－３０８５
７月２０日～８月３１日　※7/２１・28は休み
（7/2２・2５～27・29・8/１～５は午後のみ）

２５ｍプール ７月２０日～８月３１日
幼児プール ７月２０日～８月３１日

伊香立市民プール ５９８－３１９９ ７月２０日～８月３１日
雄琴臨水公園プール ５７８－８６６１ ７月２０日～８月３１日
坂本市民プール ５７８－８６６０ ７月２０日～８月３１日
におの浜ふれあいスポーツセンター ５２７－３５５３ ７月１日～８月３１日　※毎週火曜日は休み

（入館時間から３時間利用できます）
なぎさ公園プール ５２７－３９６０ ７月２０日～８月３１日
富士見市民プール ５３３－０８２０ ７月１日～９月２１日　※毎週月曜日は休み

（午後・夜間のみの公開）
晴嵐市民プール ５３７－４９９５ ７月２０日～８月３１日
唐橋公園プール ５４５－２３５０ ７月２０日～８月３１日
南郷公園プール ５３７－４６０１ ７月２０日～８月３１日
田上公園プール ５４６－４６０９ ７月２０日～８月３１日
曽束市民プール ５４６－５６１１ ７月２０日～８月３１日

◆５枚１組の
　料金です。

大 津 市 営 プ ー ル
◆ におの浜は１回３時間入替制、
　その他は、１回半日入替制

利用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・志賀）】まで
会員証をご用意のうえ、お越しください。
※お申し込みには、利用人数のご記入が必要です。
※天候等により開園時期が多少変更になることがあります。
　利用果樹園へ事前にお問い合わせください。
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◆開催日時／①②８/3・17・31・９/14・28　水曜日　　
　　　　　　　　①10：00～12：00　全５回　②13：30～15：30　全５回
◆開催場所／	３F	集会室	 ◆講　　師／ 児玉　紘一	先生
◆持 ち 物／ 描きたいもの（野菜・果物・花など何でも）現在お手持ちの絵具・筆・色鉛筆・スケッチブックなど
◆内　　容／ 「絵を描いてみたい！！」という初心者向けの教室です。絵を描くことを楽しんでください♪
 注） 絵の具等については、初回に講師より説明がありますので、新しいものは購入しないでください。
◆受 講 料／ ①②ともに ２,5００円	 ◆定　　員／ ①②ともに 15名
◆申込期間／ ７/11㈪～７/25㈪
	 7/26㈫	事務局内にて抽選後、当選者に連絡させていただきます。

①お手軽スケッチ教室Ⅰ
②お手軽スケッチ教室Ⅱ

大津市勤労福祉センター講座 会員以外の方でも誰でもご参加いただけます！！　※電話受付のみ（FAX・メール不可）

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

夏休みの自由工作にも！
唐橋焼 陶芸教室 ～ネームプレートを作ろう！

◆開催日時／ ８/6 土曜日　
 10：00～12：00　全 1 回
◆開催場所／ 5Ｆ	大ホール
◆講　　師／ 唐橋焼窯元　 

若山　義和	先生
◆持 ち 物／汚れても良い服装（エプロンなど）・
 飲み物・タオル
◆参 加 費／2,000円（材料費含む）
◆定　　員／50名

◆内　 容／ 夏休みの自由工作にも！！
自分だけの特別な「ネームプレート」を作って
みよう♪ デザインを考えて、あとは粘土でパー
ツを切ってのりではりつけします。家の表札や
部屋に飾ったり…用途はいろいろ！小さい子ど
もさんは大人と一緒に♪ お父さんお母さんや
おじいちゃんおばあちゃんと…小学４年生以上
なら一人でも作れます。

（8月30日には焼き上がりお渡しできます）
※小学3年生以下は保護者同伴が必要です。

◆申込期間／ ７/11㈪ＡM８：４０～８/２㈫　
	 ※先着順

◆開催日時／８/3 水曜日　10：00～11：15　全 1 回
◆開催場所／ ４Ｆ	研修室
◆講　　師／ 須田　香織	先生　　　　
◆持 ち 物／ 筆記用具・オイルをふき取るタオル・タンクトップまたは袖のまくれるＴシャツ

等（オイルがついても良いもの）・飲み物（水）
◆内　　容／ アロマとリンパケア　学んでみませんか?? 
　　 　 　　今回は、 手・腕のハンドマッサージを学びます。ご自身で行う方法と

どなたか（相手）にしてあげる方法と２種類練習します。アロマのこ
とを勉強しながら、マッサージオイルもご自身でブレンドします♡

◆受 講 料／1,000円（教材費	1,000円）
◆定　　員／15名　　　◆申込期間／７/19㈫ＡM８：４０～８/1㈪　※先着順

アロマで♡ハンドマッサージ教室（女性限定）
～むくみ・二の腕の気になる方・リンパを流したい方におススメです！～
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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。  
　※「スケッチ教室」「陶芸教室」の受講料（参加費）は開催初日（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

★平成28年度 大津市勤労福祉センター講座・自主事業 申込方法★

　

「心と美♥身体の癒しサマーフェスティバル」
～夏のキラキラをあなたへ～
◆内容／☆『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♡♡

 通常価格よりも体験していただきやすい安心価格を設定しています！
 ステキな癒し時間をお過ごしください♪
☆各癒しブースのご予約を承ります。
（お問い合わせ・ご予約は、夢屋 090-8237-7608 中井まで）
12：00～��Sweet＆Bitter．♡ミニライブ決定！
　　　　　～人と音楽は隣り合わせにある幸せ～　
13：00～���『夏メイクショー♡』メナードからあなたへ
　　　　　[くずれないメイク＆潤いつや感メイク]
13：30～���『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♡
14：00～���安田旺司氏♡チャリティーコンサート[声楽家��バリトン歌手]

◆日時／	７月16日㈯
　　　　	10：00～16：00
◆場所／	５F 大ホール

共催事業 会員以外の方でも誰でもご参加いただけます！！

コンシェルジュが
あなたに合った癒しを
ご案内する特別ＤＡＹ

お気軽にご来場ください♪

　 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／ ８/18・19　木曜日・金曜日　10：00～11：30　全2回
◆開催場所／ ３F　集会室
◆講　　師／ 川村　昌子	先生　　　◆持 ち 物／汚れても良い服装・筆（大・中・小）・雑巾・はさみ・のり
◆内　　容／ ～ぼくだけ！わたしだけのアコーディオン絵本を作ってみよう♪
‥ 小学3年生～6年生を対象とし、水彩絵の具を使って、絵を描く楽しさを発見しよう！
‥ 子どもたちの感性や発想力を育みながら、楽しく絵本を作成します♪

◆受 講 料／ １,０００円（教材費	５００円）　　　　◆定　　員／１０名
◆申込期間／７/19㈫ＡM８：４０～８/12㈮　※先着順

夏休みの自由工作にも！
子ども絵画教室

対象：小学3年生～6年生

アコーディオン絵本を作成します♪
～子どもたちの感性や発想力を育み、表現力を伸ばそう！

大津発
！

＜昨年の様子です＞
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★★申込方法は、14ページをご覧下さい。

おやこ☆演劇フェスティバル
in おおつ 2016

7月31日㈰　①10：00 ②11：00 
 ③12：30 ④14：00 開演
大津市民会館 ①④小ホール ②大会議室 ③大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
① 1,500円→ 1,100円 10枚

②③ 500円→ 400円 各10枚
④ 2,000円→ 1,400円 10枚

※‥‥‥‥全席自由　※‥‥‥‥①②④は2歳以下無料
※‥‥‥‥内容詳細は大津市民会館HP
　　　　　‥(www.otsu-civic-hall.jp）へ

●締切日／7月15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。

華原朋美
CONCERT TOUR 2016

～君がそばで～

8月6日㈯　17：30 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 6,800円→ 5,800円 20枚
※‥‥‥‥未就学児のご入場はご遠慮ください。
　

●締切日／7月22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。

谷本賢一郎
タニケンのファミリーコンサート

8月21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
S　席 2,000円→ 1,400円 10枚
A　席 1,500円→ 1,100円 10枚

※‥‥‥‥3歳以上有料
※‥‥‥‥3歳未満膝上無料
　

●締切日／7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

ＮＹデビュー20周年記念
山本恵理

ジャズピアノ・ライブ

8月21日㈰　14：00 開演
しがぎんホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,500円→ 2,800円 20枚学　生 2,000円→ 1,400円

※‥‥‥‥全席自由
※‥‥‥‥6歳未満の方のご入場は

お断りします。

●締切日／7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

子供のためのシェイクスピア
『オセロー』

8月28日㈰　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
大　人 3,500円→ 2,800円

20枚子ども
（6歳～中学生) 2,000円→ 1,400円
※‥‥‥‥全席指定
※‥‥‥‥6歳以上入場可
　

●締切日／7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

ザ・チェンバー・ブラス
～Ｎ響金管メンバーが贈るアンサンブルの響き～

9月19日（月･祝）　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 2,000円→ 1,400円

20枚青少年
（25歳未満) 1,000円→ 700円
※‥‥‥‥全席指定　※‥‥‥‥6歳以上入場可
　

●締切日／7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

山崎清介‥©石川純

©Jimmy

電話 電話
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かもめ
11月26日㈯　18：00 開演
11月27日㈰　13：00 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 7,000円→ 6,000円 各10枚
A　席 5,000円→ 4,000円 各10枚

※‥‥‥‥全席指定
※‥‥‥‥6歳以上入場可
　

●締切日／7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

大野雄二＆ルパンティックシックス
ジャズライブ

9月19日（月･祝）　18：00 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
一　般 4,500円→ 3,600円

20枚学　生
（大学生以下) 2,000円→ 1,400円
※‥‥‥‥全席指定
※‥‥‥‥未就学児入場不可
　

●締切日／7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

もりやまKidｓ
カレッジ2016

①8月11日（木･祝）　②8月13日㈯
③8月14日㈰　各公演とも14：00 開講

守山市民ホール　小ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

3講座セット 1,500円→ 1,100円 5セット
単独受講 800円→ 600円 各5枚
※‥‥‥‥全席自由　※‥‥‥‥3歳以上有料
※‥‥‥‥3歳未満保護者1名につき1名まで膝上鑑賞に限り無料。（別途座席が必要な場合は有料）
※‥‥‥‥概ね小学4年～6年生が対象の内容となります。
※‥‥‥‥8/11～14特別展「空飛ぶはじめて物語」（別途100円要）

第1講座「ほたる寄席こども亭」
第2講座「音楽を聴く！触れる！作る！Part2」
第3講座「空飛ぶはじめて物語」

●締切日／7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
ルシオール音楽塾

⑦9月19日（月･祝）　　⑧10月23日㈰
⑨12月18日㈰ 各公演とも14：00 開演

守山市民ホール　⑦⑨小ホール ⑧展示室
区 分 あっ旋料金 予定枚数

3講座セット 2,000円→ 1,400円 5セット
単独講座 800円→ 600円

各5枚単独講座
（25歳以下) 500円→ 400円
※‥‥‥‥全席自由　※‥‥‥‥未就学児入場不可

第7回　モーツァルト～室内楽への誘い
第8回　プッチーニ『トスカ』～イタリア・オペラの魅力
第9回　ロシア・ピアノ曲集　展覧会の絵～ロシアの光と闇

●締切日／7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

新韓楽（SHIN KAN GAKU）
with トライソニーク

10月14日㈮　18：30 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 5,500円→ 4,400円 10枚
※‥‥‥‥小学生未満入場不可

〔出演〕
　ミン・ヨンチ（チャンゴ・テグム）、チュ・ポラ（カヤグム）、
　イ・ポングン（パンソリ）
　トライソニーク：	ハクエイ・キム（ピアノ）、杉本智和（ベース）、
	 大槻 “KALTA” 英宣（ドラムス）

●締切日／7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

玉置浩二
CONCERT TOUR 2016

～AMOUR～

10月23日㈰　17：30 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 6,800円→ 5,800円 20枚
※‥‥‥‥4歳以上有料
※‥‥‥‥4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。

●締切日／7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

Ⓒモンキー・パンチ/ＴＭＳ･ＮＴＶ
満島ひかり 佐藤オリエ
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爆笑よしもとお笑いライブ
in野洲2016

～夏休みスペシャル～

7月27日㈬　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 3,300円（前売り）→ 2,600円 10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）

●締切日／7月15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。　

♪オンタイム♪
歌声コンサート

9月11日㈰　14：00 開演
近江八幡市文化会館　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 500円→ 400円 10枚
※‥‥‥‥ドリンク付き
　

●締切日／7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

中村美律子
デビュー30周年記念コンサート

～歌う門には福来る～

9月20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→ 6,000円 各20枚

　
　

●締切日／7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

千住真理子
トーク＆リサイタル

「無伴奏 ア・ラ・カルト」

10月15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 4,000円→ 3,200円 10枚
※‥‥‥‥未就学児入場不可
　

●締切日／7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

ブロードウェイミュージカル
「シカゴ」

宝塚ＯＧバージョン

8月28日㈰　12：00 開演
梅田芸術劇場

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

※‥‥‥‥未就学児童のご入場はご遠慮ください。
〔出演〕
　ビリー・フリン＝峰さを理
　ヴァルマ・ケリー＝水夏希
　ロキシー・ハート＝大和悠河　他
　　※				公演日により出演者が異なります。　

●締切日／7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
第２１１回定期演奏会

9月23日㈮　19：00 開演
9月24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 各10枚
B　席 4,500円→ 3,600円 各10枚

※‥‥‥‥未就学児入場不可　
〔出演〕	指揮：マックス・ポンマー
　	 ヴァイオリン：オーガスティン・ハーデリッヒ
〔曲目〕	バルトーク：ヴァイオリン協奏曲	第2番	BB117
	 ブラームス：交響曲	第2番	二長調	作品	73

●締切日／7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(SCOPE）

電話
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発掘された
日本列島2016

生誕130年
バーナード・リーチ展

あの時みんな熱かった！
アンフォルメルと日本の美術

世界の巨匠たちが
子どもだったころ窓口

◆会期／8月6日㈯～9月11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／8/8・15・22・29、9/5（8/12は開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 800円→ 400円 50枚
高大生 400円→ 200円 30枚
小中生 200円→ 100円 30枚

※‥チケットのお渡しは8/1以降となります。

電話
XFA

インターネット

◆会期／7月9日㈯～9月25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（月曜日が祝日の場合はその翌日）

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・企画展ともに観覧料無料。
※‥本料金にて「夏休み子ども美術館」もご覧いただけます。

●このチケットの販売は9月24日㈯までです。

◆会期／7月29日㈮～9月11日㈰
◆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）
＊休館日／月曜日‥ ※入館は閉館30分前まで

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 900円→ 500円 50枚
大学生 500円→ 200円 30枚

※‥高校生・18歳未満無料
※‥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28日㈭までです。

◆会期／8月11日（木･祝）～9月11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
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
7月15日㈮～8月10日㈬までです。

窓口

窓口

＊会期中無休

縄文土器
六反田南遺跡出土

新潟県埋蔵文化財調査事業団蔵

アンリ・ド･トゥールーズ＝ロートレック《馬上の二人の兵士》‥1881年‥17歳
おかざき世界子ども美術博物館蔵

梅沢富美男劇団
梅沢富美男・香西かおり

特別公演

9月2日㈮・9月11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。

●締切日／7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
天童よしみ 公演

9月19日（月･祝）・9月24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。

●締切日／7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

●締切日／7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。 バーナード・リーチ「楽焼駆兎文皿」千葉・我孫子‥1919年‥日本民藝館蔵



–1 2–

互助会だより７月号

　平成２8年度第１回理事会（5/24開催）及び定時評議員会（6/16開催）において、「平成２7年度事業報告及
び収支決算報告」について承認を得ましたのでご報告します。

●一般会計事業報告
項目 内　　　　訳 合　計

共
済
給
付

祝金 426件

765件
見舞金 53件

死亡弔慰金 110件

退会餞別金 176件

文
化
事
業

講座等受講助成 62名

1,912名展覧会・美術展等 910名

コンサート・演劇等 940名
体
育
事
業

自主
事業

楽らくウォーキング・ソフトボール・ソフト
バレー・ボウリング・ゴルフコンペ 292名

484名
斡旋
事業 甲子園年間予約席等 192名

厚
生
事
業

自主
事業 互助会夏まつり・ケーキ教室 242名 242名

助
成
事
業

宿泊施設利用助成 2,083名

3,457名
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 511名
がん検診・人間ドック受診助成・
インフルエンザ予防接種 718名
推奨バスツアー
（いちご狩り・みかん狩り・かに・東大寺等） 145名

斡
旋
事
業

映画優待券・前売券 2,154名

5,202名

遊園地・レジャー施設等 1,542名

スポーツ施設（プール・アイスアリーナ・スポーツクラブNAS） 136名

果樹園等（県内果樹園・いちご園・りんご＆ジュース） 294名

イベント利用（花火・映画等） 118名
グルﾒカード・回数券（琵琶湖大橋）・
こども商品券等 958名

　 ●一般会計収支決算報告
〈収入の部〉‥ （単位：円）

科　　目 収入額

基本財産利息収入 154,184 

会費収入 35,498,750 

入会金収入 313,500 

事業収入 11,672,390 

補助金等収入 18,984,000 

雑収入 1,022,664 

共済金掛金収入 830,000 

特別会計繰入金 500,000 

前期繰越金 5,115,028 

収入合計 74,090,516 

〈支出の部〉‥ （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 19,295,534 

福利厚生事業費 21,087,496 

人件費 23,381,002 

一般管理運営費 6,916,878 

記念事業積立預金支出 985 

共済給付事業積立預金支出 11,305 

次期繰越金 3,397,316 

支出合計 74,090,516 

◆ 平成２７年度　一般会計・施設管理事業特別会計事業報告及び収支決算報告 ◆

●施設管理事業特別会計事業報告
項　目 内　　　　訳 件　数 人　数

施設利用
状　況

大津市勤労福祉センター 5,285件
大津市勤労者体育センター 4,285件

自主
事業

陶芸（唐橋焼）教室、子ども絵
画教室、デコ巻きずし教室、
塩麹づくり＆料理教室、アロマ
＆リンパストレッチ教室、共催
事業　他

23件 1,513名

センター
講座

歴史講座、お手軽スケッチ教
室、韓国語講座、ピラティス＆
ヨガ教室、エアロビクス教室、
キッズダンス教室、スマートフォ
ン・タブレット講座　他

53件 903名

ホーム
講座

ハワイアンフラ教室、料理教室、
ヨガ教室、ボイストレーニング教
室、ベリーダンス教室　他

10件 68名

〈収入の部〉‥ （単位：円）
科　　目 収入額

事業収入 3,035,038 

施設管理委託金 28,209,000 

利用料収入 12,132,970 

雑収入 96,646 

前期繰越金 1,206,464 

収入合計 44,680,118 

〈支出の部〉‥ （単位：円）
科　　目 支出額

自主事業費 770,513 

センター事業費 3,459,000 

施設管理事業費 36,803,417 

一般会計繰入金支出 500,000 

次期繰越金 3,147,188 

支出合計 44,680,118 

●施設管理事業特別会計収支決算報告

●会員数・事業所数報告
事業所数 会員数

4‥月 1,009件 5,867名
5‥月 1,013件 5,951名
6‥月 1,015件 5,952名
7‥月 1,016件 5,961名
8‥月 1,013件 5,913名
9‥月 1,013件 5,902名
10月 1,017件 5,913名
11月 1,020件 5,921名
12月 1,021件 5,926名
1‥月 1,019件 5,903名
2‥月 1,017件 5,890名
3‥月 1,020件 5,909名
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◆ 平成２8年度　役員・評議員・事業推進員等のご紹介 ◆

　平成２8年度の役員等の皆様は次のとおりです。
　互助会の福利厚生事業推進のため、どうぞ宜しくお願い申しあげます。

〈名誉会長・顧問・参与〉‥ ‥
職 名 氏　　名 事 業 所 名

名誉会長 越　　直美 大津市長

顧　問

草野　吉次 ㈱ケイテック
柴田　　貢 ㈱ニューブライダル花嫁の館
辻川　幹男 ㈱つじ川
後藤　又久 ㈱マルゴ

参　与

浮守　隆夫 滋賀県勤労者住宅生活協同組合‥専務理事
森田　武史 全労済滋賀県本部‥専務執行役員
広谷　良晴 近畿労働金庫‥大津支店長
内海　善夫 大津地区労働者福祉協議会‥会長

〈理事〉
　平成27年6月18日～平成29年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

理事長 永味　義國 あかね工芸社

副理事長
星田　知信 都建設㈱
和田　一夫 ㈲三共自動車
坂口　昌弘 坂口テレビサービス㈱

理‥‥‥事

泉谷　勝彦 K・I・いろは
大西　壽子 三協電気工業㈱
小寺　昌一 ㈱小寺製作所
中山　幸子 ㈱中山スポーツ
西川　　聡 瀬田商工会
二柳　裕蔵 みのり苑㈱
川端　二郎（新任）大津北商工会
山田　浩二 ㈲山田東店
若林　武彦 大津美工㈱
藤元　美則（新任）大津市商工労働政策課長

専務理事 齋藤　　弘 互助会事務局長

〈監事〉
　平成27年6月18日～平成29年定時評議員会終結の時まで

役員名 氏　　名 事 業 所 名

監　事
久保　惠史
横井　昭次 税理士横井昭次事務所
松田　哲男 大津市会計管理者

〈評議員〉
　平成25年4月1日～平成29年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

評議員

猪飼　　勉 宮川印刷㈱
笠原　　陵 医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
坂上　早苗 ㈱ＳＩＮ
城　　　務 滋賀硝子㈱
竹之内米貴 ㈱タケノウチ
西村　一男 ㈲西村商店
西村佳代子 滋賀県広告美術協同組合
平田　一郎 平田建築設計事務所
福島　行宏 ㈱滋賀給食
和田　光平 ダイワ看板㈱
山田　　崇 大津市産業観光部長

〈事業推進員〉
　平成28年６月16日～平成30年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

事　業
推進員

西村　一男 ㈲西村商店
西岡　功一 ㈱ニシオカ
岡田　朋子 華頂看護専門学校
竹内　健司 比良ゴルフ倶楽部
二柳明日香 みのり苑㈱
前川　善一 ㈱パイプラインサービスおおつ
山本　貴由 グロービック㈱
渡辺新太郎（新任）滋賀県消火栓標識㈱
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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

※8/5㈮は17:00までとさせていただきます。
　　　　　　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

得 得プレゼント
●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／７月２５日㈪
　※‥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。

①お誕生日プレゼント
（金券1,000円分）…… 5名
※７月にお誕生日を迎える会員対象
②バーナード・リーチ展
　………ペア２組（提供：㈱デリ・アート）

③世界の巨匠たちが子どもだったころ
……ペア１組（提供：㈱エースプロモート）

下記の賞品を抽選でプレゼントします。

６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

交通信号のﾒンテナンス会社です。
皆様の交通安全を願っております。

エクストアーツ株式会社 
大津市下阪本2－3－13
TEL：０７７－５７９－５０８８
FAX：０７７－５７９－５０８９

info@x-arts.co.jp

住みよいお家へのお手伝い

匠技建

大津市秋葉台31－35
TEL：０７７－５２３－３６６４
FAX：０７７－５２５－１９７１

地域に密着した医療を

医療法人高樹会

大津市雄琴北2－2－5
TEL：０７７－５７７－３００１
FAX：０７７－５７７－３００２

当店はお爪の専門店です！
女性支援にも力を入れてます！

ネイルサロンＤＩＡＭＡＮＴＥ
大津市浜大津4－1－1　明日都1F

TEL：０７７－５7２－５２１４
info@diamante-nail.com

　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】

　　

●アレックスシネマ映画前売券
高校生入場料金が7/1㈮より下記の
通り改定されます。

■新料金：
　1，000円（通常料金）⇒

800円（優待料金）


