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８月の互助会予定！
！
滋賀県勤労者
互助会連合会事業
参加者募集 ! !
滋賀県内１０互助会・
サービスセンター合同で
のウォーキング事業を行
いまーす ! !
彦根城とその周辺をぶら
り散策…お昼は近江牛す
き焼き鍋♪
※詳しくは、

日

７

１４

１

月

※詳しくは、Ｐ２をご覧ください。

火

２

８

９

１５

１６

・ゴルフコンペ/ソフト
ボール大会受付開始
・びわ湖大花火大会

ゴルフコンペ・ソフトボール大会 参加者募集!!

３

水

４

１０

１１

１７

１８

・世界の巨匠たちが子ど
もだったころ取扱終了
・センター講座/ホーム講
座受付開始

木

５

金

・互助会夏まつり
・互助会だより発行/
発送

６

１２

１３

１９

２０

土

・ヨーロッパ企画申込
締切

２１

Ｐ３をご覧ください。

２８

２２

２３

２４

２９

３０

３１

・家入レオ/宝塚申込 ・ジェフグルメカード特
締切
別あっ旋申込締切

２６

２７

びわ湖大花火大会の当日は事務局前の道が
17：00～22：00まで歩行者用道路となり、
車・バイクの通行はできません。
（窓口業務は19：00まで）


今月の紹介
参加者募集
ゴルフコンペ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２
ソフトボール大会‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２

あっ旋チケット

彦根ぶらり散策の旅‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P３
推奨ツアー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P４

２５

・あっ旋チケッ
ト申込締切
・得得プレゼント応募締切

ジェフグルメカード特別あっ旋‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P８

勤労福祉センター事業

コンサート・演劇
コンドルズ20周年記念ツアー

びわ湖ホール‥ ‥‥‥‥‥‥ P５

勤労青少年ホーム講座‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P８

プラハ国立劇場 魔笛

びわ湖ホール‥ ‥‥‥‥‥‥ P５

勤労福祉センター講座‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P９

ヨーロッパ企画第35回公演

栗東芸術文化会館さきら‥‥‥ P５

さきら寄席 桂吉弥 独演会

栗東芸術文化会館さきら‥‥‥ P５

美術展・映画

平原綾香 CONCERT TOUR 2016

栗東芸術文化会館さきら‥‥‥ P５

没後50年 河井寛次郎展

家入レオ 5th Live Tour 2016

守山市民ホール‥‥‥‥‥ P５

大妖怪展

あべのハルカス美術館‥ ‥‥ P７

川中美幸コンサート

野洲文化ホール‥‥‥‥‥ P６

真田丸

大阪歴史博物館‥‥‥‥‥ P７

安土･お城談義

安土文芸セミナリヨ‥‥‥ P６

映画「超高速！参勤交代リターンズ」

全国上映映画館‥‥‥‥‥ P７

お好み演芸会

滋賀県立文化産業交流会館‥‥ P６

大衆演劇祭り

ロームシアター京都‥ ‥‥‥ P６

劇団四季ファミリーミュージカル ガンバの大冒険 京都劇場‥ ‥‥‥‥‥‥‥ P６
スネーク･ダンス

京都コンサートホール‥‥‥‥ P６

日本センチュリー交響楽団 第212回定期演奏会 ザ･シンフォニーホール‥ ‥‥ P７
宝塚歌劇 花組公演

宝塚大劇場‥‥‥‥‥‥‥ P７
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美術館「えき」KYOTO‥ ‥‥ P７

★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
★会員様からの投稿‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10
★得得プレゼント‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P10
★申込方法‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P８・10

互 助 会 だより８月号

電話

ゴルフコンペ

◆開 催 日／

９月19日（月･祝）

◆場

受付開始！
8 月８日 ㈪ から

所／ 比良ゴルフ倶楽部

大津市小野１６１１ TEL：077－5７３－１１００

◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆募集人数／ 10 組 40人
◆集

合／ 午前８時50分

現地集合

スタート 午前９時26分～
ＯＵＴ、ⅠＮスタート

◆参 加 費／ 会

員 １3,5００円

一

般 １8,00０円

同居家族 １5,5００円

会社の仲間やご家族をお誘い合わ
せのうえ、ぜひご参加ください。
プレーの後は、表彰式を兼ねて、
軽食とソフトドリンクでの懇親
パーティーを行います。

★参加費
※一般参加の方は、優勝の対象にはなりませんのでご承知
ください。
※参加費には、セルフプレー代、昼食代、パーティー代、
賞品代が含まれています。
※セルフプレーとなります。キャディ付プレーを希望される方
はお申し出ください。
（+3,024円の追加料金がかかります）
※レストラン・コース売店での飲物代、ショップでのお買い物
は個人負担です。
※比良ゴルフ倶楽部会員の方は、申込時にお申し出ください。
※70歳以上の方は、参加費から－800円となります。
★競技方法
１８ホールズストロークプレー
※ハンディキャップはダブルぺリア方式にて算出します。
★キャンセル料
９月14日㈬ 以降必要（ゴルフ場に支払う実費がかかります。）

◆申込方法／ ４人１組またはお一人からでもお申し込み
ください。組み合わせは事務局で行います。
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。所定の申込書をＦＡＸでお送り
します。必要事項をご記入のうえ、事務局まで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日以内にお振り込みください。
◆締 切 日／ ９月９日㈮ ※定員になり次第締め切ります。

電話

第３8回理事長杯争奪ソフトボール大会

◆開 催 日／
◆場

９月25日㈰

午前８時30分 集合

※試合開始

受付開始！
8 月8日㈪ から

午前９時

所／ 皇子山総合運動公園グラウンド ※雨天中止

◆参加資格／ 会員・同居家族
◆募集チーム／１５ チーム

◆参 加 費／ １チーム ７，
０００円

個人の参加もＯＫです！
！
みなさんのご参加をお待ちしています。

個人参加 1人

8００円

◆締 切 日／ ９月８日㈭
◆参加方法／ ◦１事業所１チームとし、選手登録は１５名以内です。
◦１事業所で１チーム編成不可の時は混成チームまたは個人参加も可能です。

＜昨年の様子＞

＊個人参加の場合、
チーム編成は事務局で行います。

◦申込書には、出場メンバー・審判３名を記入してください。

＊組み合わせ抽選は、
締め切り後に事業推進員会議で行います。組み合わせ表は、後日送付いたします。

◆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日以内にお振り込みください。
◆試合方法／ ①トーナメント方式で、１試合５回戦（５０分を越えて新しいイニングに入らない）
②同点の場合は、ジャンケンで勝敗を決める。
＜大会特別ルール＞
◦投球方法は、
“スローピッチ” に限ります。
◦１試合において、
５０歳以上又は女性が５回を通して出場した時は、１人につきハンディ１点を追加する。
◦盗塁は禁止。
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互 助 会 だより８月号

滋賀県勤労者互助会連合会＆彦根・湖北地域勤労者互助会共催企画

電話

『彦根ぶらり散策の旅』のお誘い♪

滋賀県勤労者互助会連合会では、 県内１０互助会・サービスセンター合同で、ウォーキング事業
を実施することになりました。
今回は『彦根』４００年の歴史に想いを馳せながら、 国宝・彦根城とその周辺を、ボランティア
ガイドさんとともに巡ってみませんか？ 秋の一日、『彦根』の旅をお楽しみください。
◆日

１０月１６日 ㈰ 10：20 ～ 14：00（予定）※小雨決行

時／ 平成２８年

◆集合場所／ ①ＪＲ彦根駅前
◆行

②いろは松駐車場

程／ ＪＲ彦根駅（集合場所①）
→いろは松駐車場（集合場所②）→
佐和口多聞櫓（重文）
→馬屋（重文）
→鐘の丸→天秤櫓（重文）→時報鐘→
太鼓門櫓（重文）
→着見台→天守（国宝）→西の丸三重櫓（重文）→玄宮園→
せんなり亭伽羅（ご昼食）
→現地解散

◆参 加 費／ 会員・家族（小学生以上）

０００円）
１，
５００円（一般価格３，

＊彦根城/玄宮園入場料・せんなり亭伽羅昼食代・保険料・ボランティアガイド
交通費を含みます。
＊集合場所までの費用は、各自ご負担となります。
＊お車で来られる場合の駐車場代は、各自ご負担となります。

◆定

せんなり亭伽羅
近江牛専門店「千成亭」の直営店。
和の落ち着いたお店です。

員／ 連合会全体で５０名（定員オーバーの場合は抽選）

◆申込締切／ ９月１４日㈬

◆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。お申し込み多数の場合は抽選となり、9/30 ㈮ 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。

お品書き

近江肉すき焼き鍋 ( 一人
前 )・季節の一品・ごはん・お吸い
物・香の物 ※写真はイメージです

コーポレート
プログラム
契約限定
大人（１８歳以上）
通常料金 7,400円⇒

6,500

円

中人（12歳～17歳）
通常料金 6,400円⇒

5,600

円

小人（４歳～11歳）
通常料金 4,800円⇒

4,200

円

「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」９月1日㊍～９月30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。）

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。

1

３

４

７

滋賀県勤労者互助会連合会
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推奨ツアー

旅行社

電話
旅行社

FA X

淡路島いちじく狩り食べ放題と
コース番号：640－0565－G
あわじ花さじき

＊昼食付き

★淡路島・農園でいちじく狩り体験！ ★冷え冷えいちじく食べ放題！
旅のポイント ★さらに！いちじく１パック（約500ｇ/ 5 ～ 6個） お持ち帰り！ ★ミニ竹ちくわ１個ご賞味
★あわじ花さじき：涼しげなブルーが印象的なサルビアのお花畑や、展望台からの眺望をお楽しみ！
◆開 催 日／
◆場

9/13 ㈫・9/17 ㈯

◆旅行企画実施旅行社／

所／ 兵庫・淡路島方面

◆旅行代金／ 会

員

同居家族
一

般

観光庁長官登録旅行業第91号

㈱読売旅行大津営業所

５,９8０円

総合旅行業務取扱管理者：北村 英之

７,９８０円
８,９８０円

大津市浜大津1-2-22 大津商中日生ビル３階

※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／ 各４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

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）

草津駅西口（ 8：30）‖‖ 大津駅前（ 9：00）‖‖ 大津京駅（ 9：10）‖‖ 明石海峡大橋 ‖‖ 松帆の郷（釜揚げしらす丼の昼食）‖‖
‖‖ 鯛おどる館（お買物）‖‖ あわじ花さじき（サルビアのお花畑や展望台からの眺望をお楽しみ）‖‖
‖‖ 北淡・観光農園（いちじく狩り食べ放題とさらに冷えたいちじく食べ放題）‖‖ 淡路ハイウェイオアシス（お買物）‖‖
‖‖ 明石海峡大橋 ‖‖ 各地（17：20～18：00 頃着）
                         ＊行程の順番が変更になる場合があります。

推奨ツアー

旅行社

電話
旅行社

FA X

絶品エコファームの巨峰５房狩りお持ち帰りと
コース番号：640－0651－G
冷た～い巨峰食べ放題

★皇室献上品として有名な有田巨峰村にて巨峰狩り！今年はエコファームに認定された巨峰園指定。 ご自身で狩り取った巨峰５
房をお持ち帰り！ ★さらに！絶品の冷えた巨峰食べ放題！（30分） ★昼食にもこだわりました！ 「豚冷しゃぶ」・梅うどんな
旅のポイント ど 「紀州夏御膳」 <お品書き>・豚冷しゃぶ・梅うどん・天ぷら・お刺身・金山寺味噌 ★観光にもこだわりました！
①安珍清姫伝説の道成寺参拝 ②日本の棚田百選に選ばれた「あらぎ島」で里山の風景を堪能！
＊昼食付き
★ちょっぴりプレゼントもあります！ ①鮪あられ１袋 ②灰干しサンマ賞味
エコファームとは？▶①たい肥など施用技術 ②化学肥料低減技術 ③化学農薬低減技術 この３つの技術を一体的に行い、環境にやさしい
農業を実践する 「導入計画」 を策定し、当該計画を知事に認定された農業者です。

◆開 催 日／
◆場

◆旅行企画実施旅行社／

9/24 ㈯

所／ 和歌山方面

◆旅行代金／ 会

員

一

般

同居家族

6,９8０円
８,９８０円
９,９８０円

観光庁長官登録旅行業第91号

㈱読売旅行大津営業所

※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）

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）

◆募集人数／４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

草津駅西口（ 7：50）‖‖ 大津駅前（ 8：20）‖‖ 大津京駅（ 8：30）‖‖ 道成寺（豚冷しゃぶと紀州夏御膳の昼食と安珍清姫伝説の道成寺自由参拝）‖‖
‖‖ 有田巨峰村（エコファーム農園で巨峰5房狩り箱入りお持ち帰りと冷え冷え巨峰食べ放題（30分）‖‖ あらぎ島（日本の棚田百選の風景を堪能）‖‖
‖‖ 黒潮市場（海産物のお買物）‖‖ 各地（18：15～18：50 頃着）
＊行程の順番が変更になる場合があります。

◆ 申込方法 ◆
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。

◆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。
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

コンドルズ

電話

20周年記念日本縦断大感謝ツアー2016
『20th Century Boy』

FA X

インターネット

FA X

インターネット

10月9日㈰ 15：00 開演
びわ湖ホール

区分

一

中ホール

あっ旋料金

5,000円→ 4,000円
2,000円→ 1,400円

般

青少年

（25歳未満)

10月29日㈯ 15：00 開演

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

あっ旋料金

2,000円（前売り）→ 1,400円
1,500円（前売り）→ 1,100円

FA X

インターネット

9月17日㈯ 14：00 開演
栗東芸術文化会館さきら 中ホール

予定枚数

区分

一

20枚

学生

予定枚数

20枚

●締切日／8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。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

平原綾香

電話

インターネット

あっ旋料金

※未就学児入場不可

11月4日㈮ 19：00 開演

大ホール

全席指定 6,800円（前売り）→ 5,800円

5th Live Tour 2016
～WE｜ME～

FA X

11月6日㈰ 16：30 開演

栗東芸術文化会館さきら

家入レオ

電話

CONCERT TOUR 2016
～LOVE～

区分

2,500円→ 1,800円
1,500円→ 1,100円

※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／8月19日㈮

インターネット

あっ旋料金

般

（大学生以下)

※全席指定
※未就学児入場不可

FA X

さきら寄席
桂 吉弥 独演会

電話

9月3日㈯ 15：00 開演
栗東芸術文化会館さきら 中ホール

区分

20枚
10枚

●締切日／8月25日㈭

©HARU

ヨーロッパ企画第35回公演
「来てけつかるべき新世界」
プレビュー公演

一 般
学 生

15,500円→ 13,900円
13,500円→ 12,000円

予定枚数

※全席指定
※未就学児入場不可

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

インターネット

大ホール

あっ旋料金

S 席
A 席

20枚

●締切日／8月25日㈭

FA X

びわ湖ホール

区分

予定枚数

※全席指定
※6歳以上入場可

電話

プラハ国立歌劇場
魔 笛

電話

予定枚数

区分

守山市民ホール

全席指定

15枚

大ホール

あっ旋料金

5,900円→ 4,700円

※3歳以下入場不可
※4歳以上チケット必要

●締切日／8月25日㈭

●締切日／8月22日㈪

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

–5–

予定枚数

20枚

互 助 会 だより８月号
★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

川中美幸
コンサート

電話

FA X

インターネット

11月26日㈯ 13：00/17：00 開演
区分

野洲文化ホール
あっ旋料金

安土・お城談義
第２弾 観音寺城に挑む

電話

10月23日㈰ 13：30 開演

予定枚数

安土文芸セミナリヨ

区分

全席指定 6,800円（前売り）→ 5,800円 各10枚

一 般
学 生

※未就学児入場不可
※ご希望時間がすでに完売の場合も
ありますのでご了承ください

あっ旋料金

1,800円→ 1,300円
1,200円→ 800円

予定枚数

20枚

※全席指定
※未就学児入場不可

〔出演者〕 中井 均（滋賀県立大学人間文化学部教授）
春風亭昇太（落語家・城郭研究家）
加藤 理文（公益財団法人日本城郭協会学術委員会副委員長）

●締切日／8月25日㈭

●締切日／8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。

電話

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

電話

お好み演芸会

FA X

インターネット

11月3日（木･祝） 14：00 開演

10月11日㈫ 13：00/17：00 開演

滋賀県立文化産業交流会館
イベントホール内特設舞台「長栄座」

区分

あっ旋料金

一 般 1,000円（前売り）→
25歳以下 500円（前売り）→

700円
400円

ロームシアター京都

区分

全席指定

予定枚数

●締切日／8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

劇団四季 ファミリーミュージカル

インターネット

10月2日㈰ ･ 8日㈯ ･ 9日㈰
区分

一 般
子ども

あっ旋料金

6,000円→ 5,100円
3,000円→ 2,400円

10月3日㈪ 19：00 開演

京都コンサートホール

区分

一

予定枚数

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

般

あっ旋料金

小ホール

2,500円→ 1,800円

※公演時間は約２時間
※未就学児の入場不可

20枚

※S席のみ
※子どもは3歳以上小学6年生以下

●締切日／8月25日㈭

スネーク・ダンス

FA X

ガンバの大冒険

11：30/15：00 開演
京都劇場 〈JR京都駅ビル内〉

予定枚数

●締切日／8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。

インターネット

あっ旋料金

5,000円→ 3,500円 各10枚

〔出演者〕
竜 小太郎・門戸 竜二・大川良太郎

〔出演〕 三笑亭夢之助、ナポレオンズ、U字工事、
古典芸能キッズワークショップ参加者

FA X

サウスホール

※未就学児入場不可

10枚

※全席自由
※3歳以上有料
3歳未満の場合、膝上での鑑賞可。座席が必要な場合は有料

電話

大衆演劇祭り

FA X

インターネット

予定枚数

10枚

※全席自由
※学生券の取り扱いはありません。

原子爆弾の起源についての物語「スネーク・ダンス」の上映と、
音楽を担当した菅野 潤のピアノ・リサイタル
●締切日／8月25日㈭

●撮影＝下坂敦俊

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。
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日本センチュリー交響楽団

電話

FA X

電話

インターネット

10月28日㈮ 19：00 開演
10月29日㈯ 14：00 開演
区分

ザ・シンフォニーホール
あっ旋料金

両日とも15：00開演

区分

S

予定枚数

〔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：エフゲニー・スドビン／メゾ・ソプラノ：小山由美
合唱：大阪センチュリー合唱団/大阪音楽大学合唱団
〔曲目〕 チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第１番変ロ短調 作品23
プロコフィエフ：アレクサンドル・ネフスキー 作品78

●締切日／8月22日㈪

一 般
高大生
小中生

※未就学児無料

◆会期／ 9月10日㈯～11月6日㈰
◆場所／ あべのハルカス美術館

＊会期中無休

※入場は閉館30分前まで

あっ旋料金

900円→
700円→
500円→

500円
400円
200円

＊開館時間／10：00～20：00
（月土日祝は18：00まで）
＊休館日／9/12㈪、10/11㈫、10/17㈪
※入館は閉館30分前まで

予定枚数

50枚
30枚
30枚

区分

一 般
高大生
小中生

●このチケットの販売は
8月19日㈮～9月14日㈬までです。

田

丸

一 般
高大生
ペ ア

一

般

あっ旋料金

1,800円（当日）→ 1,050円

※互 助会の映画特別優待券とは併用でき
ません。
※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
津北商工会でも可能ですので、事前に
お電話にてお申し込みください）

※入館は閉館30分前まで

1,300円→ 900円
900円→ 600円
2,000円（前売り）→ 1,400円

「超高速！参勤交代リターンズ」

区分

＊開館時間／ 9：30～17：00（金曜日は20：00まで）

あっ旋料金

50枚
30枚
30枚

平成28年9月10日㈯ 全国ロードショー

◆場所／ 大阪歴史博物館

区分

予定枚数

松竹映画

窓口

◆会期／ 9月17日㈯～11月6日㈰

＊休館日／火曜日

800円
500円
200円

●このチケットの販売は9月9日㈮までです。

2016年NHK大河ドラマ
特別展

真

あっ旋料金

1,300円→
900円→
500円→

※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。

「灰釉筒描扁壺」1953年頃
(河井寬次郎記念館蔵)

窓口

大妖怪展

窓口

◆会期／ 9月15日㈭～10月23日㈰

区分

8,300円→ 7,000円 各10枚

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

河井寬次郎展
＊開館時間／10：00～20：00

予定枚数

せっ か しょう

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

◆場所／ 美術館「えき」KYOTO

宝塚大劇場

〔演目〕 宝塚舞踊詩『雪華抄 』
こんじき
トラジェディ・アラベスク『金色の砂漠』

没後50年

窓口

席

あっ旋料金

※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ので、互助会
窓口のみの取り扱いとさせていただきます。
※並び席の確保ができない場合があります。

※未就学児入場不可

●締切日／8月25日㈭

花組公演

11月19日㈯・12月3日㈯

6,000円→ 4,800円 各10枚
4,500円→ 3,600円 各10枚

A 席
B 席

宝塚歌劇

FA X

第２１２回定期演奏会

インターネット

予定枚数

50枚
30枚
30枚

予定枚数

50枚

◆県内上映（予定）映画館◆
ユナイテッド・シネマ大津
イオンシネマ草津 など

※中学生以下・障がい者手帳等をお持ちの方(付添者1名含む)は無料
※ペアチケットは1名様で2回、または2名様でご利用可能

●このチケットの販売は10月7日㈮までです。

●このチケットの販売は9月16日㈮までです。
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Ⓒ2016「 超高速！参勤交代
リターンズ」製作委員会

互 助 会 だより８月号

電話
抽選

ジェフグルメカード特別あっ旋 !!

◆ 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／８/２３㈫ 19：00まで ※お渡しは８ /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、８/２５㈭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

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。）

心とからだの
メンテナンスヨガ教室

ナイスバディを探せ！

～貴女がもっと美しくなるために。。。
体・食・肌の事を知りましょう～

◆開催日時／ 9/3、10、17、

無理なダイエットしていませんか？？

10/1、8、15、22、29、11/5、12

◆開催日時／ 9/1、15、29、10/6、20、

11/17、12/1、15、1/12、26

土 曜日 13：30～14：30 全1０ 回

木 曜日 19：00～２0：00 全1０ 回

◆開催場所／ 2Ｆ 多目的室

◆開催場所／ 2Ｆ 和室、2F 調理実習室、3Ｆ講座室
◆講
師／ 福永 郁代 先生
◆持 ち 物／ 9/1、10/6、12/1は、動きやすい服装・飲み物
9/15、10/20、12/15は、筆記用具
9/29、11/17、1/12は、メイク道具とスタンド鏡
◆内
容／「体」のこと…姿（立ち姿・見た目・椅子に腰か
ける姿など）と筋肉のことを勉強します。
「食」のこと…健康（バランスの良い食事）や体質
（内・中・外胚葉）のことを勉強します。
「肌」のこと…肌のタイプや個々に合ったメイク基
礎などを勉強します。
◆受 講 料／ ２,０００円（教材費 ５００円）
 ◆定 員／１５名
◆申込期間／ 8/10 ㈬ 8：40～8/31㈬ ◆申込方法／下記のとおり

◆講

師／ ヨガスタジオアピュアー 中塚

奈津子 先生

◆持 ち 物／ 運動のできる服装、飲み物、汗拭きタオル
◆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
（体調の管理や美肌促進など）に着目し、これ
から歳を重ねていく女性たちが自身でメンテナンス
できるようになります！

◆受 講 料／ ２,０００円

◆定

員／２０名

◆申込期間／ 8/10 ㈬ 8：40～8/31㈬ ◆申込方法／下記のとおり

★ 平成 28 年度 大津市勤労福祉センター講座・大津市勤労青少年ホーム講座 申込方法 ★
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。  

※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。
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互 助 会 だより８月号
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

大津市勤労福祉センター講座 ～ 受講生募集 ～
◆申込期間／ ①～⑪ ８月10日㈬ AM 8：40～（先着順） ① 8月25日㈭まで・②~⑪ 8月30日㈫まで
⑫・⑬ ８月19日㈮ AM 8：40～（先着順）
8月30日㈫まで
◆申込方法／ ８ページをご覧ください

◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター
講

開催期間

8/26・9/9・23・10/14・28・
11/11・25

受講料

曜日

時間

回数

（金）

19：０0
～20：０0

7回

２,000円

19：00
～21：０0

7回

３,５00円
（500円）

5回

２,５00円
（700円）

（教材費）

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♪

内容

旅行を楽しむ♪

②

英会話教室

9/1・15・29・10/13・27・
11/10・24

（木）

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♪

内容

Android スマートフォン・タブレット
9/3・10・17・24・10/1
使い方基本講座

（土）

9：30
～１0：30

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。

内容

④

名

健康エアロビクス教室

①

③

座

はじめてのワード使い方基本講座

9/3・10・17・24・10/1

（土）

11：00
～12：00

5回

２,５00円
（700円）

ワード初心者や未経験者の方はもちろん、自己流でワード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。

内容

パワーヨガ教室

⑤

9/7・21・10/5・19・11/2・16・30

（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！
！

⑥

がんばらないヨガ教室Ⅰ

⑦

がんばらないヨガ教室Ⅱ
内容

未生流
内容

２,000円

11：30
～12：30

7回

２,000円

9/9・23・30・10/14・28・
11/11・25

（金）

10：30
～１1：30

7回

２,000円

10：00
～12：00

5回

２,５00円
（5,000円）

7回

２,000円

7回

２,000円

10：00
～11：30

6回

1,800円
（3,000円）

13：30
～15：00

6回

1,800円
（3,000円）

毎日のスタートは朝から始まります！ 朝すっきりしていますか？
目が覚めた時に少しのストレッチで一日が快適に！ 楽しい毎日を過ごしましょう♪

内容

⑨

7回

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♪

朝のゆるストレッチ教室

⑧

9/8・15・10/6・13・27・11/10・24 （木）

10：00
～11：00

華道教室

9/9・23・10/7・21・11/4

（金）

“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✿

⑩

ピラティス＆ヨガ教室（和室）

⑪

ピラティス＆ヨガ教室（軽スポ室）
内容

9/6・20・10/4・18・11/1・15・29
9/13・27・10/11・25・11/8・22・
12/6

（火）

19：０0
～20：０0

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！

⑫

アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ
（女性限定）

⑬

アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ
（女性限定）

9/14・28・10/12・26・11/9・30

（水）

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。

内容 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！
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互 助 会 だより８月号
７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。
言語の壁（ボーダー）取り除きます
（英↔日↔中翻訳・通訳、社内語学研修等）

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

Border less way

したらぜひご紹介ください。ご案内にうかがいます。

大津市別保3－5 A－204
ＴＥＬ：０７０－４２２３－８６９６
http://borderlessway.jimdo.com/
muratakoichi@live.jp

１人につき 1,000円の報奨金を差し上げます。

シルバー川柳

◆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
どうぞ、宜しくお願いいたします。 

第2弾♪♪ 届きましたぁ～！
！

思わず吹き出してしまう（＾○＾）

●足腰を

＊敬称略

鍛えるジムで

口鍛え

●行く当てなし けれど天気予報が気にかかる
●吊革に

今日の命が

ぶら下がる

●独り言

増えた気がする

互助会事務局【電話:５２２－６４９９】

得 得 プレゼント

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
…… 5名 ※８月にお誕生日を迎える会員様対象
②河井寛次郎展
…………… ペア1組（提供：㈱エースプロモート）
③ユナイテッドシネマ映画観賞券
………… ３名（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。

二人とも

●「お帰り」とツバメに そっと言ってみる
まだまだ続くよ～！！
K.Sさん、ありがとうございました。

〒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／８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。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★
＜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〉

電 話 FAX インターネット

※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・映画など＞

窓口

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

※8/5 ㈮ は17 : 00までとさせていただきます。

※各商工会8/12 ㈮ ～8/16 ㈫ は盆休暇のためお休みです。

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。
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