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互助会だより９月号

　　　

日 曜 予　　定

17 土

18 日

19 月 ◦ゴルフコンペ

20 火 ◦桂文珍独演会申込締切

21 水

22 木

23 金 ◦よしもと秋のお笑い祭り申
込締切

24 土 ◦バーナード・リーチ展取扱
終了

25 日 ◦第38回理事長杯争奪ソフ
トボール大会

26 月 ◦あっ旋チケット申込締切
◦得得プレゼント応募締切

27 火

28 水

29 木

30 金 ◦黄金のファラオと大ピラミッ
ド展取扱終了

日 曜 予　　定
1 木

2 金

3 土

4 日

5 月 ◦互助会だより発行／発送

6 火

7 水 ◦グラウンド・ゴルフ受付開
始

8 木 ◦ソフトボール大会申込締
切

9 金 ◦ゴルフコンペ申込締切
◦大妖怪展取扱終了

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水 ◦河井寬次郎展取扱終了

15 木

16 金 ◦真田丸取扱終了

今月の紹介

グラウンド・ゴルフ‥‥‥‥‥‥‥‥ P１‥
推奨ツアー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P２

岡原慎也＆大津祝祭オーケストラ「音楽の魔法」‥ 大津市民会館‥‥‥‥‥‥‥ P５
小泉和裕指揮　日本センチュリー交響楽団‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P５
野村万作・野村萬斎‥狂言公演‥ びわ湖ホール‥‥‥‥‥‥‥ P５
さきらジュニアオーケストラ‥ 栗東芸術文化会館さきら‥ ‥ P５
よしもと秋のお笑い祭り‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥‥ P５
金剛流　能公演‥ 守山市民ホール‥‥‥‥‥‥ P５
吉田兄弟　三味線だけの世界‥ 滋賀県立文化産業交流会館･‥P６
おかあさんといっしょ‥ガラピコぷ～ファミリーステージ‥ 滋賀県立文化産業交流会館･‥P６
通崎睦美コンサート‥ 京都文化博物館‥‥‥‥‥‥ P６
天満敦子　ヴァイオリン･リサイタル‥2016‥ 京都コンサートホール‥‥‥‥ P６
小原‥孝　ピアノ・リサイタル‥ 京都コンサートホール‥‥‥‥ P６
チェコ・フィルハーモニー・ゾリステン＆笠原純子（ピアノ）‥ 青山音楽記念館‥ ‥‥‥‥ P６
コロッケ　特別公演‥ 新歌舞伎座‥ ‥‥‥‥‥‥ P７
日本センチュリー交響楽団‥第213回定期演奏会‥ ザ･シンフォニーホール‥ ‥‥ P７
桂‥文珍　独演会‥ 野洲文化ホール‥‥‥‥‥‥ P７

映画「あん」‥ 野洲文化ホール／さざなみホール･‥P７
企画展‥新知恩院と乗念寺‥ 大津市歴史博物館‥ ‥‥‥ P７
メアリー・カサット展‥ 京都国立近代美術館‥ ‥‥ P７
黄金のファラオと大ピラミッド展‥ 京都文化博物館‥ ‥‥‥‥ P８
生誕300年‥若冲の京都　KYOTOの若冲‥ 京都市美術館‥ ‥‥‥‥‥ P８
特別展覧会‥没後150年‥坂本龍馬‥ 京都国立博物館‥ ‥‥‥‥ P８
世界遺産　ポンペイの壁画展‥ 兵庫県立美術館‥ ‥‥‥‥ P８
ポムポムプリン展‥ 大丸ミュージアム<京都>‥ ‥ P８
再興第101回‥「院展」京都展‥ 京都市美術館‥ ‥‥‥‥‥ P８

勤労福祉センター講座‥‥‥‥‥‥ P３
勤労青少年ホーム講座‥‥‥‥‥‥ P４
勤労福祉センター自主事業講座‥‥ P４

コンサート・演劇

参加者募集 勤労福祉センター事業

映画・美術展

互助会だより
平成28年9月5日 発行

9 月 号
平成28年8月1日‥ 現在
事業所数‥ 1,040　
会 員 数‥  6,081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

＊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/

★申込方法‥‥‥‥‥‥‥ P４・P９‥ ★事業報告‥ ‥‥‥‥‥‥ P９・P10
★新規事業所紹介‥‥‥‥‥‥ P10‥ ★事務局からのお知らせ‥ ‥‥‥ P10
★得得プレゼント‥‥‥‥‥‥ P10‥

９月の互助会予定！！

	

◆開 催 日／ 10月30日（日）
◆場　　所／ 矢橋帰帆島公園グラウンド・ゴルフ場
‥ 草津市矢橋町字帰帆2108
◆参加資格／ 会員・同居家族（小学生以上）
◆募集人数／ ８組 32人
◆集　　合／ 午前９時 現地集合‥ 午前９時30分‥スタート～

◆参 加 費／ １チーム　　 2,0００円
 個人参加　１人　　  5００円

※雨天または参加者が16名未満の場合は中止します　 

電話 グラウンド・ゴルフ
受付開始！

 9月7日㈬から

◆申込方法／ ◦4人１組でお申し込みください。◦個人参加も
可能です。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（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（523－3439）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／ 10月７日㈮　※定員になり次第締切

子どもから高齢者まで楽しくプレーできま
す！みなさんのご参加をお待ちしています。
試合は２コース（16ホール）で行います。ゲー
ムに関するルールはグラウンド・ゴルフ協会
の基本ル－ルにより行います。
用具の持ち込み可、また無料で貸出もします。

12時30分頃終了（予定）
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互助会だより９月号

　 　
◆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

初秋の小京都 出石のっとり・ 
まるごと読売祭コース番号：640－2600－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）

草津駅西口（7：50）‖‖大津駅前（8：20）‖‖大津京駅（8：30）‖‖
‥‖‖出石・初秋の小京都出石のっとり・まるごと読売祭をお楽しみください‖‖各地（18：10～19：00頃着）‥ 

地域いいとこ再発見！ 出石観光協会+出石皿そば協同組合+読売旅行で出石を盛り上げます！
★近畿最古の芝居小屋『出石永楽館』にて特別に廻り舞台、セリを稼働していただきます。
　さらに舞台では読売オリジナルミニ落語を鑑賞！ 

★観光名所にはスポットガイドがご案内！ 　　★出石城下読売オリジナルマップで謎ときめぐり開催！
★昼食は、出石皿そば協同組合の全37店舗からお好きなお店で名物皿そばセットをご賞味。
★読売旅行オリジナル地域券６枚（600円相当）付！ 
　散策時の指定店でのお買物・お食事の追加注文にご利用いただけます！ 
★出石家老屋敷、出石明治館、出石史料館の３施設入場チケット付

◆開 催 日／	10/２㈰　　◆場　　所／	兵庫方面
◆旅行代金／	会　　員	 3,９８０円	
	 同居家族	 ５,９８０円	
	 一　　般	 ６,９８０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

※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

　　

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

こだわりの神戸　オリエンタルホテル
フルコースランチと北野・六甲コース番号：640－0550－G

瀬田駅南口（7：10）‖‖ 石山東レグラウンド（7：25）‖‖ 膳所公園（7：35）‖‖ 大津駅前（7：50）‖‖ 神戸布引ハーブ園（全長1,460ｍのロープウェイに
のって約10分間の空中散歩！‥神戸の絶景を展望！‥10月中旬からはバラ、セージが見頃になります。）‖‖旧居留地・オリエンタルホテル（読売旅行オリジナルフ
ルコースランチの昼食）‖‖六甲オルゴールミュージアム（特別展オルゴールで楽しむ『鏡の国のアリス』開催中）‖‖★10月発‥六甲山カンツリーハウス（バラの小
径ローズウォークへ）‖‖六甲ガーデンテラス（神戸の町並みを一望）‖‖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。　

★通常1,400円のロープウェイと布引ハーブ園の入場料込み。
★通常620円カンツリーハウス入園料込み。約2,000本のバラの小径を通り抜けるローズウォークでバラの

香りに包まれて‥‥　★通常1,030円の六甲オルゴールミュージアムの入場料込み。コンサートの時間に合わせてます。
★選べるお土産をご用意　　A：神戸風月堂のゴーフル　B：老舗ベーカリーイスズのバケット

◆開 催 日／	10/19㈬・10/22㈯
◆場　　所／	兵庫県方面
◆旅行代金／	会　　員	 6,９8０円
	 同居家族	 ８,９８０円
	 一　　般	 ９,９８０円
◆募集人数／	各４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

旅のポイント

※‥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。

※10/22出発は1,000円増しとなります。

◆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）

＊昼食付き
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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～

※会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます。

◆申込期間／ ９月９日㈮ AM8：40（先着順）～９月30日㈮まで　※定員になり次第締め切り
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター 

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

①
お茶の心とお点前講座 10/3・17・31・11/14・28・12/5・

1/16・30・2/13・27 （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。

②
はじめての韓国語講座 10/8・22・11/12・26・12/17・

1/14・2/4・18 （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！　

③
ステップUP！　韓国語講座 10/8・22・11/12・26・12/17・

1/14・2/4・18 （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！

④

はじめてのキッズダンス教室
（４歳～6歳） 10/15・29・11/12・26・12/10 （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～♬

⑤

かんたんキッズダンス教室
（6歳～8歳） 10/15・29・11/12・26・12/10 （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～♬♩

歴史講座「器
うつわ

の考古学」
雄弁な器

うつわ

達－器が語る近江史－

◆開催日時／ 10/９・23・11/6　日曜日
 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
◆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。

‥ 今回の講座では、毎日使っている器（食器）
に込められた意外な歴史、そして食器が語
る意外な文化について、文化財の専門家
が独自の視点で解説します。

◆受 講 料／1,5００円（教材費	５００円）
◆定　　員／３０名
◆申込期間／ 9/16㈮ AM8：40～10/7㈮
　　　　　　※先着順

①お手軽スケッチ教室Ⅰ
②お手軽スケッチ教室Ⅱ

◆開催日時／ ①②10/19・11/2・9・30・
   　　12/14　水曜日
   ①10：00～12：00　全５回
   ②13：30～15：30　全５回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター 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／9/16㈮ ～10/11㈫
　　　　　　 10/12㈬ 事務局内にて抽選後、当選者

に連絡させていただきます。
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大津市勤労青少年ホーム講座 ～受講生募集～
◆申込期間／ ９月９日㈮ AM8：40（先着順）～９月30日㈮まで　※定員になり次第締め切り
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター 

講　座　名 開催期間 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

10/3・17・31・11/14・28・
12/12・1/16・30・2/13・27 （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
10/5・19・11/2・16・30・12/14・
1/11・25・2/8・22 （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
今すぐ実践できる！
ボイストレーニング講座

10/6・13・20・27・
11/10・17・24・12/1・8・15 （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、基本発声など知識を学んだ後、ビブラートやハイトーンなどの一歩進んだテクニックを実際にヒットソングを用いて実践していきます！

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。※センター講座「歴史講座」「スケッチ教室Ⅰ・Ⅱ」につきましては、受講料（教
材費）は講座初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

★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・大津市勤労福祉センター自主事業申込方法★

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。）

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。

応急手当講習会
～大切な人の命を守るため！～

◆開催日時／ 10/11㈫　９：30～12：30　全１回
◆開催場所／ ２F 多目的室
◆講　　師／ 大津市中消防署救急係（救急救命士）
◆持 ち 物／ 筆記用具
◆内　　容／ 大津市中消防署の救急救命士から一般家庭で発

生する救急事故の応急措置方法や三角巾の使い
方、心肺停止時の救命措置（心肺蘇生、ＡＥＤ
の使い方）を学ぶことにより、家庭や野外での緊
急時に慌てず対応できます！

◆受 講 料／無料　　
◆定　　員／20名
◆申込期間／	9/9㈮ AM8：40～9/30㈮ 　※先着順

開けよう！アートの玉手箱　※4歳～12歳対象

「クリニカルアートこども教室」
～感性を磨き、素直に表現する力を伸ばそう！～

◆開催日時／ 10/23㈰　10：00～12：00　全１回
◆開催場所／２F 和室　◆講師／ 疋田　ゆかり 先生
◆持 ち 物／ 汚れてもよい服装・作品を持ち帰る袋
◆内　　容／ 「クリニカルアート（臨床美術）」とは？
　　‥　五感を刺激する独自のアートプログラムに沿って創作することで、脳が活

性化や個性豊かな表現へとつないでいきます。まだまだ発達中のこどもたち
に、ただ絵を描くだけでなく、感じる力を育むことによって表現の可能性を広
げてみませんか？　今回は、「かぼちゃ」の和紙工作♪本物のかぼちゃに触
りながら観察し、カラフルなかぼちゃを作ります。

　※‥「臨床美術」及び「臨床美術士」は、日本における㈱芸術造形研究所の登録商標です。
◆受 講 料／ 1,000円（教材費	5００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／	9/16㈮AM8：40～10/20㈭　※先着順

◆開催日時／10/6㈭・8㈯・12㈬・14㈮・18㈫　19：00～21：00　全 5 回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター４Ｆ 会議室2　◆受 講 料／2,500円（教材費 1,000円）
◆講　　師／ ライズセラピスト学院　小早川　亮 先生・中井　弼子 先生　　　
◆内　　容／ 幸せって何かな？自分の事や職場では？夫婦って？子育てのあれやこれや…悩んでいませんか？ちょっと肩の力を抜いて耳を傾けてみませんか？
　※10/6　自分て何？どんな人？ ◦10/8　男性の心＆女性の心 ◦10/12　職場での気づき ◦10/14　夫婦の在り方って？ ◦10/18　子育てって大変？
◆持 ち 物／筆記用具　　◆定　員／20名　　◆申込期間／9/9㈮ AM8：40～9/30㈮ 　※先着順

活かす幸せの気づき講座 ～セルフカウンセリングへの入り口～
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岡原慎也＆大津祝祭
オーケストラ「音楽の魔法」

10月23日㈰　15：00	開演
大津市民会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,500円→ 2,800円 30枚学　生 2,500円→ 1,800円

※‥‥‥全席自由
※‥‥‥就学前のお子様はご遠慮下さい

●締切日／9月26日㈪
※‥‥‥締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

小泉和裕指揮
日本センチュリー交響楽団

11月13日㈰　15：00	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 4,000円→ 3,200円 20枚A　席 3,000円→ 2,400円
青少年
(25歳未満) 1,500円→ 1,100円 10枚

※‥‥‥全席指定
※‥‥‥6歳以上入場可
　

●締切日／9月26日㈪
※‥‥‥締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

野村万作・野村萬斎
狂言公演

12月10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
青少年
(25歳未満) 4,000円→ 3,200円

※‥‥‥全席指定
※‥‥‥6歳以上入場可

●締切日／9月26日㈪
※‥‥‥締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

さきらジュニアオーケストラ
第７回定期演奏会

10月9日㈰　15：00	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 2,000円→ 1,400円

20枚大学生 1,000円→ 700円
高校生 700円→ 500円

中学生以下 500円→ 400円
※‥‥‥全席指定
※‥‥‥4歳以上入場可

 [出演]
指揮：秋山和慶
トランペット：菊本和昭
管弦楽：さきらジュニアオーケストラ

●締切日／9月26日㈪
※‥‥‥締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

よしもと秋のお笑い祭り
in 守山

10月1日㈯　13：00/17：00	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 4,000円（前売り）→ 3,200円 各10枚
※‥‥‥5歳以上有料
※‥‥‥4歳以下は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料
　（座席が必要な場合は有料）
[出演]
ミキ、モンスターエンジン、スーパーマラドーナ　ほか
吉本新喜劇（すっちー、清水けんじ、吉田裕、酒井藍、桑原和男 ほか）
　

●締切日／9月23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。

金剛流　能公演
能「望月」 狂言「蚊相撲」

11月12日㈯　13：30	開演
守山市民ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 4,000円→ 3,200円 10枚
A　席 3,000円→ 2,400円 10枚

※‥‥‥全席指定
※‥‥‥未就学児入場不可
　[出演]
　金剛流・能／シテ：今井克紀、ワキ：村山弘、アイ：茂山七五三
　大藏流・狂言／シテ：茂山宗彦、アド：茂山茂、アド：丸石やすし　

●締切日／9月26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

©Ivan‥Maly

電話

電話
XFA

インターネット

電話
XFA

インターネット

電話
XFA

インターネット

電話
XFA

インターネット
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吉田兄弟
三味線だけの世界

11月5日㈯　15：00	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 予定枚数

一　般 3,000円（前売り）→ 2,400円 10枚25歳以下 1,500円（前売り）→ 1,100円
※‥‥‥全席自由
※‥‥‥6歳未満入場不可
　〔出演〕　吉田兄弟

●締切日／9月26日㈪
※‥‥‥締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～

ファミリーステージ
平成29年1月９日（月･祝）	13：00/15：30	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 2,500円→ 1,800円 各10枚
※‥‥‥1歳以上有料
※‥‥‥1歳未満のお子様でもお席が必要な場合は有料
　〔出演〕
　チョロミー、ムームー、ガラピコ、速水けんたろう、はいだしょうこ、
　関沢圭司、きよこ

●締切日／9月26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.6

11月16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 各10枚

※‥‥‥全席自由
※‥‥‥未就学児入場不可
※‥‥‥学生券の取扱なし

●締切日／9月26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

天満敦子
ヴァイオリン・リサイタル 2016

11月19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／9月26日㈪
※‥‥‥締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

小原孝
京都コンサートホール20回記念

ピアノ・リサイタル

11月23日（水･祝）　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 4,300円→ 3,400円 10枚
※‥‥‥未就学児入場不可
　

●締切日／9月26日㈪
※‥‥‥締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

（公財）青山財団助成公演
チェコ・フィルハーモニー・ゾリステン

＆ 笠原純子（ピアノ）

11月27日㈰　14：00　開演
青山音楽記念館（バロックザール）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 5,000円→ 4,000円 10枚
※‥‥‥未就学児入場不可
　チェコ・フィル首席奏者による弦楽四重奏と京都在住の気鋭のピアニ
ストが、ショパン「ピアノ協奏曲」第1・2番（ピアノ五重奏版）他を
お贈りします。

●締切日／9月26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

©中川忠明

電話
XFA

インターネット

電話
XFA

インターネット

電話
XFA

インターネット
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コロッケ 特別公演
10月22日㈯・10月30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
一　般 6,000円→ 4,500円 各10枚

※‥‥‥未就学児入場不可
※全席指定
※‥‥‥座席は「特別優待対象席」
になります。

●締切日／9月26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２１３回定期演奏会

11月25日㈮　19：00	開演
11月26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：飯森範親 (日本センチュリー交響楽団首席指揮者)
 ピアノ：ファジル・サイ
〔曲目〕 モーツァルト：歌劇「後宮からの逃走」序曲(25日)
 リュリ：バレエ音楽「町人貴族」～トルコ人の儀式のための行進曲(26日)
 モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467
 ファジル・サイ：交響曲第1番「イスタンブール・シンフォニー」作品28

●締切日／9月26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

桂文珍　独演会
全国ツアー “一期一笑”

12月11日㈰　14：00	開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 4,000円（前売り）→ 3,200円 20枚
※‥‥‥未就学児童の入場はご遠慮ください
　　　　（親子席あり/当会取扱なし）

●締切日／9月26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

11月19日㈯　野洲文化ホール
11月20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
　

●締切日／9月26日㈪
※‥‥‥締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。 ©2015映画「あん」製作委員会

大津の浄土宗寺院
新知恩院と乗念寺 メアリー・カサット展

◆会期／10月15日㈯～11月27日㈰
◆場所／大津市歴史博物館

＊開館時間／9：00～17：00 ※‥入場は16：30まで
＊休館日／月曜日、11/4㈮、11/24㈭

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10/11以降となります。

◆会期／9月27日㈫～12月4日㈰
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9：30～17：00　※‥入場は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日‥10/11㈫（10/10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 1,100円→ 600円 30枚
高校生 600円→ 300円 30枚

※‥中学生以下・心身に障がいのある方と付添者1名は無料
（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9月26日㈪までです。

窓口

●締切日／10月５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
XFA

インターネット
映画「あん」



–8–

互助会だより９月号

★★申込方法は、９ページをご覧下さい。

黄金のファラオと
大ピラミッド展

生誕300年
若冲の京都 KYOTOの若冲

世界遺産
ポンペイの壁画展

ポムポムプリン展 再興第101回
「院展」 京都展

◆会期／10月1日㈯～12月25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）
　　　　　　※‥入場は閉館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 1,500円→ 900円 50枚
高大生 1,200円→ 700円 30枚
小中生 500円→ 300円 30枚

※‥障がい者手帳等をご提示の方と付き添い1名までは無料　
　　　　　

●このチケットの販売は9月30日㈮までです。

◆会期／10月4日㈫～12月4日㈰
◆場所／京都市美術館

＊開館時間／9：00～17：00（10/8、9は19：00まで）
　　　　　　※‥入場は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（10/10は開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,200円→ 700円 50枚
高大生 1,000円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※‥障がい者手帳等を提示の方と介助の方1名は無料（要証明）
※‥小中生は土・日・祝は無料

●このチケットの販売は10月3日㈪までです。

◆会期／10月15日㈯～11月27日㈰
◆場所／京都国立博物館

＊開館時間／9：30～18：00（金曜日は20：00まで）
　　　　　　※‥入館は閉館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 1,100円→ 600円 30枚
高校生 800円→ 400円 30枚

※‥障がい者の方とその介護者1名は無料（要証明）
※中学生以下無料

●このチケットの販売は10月14日㈮までです。

◆会期／10月15日㈯～12月25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）
　　　　　　※‥入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
大学生 1,100円→ 600円 30枚

※‥障がいのある方は各当日料金の半額、その介護の方1名は
無料（要証明）　

※‥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10月14日㈮までです。

◆会期／9月10日㈯～9月26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 500円→ 300円 50枚

※‥小学生未満無料

●このチケットの販売は9月24日㈯までです。

◆会期／9月22日(木・祝)～10月9日㈰
◆場所／京都市美術館

＊開館時間／9：00～17：00
　　　　　　※‥入館は16：30まで
＊休館日／9/26㈪　10/3㈪　　　　

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 900円→ 600円 50枚
高大生 700円→ 400円 30枚

※‥身体障がい者手帳等をご提示の方（介添
人1名までを含む）は無料

※‥中学生以下無料　　

窓口 窓口

窓口 窓口

窓口窓口

●このチケットの販売は9月21日㈬までです。

特別展覧会 没後150年
坂本龍馬
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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・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

窓口 秋シーズン入園券のあっ旋 !!
　ひらかたパークのチケットが、夏季に引き続き、あっ旋価格でお買い求めいただけます。
　※今回お取扱するのは、9月10日㈯から11月27日㈰の間でご利用いただける秋季チケット（引換券）です。

取扱チケット（引換券） 券　　種 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。
◎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。

フリーパス引換券付入園券
（有効期限：9/10～11/27）

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

■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。

【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。

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

　

　くりはら　どんぐりの里でイワナ釣
り大会を開催しました。なかなか釣れ
てくれないイワナに苦戦しながらも、
のんびりと釣りを楽しんでおられまし
た。参加してくださった皆さんありが
とうございました。

７月24日㈰ イワナ釣り大会を
開催しました♪  【参加者 32人】

互助会
事業報告１

ピチピチ！！ イワナの塩焼き～！ 
おいしかった～

子供達は、
つかみ取りに
大はしゃぎ！！
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●マイナンバー（個人番号）に関して
　マイナンバー制度開始に伴い、住民票に個人番号欄（希望した
場合に記載されます）が追加になりましたが、給付金請求時の証明
書類として住民票を添付する場合には個人番号は必要ありませんの
で、個人番号の省略された住民票を添付してください。

●阪神甲子園球場年間予約席について
　阪神タイガースがクライマックスシリーズ・日本シリーズの出場権を
得た場合、甲子園球場入場券の取扱については、案内時期次第
では、会報誌での掲載が難しい場合があるため、案内が届き次第、
当会ＨＰまたは事務局窓口にてお知らせします。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

8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

お花のことならお任せください。
全力でご要望にお応えします。

湖西農園	

大津市和邇中浜16
TEL：０７７－594-0040

〈夢中であそび‥良く食べ‥ぐっすり眠れるこども〉
をめざして、毎日元気に保育しています。

家庭的保育室	ぽっぷん

大津市神領1－3－10
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０７７－544－6587

カラオケありませんが
真心で接客させて頂きます

我

大津市真野2－7－3
TEL：080－6179－3172

　

　今年度もにぎやかな夏の夜
を多くの皆様に楽しんでいた
だけました♪ 大きなまぐろの
解体ショーは大迫力!!  その後
はトロや赤身のお寿司を堪能
♪ そして皆様と江州音頭を踊
り、高確率の大抽選会では抽
選番号が読み上げられるたび
に歓声が上がっていました!!
　ご参加いただいた皆様、
ご提供いただきました事業所
様・関係団体様、本当にあり
がとうございました。

８月5日㈮ 互助会夏まつりを開催しました♪
 【参加者 259人】

互助会
事業報告２

◆景品をご提供いただいた事業所様・
　　　　　関係団体様◆ ※敬称略（抽選順）

　琵琶湖汽船㈱、レークウエスト観光㈱、大津
アレックスシネマ、ユナイテッド･シネマ大津、イ
オンシネマ草津、京都水族館、スポーツクラブ
NAS㈱、㈱トイカード、びわ湖バレイ㈱、湯快リゾー
ト㈱、㈱りらく、㈱よしもとクリエイティブエージェ
ンシー、白石薬品㈱、琵琶湖ホテル、きまま亭し
ま、㈲三共自動車、お香みのり苑㈱、㈱中山スポー
ツ、㈱寺新鶏肉店、御菓子司金時堂、浪乃音酒
造㈱、メナードフェイシャルサロンアールミノン、
小松水産㈱、青木煮豆店、イノウジャパン㈱、㈲
松新/松新家具仏壇店、立正園茶舗、㈱滋賀鉱泉
飲料、㈲花治商店、キムラ電化、㈱ウチダビジネ
スソリューションズ、㈱海遊館、名古屋アンパン

マンこどもミュージアム＆パーク、志摩スペイ
ン村パルケエスパーニャ、正・副理事長
　　  〔協力：瀬田商工会、

大津北商工会（堅田・志賀支所）〕　　

抽選会の司会は会員で
もありますびわ湖放送
キャスター 堀井哲朗様

　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】

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 ※９月にお誕生日を迎える会員対象

②図書カード（1,000円分） ……… 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／９月26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。


