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互助会だより10月号

互助会だより
平成29年10月5日 発行

10 月 号
平成29年9月1日	 現在
事業所数	 1,067　
会 員 数	  6,145人

	 ﾎー ﾑペ ジー	 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 ジー	https://shiga-gojoren.zenpuku.or.jp/

　　

●応募方法
郵便ハガキに、40周年記念プレゼント希望・事業所名・会員番号・住所・氏名・互助会の思い出
をお書きの上、互助会事務局までご応募ください。応募締切は 10月25日（水） 必着

※ペアでのご応募もＯＫデス!! (ペアで応募される場合は、会員様と登録の同居家族様に限ります。ハガ
キに二人のお名前をご記入のうえご応募ください！！）

※会員様以外のお友達や彼氏！彼女！と行かれる方は、お一人分の応募とさせて頂きますのでご了承く
ださい。

※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。（10月31日（火）発送予定）
※お一人でも多くの方にプレゼントをしたいので、一度当選された方は応募出来ませんのでご了承ください。
※おハガキに書いてくださった「互助会の思い出」や「メッセージ」は互助会だよりに掲載させていただ

く場合があります。

●お知らせ
４月号より続けてきました「40周年記念プレゼント」も第９弾（12月号）で最終回となります。毎月
たくさんのご応募をいただきありがとうございました。
最終回の第９弾では、敗者復活戦！として、第８弾までの当選されなかったハガキによる抽選を行う
予定です。

※ご応募いただけるのは今回と第８弾（11月号）の２回となります。最終回の第９弾では新たに応募出
来ませんのでご注意ください。

40周年記念プレゼント　第７弾

ロイヤルオークホテル ランチ or ディナー ￥2,000割引券を
 ２0名様にプレゼント！ いたします。

ロイヤルオークホテル　1Ｆ　中国菜　「湖
フ ー エ ン

園」
営業時間 　ランチ　11：30～14：30　　ディナー　17：00～21：00
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８月号 第５弾!! 記念プレゼント（^ ^）
●新・都ホテル ランチorディナー 割引券●に
多数ご応募いただき、ありがとうございました。

　ご応募の際、おハガキに書いて下さった心
温まる「互助会の思い出」や「メッセージ」の･･･ほんの一部ですがご紹介いたします。。。

互助会の思い出
＆

メッセージ

子供たちを連れてディズニーランドへ行きました。
初めてのディズニーに子供たちは大喜び！
宿泊にも助成金が出るので助かりました。

毎年、映画優待券をいただいて、娘と一緒に
観に行くのを楽しみにしています！

家族でぶどう狩りに行きました。
おいしいぶどうをお腹いっぱい食べて、両親に
もおすそ分けで送り、喜んでもらえました。

何度か甲子園のチケットに当選し、応援に行き
ました。良い席で観戦できて楽しかったです。

子供が１歳半のときにアンパンマンミュージ
アムに行かせて頂きました。まだ、アンパン
マンを認識しておらず、着ぐるみを少し怖
がっていましたが、それ以来、アンパンマン
が大好きになりました。

●ご応募して下さったみな様全員のご紹介ができな
いのが残念ですが。。。おハガキの一枚いちまいか
ら、ほんわかと温かい気持ちが伝わりました。
　心から。。ありがとうございました･･･事務局より

互助会夏まつりで会社のちがう部署
の人と話す機会がふえました！
普段はいつものメンバーなので新鮮
です（^^）

娘がクリスマスケーキ作りに参加したと
き、教えてくださった先生がとてもやさ
しくて、ウキウキしながら楽しく作るこ
とが出来ました。
今でも、お菓子作りが好きで、プリン・
クッキーを作ってくれます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事業所紹介キャンペーン !!

福利厚生の大切さを、お 1 人でも多くの皆さんにお伝えするために、
ご紹介をお待ちしております。

（＾＾）入会して良かった！！　そんな笑顔が増えますように（＾＾）
お友達や、お知り合いの事業所をご紹介ください！！

キャンペーン期間……10月1日～11月30日までです♪

ご紹介くださった事業所様が入会されましたら、
会員1名につき1,000円を
現金でもれなくプレゼントいたします。
（＾＾）例えば。。。ご紹介先（複数可）で
10名入会してくださったら1万円になります。

FAX またはお電話でも構いませんので連絡をいただき
ましたら、事務局職員がご説明に伺います。

電話 522–6499　 　FAX 523 –3494

ご紹介方法
◆入会資格◆ 大津市内の中小企業に勤務されている

従業員と事業主　＊パート従業員可
◆入 会 金◆ 500円／人　＊入会時のみ
◆会　  費◆ 月額500円／人



–3–

互助会だより10月号

窓口 温水プール
区　　分 料　　　　金 予定枚数

大　人 ６，４８０円→ ５，５００円（11枚１組） ３０組
高校生 ４，３２０円→ ３，７００円（11枚１組） １０組
小　人（中学生以下）
高齢者（65歳以上）
障がい者

３，２４０円→ ２，８００円（11枚１組） ２０組

※入場券は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。
※互助会事務局のみでの販売となります。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（TEL：522-6499）ください。
※利用等の詳細については各施設へ直接お問い合わせください。

★皇子が丘公園温水プール
★富士見市民温水プール
★におの浜ふれあいスポーツセンター温水プール

施　設　名 電　話

皇子が丘公園温水プール ５２６－３０８５
富士見市民温水プール ５３３－０８２０
におの浜ふれあいスポーツセンター
温水プール ５２７－３５５３

	

◆開 催 日／ 11月23日（木･祝）
◆場　　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34分～
	 　　　 	ＯＵＴ、ⅠＮｽター ト
◆参 加 費／ 会　 員 １5,0００円
 同居家族	１7,0００円
 一　 般	１9,50０円
◆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／ 11月13日㈪　※定員になり次第締め切ります。

★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 とーなります。キャディ付プﾚ をー希望される方
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。
★競技方法
　１８ﾎｰﾙズｽトロ クープﾚｰ
※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
　11月18日㈯以降必要
　　　（ゴﾙフ場に支払う実費がかかります。）

電話
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。

ゴルフコンペ
受付開始！

 10月10日㈫から

なばなの里イルミネーション入村券付クーポン引換券窓口

　　※利用期間は、平成30年2月28日までです。 料金は施設でお支払いください。
期　　間 一般価格 あっ旋価格 ◎クーポン引換券はなばなの里販売窓口でなばなの

里入村券付クーポン(500円×2枚)と引き換えが
必要です。（引換券では入村できません）

◎ご利用は会員と登録同居家族に限り、期間内１回
限り有効です。

小学生以上
入村料

イルミネーション
2017.10.14～2018.2.28 ２,３００円 2，0００円

【利用方法】 互助会事務局のみの取扱となります。会員証をご用意のうえ、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。ただし、お渡しに日数がかかります。
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◎近江鉄道40名乗りデラックスバスを利用。ゆったり10列シートで足元が楽々！
◎昨年オープンした大型複合施設ネスタリゾートで和食またはイタリアンのご昼食。
　棚田に広がる彩り豊かな季節の花々を観賞。

◆開 催 日／ 11/21㈫
◆場　　所／ 兵庫県
◆旅行代金／ 会　　員 6,955円 

 同居家族 ８，９５５円 

 一　　般 ９，９５５円
◆募集人数／ 39名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

◆利用バス会社／近江鉄道㈱	

　 　
◆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

草津駅西口（7：15）‖‖大津駅前（7：45）‖‖大津京駅（7：55）‖‖湯浅・醤油蔵見学 ‖‖道成寺・昼食（通常拝観できない本堂の本尊見学）‖‖
　　‖‖栗山園・有田みかん狩り食べ放題と３㎏箱入りでお持ち帰り‖‖

‖‖吉田農園・紀州柿１個狩りと２㎏（狩りとり１個含む）お持ち帰りと食べ頃の柿ご賞味‖‖黒潮市場・お買物 ‖‖各地（18：30～19：30頃） 	

◎有田みかん約3㎏と紀州柿約2㎏、合計5㎏をお持ち帰り。
◎昼食は紀州美味いもん尽くしを イス・テーブル席でご用意。

◆開 催 日／ 11/11㈯・11/13㈪
◆場　　所／ 和歌山県
◆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／ 各４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

◆利用バス会社／近江鉄道㈱

◆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）

※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

◆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（8：0０）‖‖ 大津駅前（8：3０）‖‖ 大津京駅（8：4０）‖‖ 道の駅・大沢（お買い物）‖‖ネｽタリゾ トー神戸（棚田に広がる彩り豊かな花々やもみじ
のトンネﾙ観賞と選べるお食事「和食・幕の内膳」または「ピッツァ＆パｽタランチ」の昼食	※グﾙ プー様同内容でお申込みください）‖‖姫路城（別名「白鷺城」
と呼ばれる世界遺産の国宝を観光ガイドと一緒に見学と紅葉の好古園を散策）‖‖各地（19：00～20：0０頃）		

旅のポイント

もみじのトンネル＆お花畑「ネスタフローラ」
世界遺産「姫路城」と紅の「好古園」

※11日は1,000円増し
※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）

＊昼食付き

＊昼食付き

有田みかん狩り
食べ放題と大柿狩り

コース番号：640－0640－101G

コース番号：
640－0598－101G
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

野村万作・野村萬斎
狂言公演

12月10日㈰　13：00/17：00	開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　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

（青少年分含む）A　席 5,000円→ 4,000円
青少年

（25歳未満） 4,000円→ 3,200円 ー
※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／
10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
びわ湖定期公演 vol.10

12月17日㈰　15：00	開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 4,500円→ 3,600円 10枚
A　席 3,500円→ 2,800円 10枚

※	全席指定　※	未就学児入場不可
〔出演〕	指揮：園田	隆一郎　　ピアノ：小林	愛実
〔曲目〕	ショパン：ピアノ協奏曲	第1番	ホ短調	op.11
		 ロッシーニ：歌劇	「絹のはしご」	序曲
		 ロッシーニ：歌劇	「ウィリアム・テル」よりパ・ド・シス
		 ロッシーニ：歌劇	「ウィリアム・テル」序曲
		 ヴェルディ：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」バレエ音楽「四季」より秋
	 ヴェルディ：歌劇「シチリア島の夕べの祈り」	序曲

●締切日／10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

びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート

2017-2018

12月31日㈰ 　22：00	開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 6,500円→ 5,500円 10枚
A　席 5,000円→ 4,000円 10枚
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／10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

NEW YEAR
ウィンナー・ワルツ・オーケストラ 2018

宮殿祝賀コンサート
平成30年 1月8日（月･祝）　13：30	開演

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S　席 6,000円→ 5,100円 10枚
Ａ席（4階） 4,500円→ 3,600円 10枚
※	全席指定
※	6歳未満入場不可

●締切日／10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

能楽公演「野
の の

宮
み や

」
12月2日㈯　14：00	開演

大津市伝統芸能会館
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 5,500円（前売り）→ 4,400円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／10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

中山道守山宿・旅への誘いコンサート
 vol.1/vol.2 

～中山道・守山宿から始まる<音楽の旅>～
vol.1	 12月17日㈰	 両日共に
vol.2	 平成30年 1月13日㈯	 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

全席自由 500円→ 400円 各10枚
※	未就学児入場不可　

Vol.1	 ～巡礼の年　第1年～
	 出演：	イリーナ・メジューエワ
Vol.2	 お満灯篭伝説に寄せて　～愛のオペアリアと二重唱～
	 出演：	基村昌代（ソプラノ）　津國直樹（バリトン）

	 	 岡本佐紀子（ピアノ）

●締切日／10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

味方	玄「野宮」
撮影/山口宏子
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

『昭和のうたコンサート』
今聴きたい、心に沁みる昭和歌謡

平成30年 1月18日㈭　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
全席自由 1,800円（前売り）→ 1,300円 10枚
※	未就学児入場不可
※	小学生～高校生入場無料

●締切日／10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

サンリオピューロランド25周年記念作品
サンリオファミリーミュージカル
ハローキティのドリームトラベラー

平成30年 1月20日㈯	11：00/14：00	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 2,500円（前売り）→ 1,800円 各10枚
小人

（小学6年生以下） 1,500円（前売り）→ 1,100円 各10枚
※	全席指定　※	3歳以上有料
※	0歳より入場可
※	2歳以下は保護者1名につき
1名まで膝上無料

　（お席が必要な場合有料）　

●締切日／10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

クリスマスコンサート2017
～パイプオルガン＆ブラス　
　　　響き合うクリスマス～

12月16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
一　般 3,000円→ 2,400円 10枚

一般ペア 5,500円→ 4,400円 10枚
高校生以下 1,000円→ 700円 10枚
※	全席指定　※	未就学児入場不可
　　　	出演者
		 ・髙木宏之（トランペット）・稲垣路子（トランペット）
	 ・岡本　哲（トロンボーン）・喜井　宏（トロンボーン）
	 ・久保田真矢（パイプオルガン）

●締切日／10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

TSUKEMEN LIVE 2017 
in 長栄座

11月3日（金･祝）　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 3,500円→ 2,800円 10枚
25歳以下 3,000円→ 2,400円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／10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

滋賀発 若手邦楽演奏家
コンサート

11月4日㈯　14：00	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 1,500円→ 1,100円 10枚
25歳以下 1,000円→ 700円 10枚
18歳以下 800円→ 600円 10枚
※	全席自由
※	小学生以下無料

●締切日／10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

音楽の絵本
～笑門来福～

11月5日㈰　14：00	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

全席指定 2,000円→ 1,400円 10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満の子どもの膝上
観賞無料

●締切日／
10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

　　　出演：	 藤元辰也（三味線）、塚田陵子（唄）、
	 くみこ（和太鼓）、松丸純詩（和太鼓）、
	 岡奈系香（篠笛）、佐伯篤宣（和太鼓）
<特別出演>	 桜川寿賀貴（音頭取り）、水口囃舎（お囃子）
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

落語と音曲
地獄八景亡者戯

～ようこそ林家染二の世界へ～

11月11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 2,500円（前売り）→ 1,800円 10枚
25歳以下 1,500円（前売り）→ 1,100円 10枚
※	全席自由　※	未就学児入場不可
　 出演：	林家染二（落語家）、林家染太（落語家）
	 芸舞妓（君綾、とし夏菜、とし純、千賀遥、千賀すず、

京都宮川町歌舞会）、
	 木下洸希（ジャグラー）ほか

●締切日／10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

滋賀発 未来に向けての文化発信
「伝承と発展」子どもたちの

芸能～新しい芸能

11月12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 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
25歳以下 1,000円（前売り）→ 700円 10枚
※	全席自由　※	未就学児入場不可

次世代を担う子どもたちが披露する古典芸能の発表と、
長浜市大音に伝えられた特殊生糸の糸取りをテーマに
創作民話劇をお届けします。

●締切日／10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

劇団四季ミュージカル
『アンデルセン』

11月21日㈫　18：30	開演
11月22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
S席
一　般 8,640円→ 7,300円 各10枚
S席

学生・子ども 6,480円→ 5,500円 各10枚
※全席指定　※当日要学生証
※公演当日3歳以上有料　3歳未満の着席鑑賞有料
※	一般料金のチケットで学生・お子様が入場されても差

額の返金はできません
※	学生・子ども料金のチケットで一般の方が入場される

場合は当日、一般定価料金との差額を頂戴いたします

●締切日／10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
XFA

インターネット

ロシア国立サンクトペテルブルグ・
アカデミー・バレエ『白鳥の湖』

平成30年 1月12日㈮　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
S　席 7,500円→ 6,400円 10枚
A　席 5,000円→ 4,000円 10枚

※	全席指定
※	3歳以下入場不可
　4歳以上有料

●締切日／10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

桃月庵白酒　独演会
平成30年 1月27日㈯　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 3,500円→ 2,800円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／10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

城陽市市制施行45周年記念事業
第9回城陽第九フェスティバル
12月3日㈰　14：00	開演

文化パルク城陽　プラムホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 3,300円→ 2,600円 10枚
高校生以下 1,000円→ 700円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／10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

※撮影＝上原タカシ

©SHIN	YAMAGISHI
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ボストン美術館の至宝展
東西の名品、珠玉のコレクション

◆会期／10月28日㈯～平成30年 2月4日㈰
◆場所／神戸市立博物館

＊開館時間／	9：30～17：30（土は19：00まで　11/24・12/22・
1/26は21：00まで）	※入館は閉館30分前まで

＊休館日／月曜日、12/29～1/1・9　※但し1/8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 900円→ 500円 30枚
小中生 600円→ 300円 30枚

※障がいのある方は、障がい者手帳などの提示で無料
●このチケットの販売は2月2日㈮までです。

窓口

第69回 正倉院展
◆会期／10月28日㈯～11月13日㈪
◆場所／奈良国立博物館

＊開館時間／9：00～18：00（金･土･日･祝は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,100円→ 700円 50枚
高大生 700円→ 400円 20枚
小中生 400円→ 200円 20枚

※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

●このチケットの販売は10月27日㈮までです。

＊会期中無休

窓口 岡本神草の時代展
◆会期／11月1日㈬～12月10日㈰
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9：30～17：00（金･土は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 1,000円→ 600円 50枚
大学生 500円→ 300円 30枚

※心身に障がいのある方と、付添者1名は無料
※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10月31日㈫までです。

窓口

歌手生活45周年記念
天童よしみ特別公演

12月16日㈯	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 6枚

※	全席指定（満席の際はご了
承ください）

※	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／10月25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
XFA

インターネット

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。

飾って楽しい♪ かんたん絵はがき教室
◆開催日時／ 10/２6・11/9・16  木曜日　10：00～12：00　全３回
◆開催場所／ ３F集会室
◆講　　師／ 川村　昌子 先生
◆持 ち 物／ 鉛筆・新しい消しゴム（ハンコ用）・カッターナイフ（小）・描きたいモチーフ（初回は果物や野菜）・雑巾・

ポケットティッシュ・水彩絵の具セット（水彩絵の具・筆・パレット・筆洗）・絵ハガキ用の紙
◆内　　容／  身近にある花や野菜、思い出の風景を絵はがきに描いてみませんか？他の教室では体験できない、水彩絵

の具と墨を同時に使って描く一筆画のような描き方も学べます。初心者の方大歓迎！
 ※道具を持っておられない方は、講師からも購入できます。受付時に確認してください。
	 10/26…ハンコ作り＆果物や野菜を描いてみよう　　11/9…季節の花を描いてみよう　　11/16…自由制作（年賀状も可）
◆受 講 料／ 1,5００円　　　 ◆定　員／１５名　　　◆申込期間／10/10㈫ ＡＭ8：40～10/24㈫ ※先着順
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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。

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。
※「歴史講座　ローテクの魅力Ⅰ・Ⅱ」と「唐橋焼　幸せの干支づくり教室」は、受講料（参加費）を開催初日（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29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★

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。

◆開催日時／①11/11・18  　②12/2・9　土曜日　13：30～15：30　①②ともに全２回
◆開催場所／ ４Ｆ研修室　　　 ◆講　師／①（公財）滋賀県文化財保護協会　②NPO法人歴史資源開発機構
◆持 ち 物／ 筆記用具
◆内　　容／ 自然物から道具を造る・・・
	 科学文明が発達し、何でも機械で簡単に造られる時代になりました。なんの不思議

もなく使っている身近な道具たち・・・そのﾙ ツーは、すべて「自然物」から人間
の手を使って造り出した物ばかりです。ハイテクの時代にあって、ロｰテクを駆使し
て道具を造る楽しさをお伝えするパ トーⅠは、木を加工する技術・石から刃物を造る
技術に迫ります。Ⅱは、布を織る技術・染色の技術に迫ります。

◆受 講 料／①②ともに １,０００円（教材費 ①②各500円）  　◆定　員／①②ともに 30名　　
◆申込期間／①10/17㈫ AM8：40～11/10㈮ ※先着順　②10/17㈫ AM8：40～11/30㈭ ※先着順

歴史講座　①ローテクの魅力Ⅰ 木を加工する技術・石から刃物を造る技術に迫る！
　　　　　②ローテクの魅力Ⅱ 布を織る技術・染色の技術に迫る！

Ａコース：“クリスマスリース風シフォンケーキト”と“アプリコットムース”
Ｂコース：“ショコラマロンクリームのブッシュドノエル”と“アップルクランブル”
◆開催日時／ Ａコース	11/24㈮・Bコース	12/8㈮
　　　　　　 10：00～12：00　各１回
◆開催場所／ 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 キー作りのコツを学びませんか♬
	 今回は、クリｽマｽにちなんだケ キーや普段でも簡

単にできるお菓子を作ります。作り方をマｽター し
て、ﾚパ トーリー を増やしましょう♪

　※	Ａコｰｽ・Ｂコｰｽ両方受講でも、どちらか１コｰｽだけでもOKです。
◆受 講 料／	Ａ・Ｂ各１,０００円（教材費 Ａ・Ｂ各1,000円）
◆定　　員／Ａ・Ｂ各１６名
◆申込期間／10/17㈫ AM8：40～11/17㈮ ※先着順

今年もやります！子どもから大人まで楽しく♪作れる
唐橋焼 “幸せの干支づくり教室”

～2018年の干支「いぬ」～
◆開催日時／ 11/18㈯　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／ 汚れてもよい服装（エプロンなど）・手拭きタオル
◆内　　容／   来年の干支は戌（いぬ）です！
	 「いぬ」は、家族を大切にし、子どもをたくさん産むこ

とから、子孫繁栄や子宝を象徴する動物です。。。
	 また、安全・保護の意味もあり、魔除けの効果もあ

るそうです！子どもさんから、お父さん、お母さん、お
じいちゃん、おばあちゃん、ご家族みんなで、心のこもっ
た手作りの「幸せの干支」で新年を迎えませんか？

	 ※小学生以下は保護者同伴。
	 ※焼き上がりは12月20日㈬の予定です。
◆参 加 費／2,０００円（材料費含む）
◆定　　員／50名
◆申込期間／10/10㈫ AM8：40～11/10㈮ ※先着順

パティシエ気分で♪ ケーキづくり教室
～クリスマスまでに美味しいケーキをマスターしよう！～
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互助会だより10月号

9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

どこよりも親切で丁寧

ヘルパーステーション
ファインケア石山

大津市北大路1－18－7	オフィｽZEN2
ＴＥＬ：０７７－548－7200
ＦＡＸ：０７７－548－7201
http://finecare-i.com

info@finecare-i

社会福祉法人
大津におの浜障害者福祉協会

大津市におの浜4－2－33　大津市立障害者福祉センター 内
ＴＥＬ：０７７－511－2111
ＦＡＸ：０７７－527－5515

色のある豊かで心地よい生活を応援しています。　
＝塗装で明るい環境づくり＝

滋賀県塗装工業協同組合	
大津市南郷5－2－14

ＴＥＬ：０７７－534－9382
ＦＡＸ：０７７－533－2608

http://www.e510.jp/tosokumiai
sigatoso@abeam.ocn.ne.jp

ⅠTを通じて業種業界にとらわれず
「売り手よし・買い手よし・世間よし」の精神で

ニｰズに沿ったサ ビーｽを提供します。

トータル・プランニング・サービス株式会社
大津市打出浜2－1　コラボしが21	4F

ＴＥＬ：０７７－572－7773
ＦＡＸ：０７７－572－7713

http://t-p-s.jp/

　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】

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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

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／10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。

①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
　※10月にお誕生日を迎える会員対象

……………………………………５名

下記の賞品を抽選でプレゼントします。


