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互助会だより11月号

互助会だより
平成29年11月6日 発行

11 月 号
平成29年10月1日	現在
事業所数	 1,068　
会 員 数	  6,144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 11月27日（月） 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。（1１月3０日（木）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のみとなります。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８弾

新・都ホテルのランチ 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。

新・都ホテル　本館1Ｆ　バイキングレストラン　「ル・プレジール」
ランチ　大人：3,000円から2,000円補助　　ディナー　大人：4,940円から2,000円補助
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ケーキ教室電話 大好評！！ 

家庭常備薬等の特別あっ旋 「申込書」は
今月号に同封して
います。

12月中旬頃
お届け予定
＊送料無料

ケーキを1人1個作ります。
※作ったケーキはお持ち帰りでき
ます。

　デザートタイムもありますよ♪

受付開始！
11月10日㈮

8時40分～

〈互助会〉 〈事業所〉 〈白石薬品株式会社〉
①案内書・申込書等配布

②申込書・斡旋申込取りまとめ書送付

③納品

④代金支払い

～皆様の健康管理の一環として、
家庭常備薬や健康管理のための商品等を格安にあっ旋します～

●申込方法／ ①事業所あてに「申込書」を送付しましたので、会員に配布してください。
 ② 事業所ごとに「申込書」を集めて、同封の「斡旋申込取りまとめ書」に鉛筆またはシャープペ

ンシルで記入してください。　 　＊取りまとめていただく際、集計の必要はありません。
 ③「申込書」と「斡旋申込取りまとめ書」を互助会事務局まで送付、またはご持参ください。
 　（注）電話・ＦＡＸや瀬田・大津北（堅田・志賀支所）商工会でのお申し込みはできません。　

●申込締切／ 11月2４日㈮ 必着 
●支払方法／ 納品時に、業者から「納品明細書」「振込用紙」「申込書」「個人リスト」が同封されますので、
 事業所ごとに直接業者へお振り込みください。（商品到着後、振込はお早めにお願いします。）
 　※振込用紙はコンビニエンスストア・郵便局にてご利用いただけます。 ＊振込手数料は、業者負担
●取扱業者／ 〒５７８－０９５４　東大阪市横枕１２番１９号
 白石薬品株式会社　〔電話：０７２－９６１－７４７１〕　担当：坂下
●納品方法／ 現品は、申込書ごとにまとめて業者から各事業所あてに送付します。

フランスのクリスマスケーキ　グッシュドノエルを
アレンジしてつくります♪

◆日　　時／	12月9日㈯
  　　　午前の部：１０時～１２時３０分
	 　　　午後の部：１３時３０分～１６時

◆場　　所／	滋賀短期大学 1階 （大津市竜が丘24-4）
◆講　　師／	生活学科　特任教授　金丸　政義 氏
◆参 加 費／	会　　員	 ２，０００円
	 同居家族	 ２，５００円	 ※対象は中学生以上となります。
	 一　　般	 ３，２４０円
◆持 ち 物／	エプロン・タオル・三角巾・上履き・筆記用具（メモ用）
◆募集人数／	午前・午後	各２０名 	※先着順
	 ※申込者以外の入室はお断りします。

◆締 切 日／１１月３０日㈭	
◆申込方法／	１１月１０日㈮８：４０から互助会事務局までお電話（522-6499）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）で送信ください。
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◆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／11/17㈮ 19時まで　※お渡しは11/24㈮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、11/24㈮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

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

　 ⬆ FAX：５２３－３４９４
　りんご予約注文書

事業所名 会員氏名
Ｔ Ｅ Ｌ 

（日中連絡先）（ 　　 　）　　－ 会員番号 －

品　　名 内　　容 単価（税込） 数　量 金　　額
① 贈答用　１０ｋｇ パック詰め 2 段 26 ～ 32 玉 ４,８００円 箱 円
② 贈答用　５ｋｇ パック詰め 1 段 13 ～ 16 玉 ２,６００円 箱 円
③ 家庭用　１０ｋｇ バラ入り ２,７００円 箱 円
④ りんごジュース １瓶１㍑入り ４７０円 本 円

合　　　計 円

互助会
使用欄

／

りんごの品種は『ふじ』です。『家庭用』とは、多少のキズやへこみ・サイズなど、見栄えにやや難が
ある規格外のりんごです。風味は規格品とさほど変わらず、生育にも問題ありません。

　今年も、長野県喬木村で生産されたりんごの注文販売をおこないます。家庭用りんごも味は贈答用りんごと変わりはない
とのこと。生ものですので、商品到着後3日以内に互助会事務局で受け取り可能な方というのがご注文条件になります。ご
注文多数の場合は、早めに締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。

◆ご注文からお渡しまでのながれ
ＦＡＸにてご注文

※下部注文書を
　ご利用ください ▶ 互助会より受付完了のご連絡

※連絡がない場合はお電話ください ▶ １２月中旬頃
互助会事務局へ

到着予定 ▶ 互助会事務局にて
お渡しとお支払い

◆締 切 日／11月２２日㈬
◆注意事項／ ◦納品後お電話にてご連絡いたします。生ものにつき商品到着後

３日以内にお受け取り可能な方のみ ご注文ください。
 　また商工会でのお渡しはできかねます。
 ◦互助会事務局からの配送は致しかねますのでご了承ください。
 ◦お申込み後のキャンセル・変更はできません。

毎年恒例！りんご（品種：ふじ）のあっ旋♬FAX



–4–

互助会だより11月号

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⇒ 6,400円

小人（４歳～11歳）
通常料金4,８00円⇒ 4,100円

中人（12歳～17歳）
通常料金6,400円⇒ 5,500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」
12月1日㊎～12月29日㊎※平日／2018年1月5日㊎～2月28日㊌※土日祝を含む全日

※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。
※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

　全国５０００店舗を超える百貨店や量販店・専門店で、玩具やベビー・子供服、文具等の購入にご利用
いただける商品券です。クリスマスプレゼントのご購入の際や、お年玉に是非ご利用ください。
◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／下記申込書をＦＡＸ（52３-３49４）で互助会事務局へ送信ください。
 お渡し準備（12/4以降）が出来次第ご連絡させていただきます。
◆申込締切／11月27日㈪　　　◆有効期限／2022年12月31日まで
  〈市内の加盟店〉 西武・イオン・平和堂・トイザらス・エディオン・ジョーシン……等
 ※最新の加盟店情報は、㈱トイカードのフリーダイヤル 0120-351-172
 　またはホームページ　ＵＲＬ http://www.toycard.co.jp をご覧ください。

FAX こども商品券あっ旋

～～～　こ ど も 商 品 券 あ っ 旋 申 込 書　～～～
事　業　所　名 会　員　氏　名

日中連絡ＴＥＬ 会　員　番　号

480円 （通常価格  500円） 枚 円

960円 （通常価格1,000円） 枚 円

合　　　　　計 枚 円
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◎ 今年15周年を迎える中之島の水辺に広がる光のアートフェスティバル
　「OSAKA 光のルネサンス 2017」 を見物！
◎エキスポシティ「オービィ大阪」
　大自然体感ミュージアムで最先端技術の迫力の映像をお楽しみください！
◎牛・豚・鯛・ブリ 4大しゃぶしゃぶをはじめ約15種類、　60分食べ放題の夕食をご用意。
　さらに近江牛しゃぶしゃぶ50ｇ付き！

◆開 催 日／	12/19㈫・１２/２３（土･祝）
◆場　　所／	大阪府
◆旅行代金／	会　　員	 ３,955円	
	 同居家族	 ５,９５５円	
	 一　　般	 ６,９５５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㈱	

　 　
◆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（8：30）‖‖大津駅前（9：00）‖‖大津京駅（9：10）‖‖ロー ﾑシｱター 京都（「吉例顔見世興行」を観賞【約4時間15分公演（休憩含む）】）‖‖
　　‖‖将軍塚青龍殿（大舞台から京都一望。例年12月上旬頃まで紅葉が見頃）‖‖各地（17：20～18：00頃） 	

◎ 東西の名優が一堂に会して絢爛豪華に繰り広げられる吉例顔見世興行、
本年は八代目中村芝翫とその息子四代目中村橋之助、三代目中村福之助、
四代目中村歌之助の親子四人の襲名披露を併せて執り行われます。

◎初日公演の12月 1 日㈮、 1 等席にて観劇。
◆開 催 日／	12/1㈮　　 ◆場　　所／	京都府
◆旅行代金／	会　　員	26,980円
	 同居家族	 ２８,９８０円
	 一　　般	 ２９,９８０円
	 ※4歳以上のお子様よりチケットが必要です
	 ※紅葉の見頃は気象状況により前後する場合があります

◆募集人数／	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／滋賀中央観光バス㈱

◆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（10：3０）‖‖大津駅前（11：0０）‖‖大津京駅（11：1０）‖‖エキｽポシティ「オー ビィ大阪」（大自然体感ミュー ジｱﾑで迫力の映像をお楽しみください）‖‖
梅田「ドイツクリｽマｽマｰケット2017」見物）‖‖姫難波「門戸本店」にて早めの夕食	牛・豚・鯛・ブリ	4大しゃぶしゃぶをはじめ、バラエティー 豊かな約15種類が60分間食
べ放題！さらにA4ランク以上の近江牛50ｇ付）‖‖御堂筋イﾙミネー ション（車窓より）‖‖中之島（OSAKA光のﾙネサンｽ2017見物）‖‖各地（20：10～20：5０頃）	

旅のポイント

OSAKA 光のルネサンス 2017 と
 オービィ大阪

※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
  （お弁当・お茶）

付き

＊夕食付き

當る戌歳 「吉例顔見世興行」
東西合同大歌舞伎コース番号：640－0０９１－1１1G

コース番号：640－0506－1１1G
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊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

◆開催日時／ 11月25日㈯ 12：0０～１5：３０（予定）  
※小雨決行　※中止の場合は11/26㈰に順延

◆開催場所／ 阪神甲子園球場　１塁アイビーシート（年間予約席と同席）
◆応募資格／ 会　員　　　　 
◆参 加 費／無　料
◆募集席数／ ペア２組（４席）	
◆応募締切／ １１月15日㈬ 必着
★申込先★ 〒５２０－０８０６ 大津市打出浜１－６ （一財）大津市勤労者互助会 宛

阪神タイガースファン感謝デーハガキ
抽選

◆申込方法／
郵便はがきに、①「ファン感謝デー入場券」希望	
②事業所名	③会員番号	④会員名	⑤電話番号
（日中連絡先）を書いて下記までお申し込み
ください。
※申し込みは、会員１人につきはがき１枚です。
※申込席数は、１枚のハガキでペｱ１組２名分
です。

※電話・ＦＡＸ・インター ネットでの受付はいたしません。
※申込多数の場合は、抽選を行います。
※当選者のみ電話でお知らせしますので、互助会事
務局へチケットを取りにお越しください。

※第３者への転売行為はご遠慮ください。

…………………………………………第41回 労福協まつり !!

●チャリティバザーの商品を
　募集いたします。
　・�お家の中に眠っている不用品……タオ

ルやお鍋・シーツなどナド。。。食品や
生き物以外で、ご協力いただける品物
がございましたら、勤労者互助会事務
局（大津市勤労福祉センター）までお
持ちいただくか、ご連絡を頂きました
ら受取りに伺います。�

　　　　……�チャリティバザーの売上金は、
全額大津市社会福祉基金へ寄
付いたします。

大好評！！ 年末恒例のおまつりデース！
今年で４１回目！！！ 永く、永～く親しまれている年末恒例のビッグイベント!!

今年もにぎやかに開催いたしま～す。　
子どもさんから、おじいちゃん、おばあちゃん‥‥ご家族そろって遊びにきてください。

◆日　時／12/17㈰ am11：00～pm３：00
◆場　所／大津市勤労福祉センター（打出浜1－6）

互助会事務局の
あるところデス！

●特価販売コーナー……�新鮮な野菜・果物・お魚など、いずれも驚きの価格 !!

●チャリティバザー……え～こんな値段でいいの ?�って！掘り出し品がどっさり !!

●模擬店……焼きそば・豚汁・たこ焼き‥‥他にもいっぱい！

●もちつき大会……�つきたてを召し上がれ！（○＾＾○）！

●昭和の香りたっぷり! 1日限りの駄菓子屋さん……子どもさんに大人気！

●大抽選会……�大人向け、子ども向け、それぞれ豪華賞品が多数デス。

　　イベント内容は他にもたくさんありますので、お楽しみに‥‥

♪おまつりイベントの内容♪

ご協力お願いしまーす（＾△＾）
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。
　

中野翔太＆金子三勇士
ピアノ・デュオ

平成30年 1月14日㈰　14：00 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
一　般 2,000円→ 1,400円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,000円→ 700円 10枚
※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／11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

人形劇団クラルテ
第115回公演こどもの劇場
11ぴきのねことへんなねこ

平成30年 1月7日㈰　14：00 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
全席指定 2,600円（前売り）→ 1,800円 20枚
※	3歳以上有料

●締切日／11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

©Yuuji ©Ayako	Yamamoto

互助会の思い出＆メッセージ
40周年記念プレゼントにご応募の際、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」
‥‥ほんの一部ですがご紹介いたします。

・ 子供が小さい頃、カニツアーに参加しました。機会があれば今度は夫婦で行きたいと思います。
・ 入会して約20年。最初はほとんど使ってなかったですが、ディズニーランドに行く事になり、

パスポートの割引券を頂いたのが最初でした。今は、USJ・映画・宿泊助成などでお世話になっ
てます。

・ 一番の思い出はやっぱり潮干狩りです。とても楽しい経験をさせて頂きました。
・ 毎年ボウリング大会に参加しています。いつか優勝カップをとれる日を夢見て楽しみにしてい

ます。
・ ケーキ作りに２回参加させていただきました。初めての方とのケーキ作りは学生の頃の調理実

習のようでとても良い時間を過ごさせてもらいました。

事 業 報 告

　９月23日（土・祝）皇子山総合運動公園グラウンドで、第39回理事長杯
争奪ソフトボール大会を開催しました。土曜日の開催となった今大会は、
出場チームは少なかったのですが、気合の入った応援もあり、試合は大変
盛り上がりました。
　参加していただいたチームのみなさん、ありがとうございました。

第39回理事長杯争奪ソフトボール大会は、
月の輪ムーンギャングスチームが
優勝！！  ❖参加数 ５チーム

＜優勝＞ 月の輪ムーンギャングス

＜準優勝＞ ながおか坊や ＜第３位＞ ケイテック ＜第４位＞ 城陽ベアーズ ＜第５位＞ PIO

9/23（土・祝）
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。

大西伶奈
ニューイヤー・ハープ・リサイタル

平成30年 1月14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 10枚
学　生 2,000円→ 1,400円 10枚

※	全席自由
※	6歳未満入場不可

●締切日／11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
第19回 大津はつらつ寄席

平成30年 1月20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 2,500円（前売り）→ 1,800円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／11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

劇団四季ファミリーミュージカル
『ガンバの大冒険』

平成30年 1月21日㈰　16：00 開演
草津市立草津クレアホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 5,400円→ 4,300円 10枚子ども 3,240円→ 2,600円

※	全席指定	※	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お子様が入場されても差額の返金はできません
※	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

※	子ども＝	公演当日３歳以上小学校６年
生以下

●締切日／11月27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

もず唱平50周年記念
スペシャルコンサート

「演歌祭り」
平成30年 1月24日㈬ 13：30/17：30 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 6,500円→ 5,500円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可

大阪が生んだ演歌の匠、もず唱平の50周年記念コンサートに
豪華メンバーが集結！ 関西演歌を熱唱します。

　出演：川中美幸・鳥羽一郎・中村美律子・成世昌平　他

●締切日／11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

平成30年 1月30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
全席指定 7,500円→ 5,500円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／11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

※撮影：阿部章仁

日本センチュリー交響楽団
第222回定期演奏会

平成30年 1月19日㈮　19：00 開演
1月20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

※	全席指定　※	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：アレクサンダー・ガヴリリュク
〔曲目〕	 プロコフィエフ：ピアノ協奏曲	第1番	変ニ長調	作品	10
		 ブルックナー：交響曲	第4番	変ホ長調	「ロマンティック」

	　　　　　　　　　　WAB104	（1878/1880年稿）●締切日／11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

桂	三風

笑福亭銀瓶

ゆかり・ミエ・まり
3人娘メモリアルコンサート
～ファイナルスパーク 2018～
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。

越智章仁
ハートフルコンサートinかたた

11月25日㈯　14：00 開演
大津市北部地域文化センター

区 分 料　金 予定枚数
一　般 2,000円→ 2,000円

50枚一般ペア 3,000円→ 3,000円
高校生 1,000円→ 1,000円

※	小中学生無料
※互助会事務局のみのお取り扱いです。　

透き通る旋律！
真実の音色にいやされる！

●締切日／11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。

窓口

前進座初春特別公演
『初姿先斗賑』『棒しばり』『唐茄子屋』

平成30年 1月11日㈭～1月23日㈫　
11：00/15：30 開演

先斗町歌舞練場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一等席 10,000円→ 8,500円 各10枚
※	全席指定　※	パンフﾚット付　　　

　　　　　　

●締切日／11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

ニューイヤーコンサート
2018

平成30年 1月7日㈰　15：00 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 3,000円→ 2,400円 10枚

大学生以下 2,000円→ 1,400円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／11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 11 13 14 16 18 19 20 21 22
曜 木 土 日 火 木 金 土 日 月
午前 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○

※取扱公演は○印の時間です。

©SHIN	YAMAGISHI

デビュー35周年記念
神野美伽 新春特別公演

平成30年 1月7日㈰・1月20日㈯
 両日共に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／11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

ジブリの立体建造物展
部分を見れば、全体が見える

便利堂創業130周年記念
至宝をうつす

－文化財写真とコロタイプ複製のあゆみ－

◆会期／12月2日㈯～平成30年 2月5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／12/4日㈪・11日㈪・1/1（月・祝）

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

※障がい者およびその介護者1名は当日料金の半額

●このチケットの販売は12月1日㈮までです。

◆会期／12月16日㈯～平成30年 1月28日㈰
◆場所／京都文化博物館

＊開館時間／10：00～18：00	（金は19：30まで）
　　　　　　※入場は閉室30分前まで
＊休館日／月曜日　12/28～1/3・9　※但し1/8は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,000円→ 600円 50枚
高大生 700円→ 400円 30枚

※身障者手帳等をお持ちの方と付き添いの方1名は無料
　（要証明）

●このチケットの販売は12月15日㈮までです。

窓口窓口
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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）、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

★平成29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／ 11月９日㈭ 午前8：40～11月30日㈭まで（先着順） 
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター 
◆申込方法／ 電話・FAX・互助会ホームページ（詳細は下記）

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

① ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室） 12/5・19・1/16・30・2/13・27・3/13

（火） 19：０0～20：０0
7回 ２,000円

②

ピラティス＆ヨガ教室
（和室） 12/12・1/9・23・2/6・20・3/6・20 7回 ２,000円

内容 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！

③
パワーヨガ教室 12/6・20・1/10・24・2/7・21・3/7 （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！！

④ がんばらないヨガ教室Ⅰ
12/7・21・1/11・25・2/8・22・3/8 （木）

10：00～11：00 7回 ２,000円

⑤
がんばらないヨガ教室Ⅱ 11：30～12：30 7回 ２,000円

内容 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♪　　

⑥
英会話教室

～中学英語から学ぼう！～ 12/7・21・1/11・25・2/8・22・3/8 （木） 19：00～21：０0 7回 ３,５00円
（500円）

内容 中学生ﾚベﾙの単語・文法を学びながら、日常会話を楽しく覚えましょう！

⑦
未生流　華道教室 12/8・22・1/12・26・2/9 （金） 10：00～12：０0 5回 2,５00円

（5,000円）

内容“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✿

⑧
朝のゆるストレッチ教室 12/8・22・1/12・26・2/9・23・3/9 （金） 10：30～１1：30 7回 ２,000円

内容 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♪

⑨
健康エアロビクス教室 12/8・22・1/12・26・2/9・23・3/9 （金） 19：０0～20：０0 7回 ２,000円

内容 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♪
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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！！

滋賀の自然素材でつくる
手作りしめ縄教室

お正月の準備で忘れてはならない「しめ縄」！ 少し、古臭
いかも‥‥と思っていませんか？ 昔からある伝統には必
ず意味があります。特に「しめ縄」は、新しい年を迎え
るための神聖な儀式です（^^） 自然豊かな滋賀の素材を
使って、今年はおしゃれに「しめ縄」を飾ってみませんか？
12月26日から飾って神様をお迎えしましょう～♪
◆開催日時／ 12/21 木曜日 
 10：00～12：00　 全１回
◆開催場所／ ３F 集会室
◆講　　師／ ながた　ちよ 先生　
◆持 ち 物／ 汚れても良い服装・持ち帰り用の袋・使いたい素材（あれば）

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 1,7００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／11/16㈭AM8:40～12/18㈪ ※先着順

お正月用 寄せ植え教室

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
◆開催日時／12/2、9、1/20、27、
 2/3、10、17、3/3、10、17
  土曜日　13：30～14：30　全1０回
◆開催場所／2Ｆ 多目的室
◆講　　師／ヨガスタジオアピュアー 秋山　典子 先生
◆持 ち 物／運動のできる服装、飲み物、汗拭きタオル
◆受 講 料／2,０００円　　　◆定　員／20名

◆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！

◆申込期間／11/９㈭AM8:40～11/30㈭ ※先着順

お正月には欠かせない縁起の良い植物「葉牡丹」を使っ
た寄せ植えをしてみませんか？新年の玄関に飾って幸福
を呼び込みましょう～♡　春先まで長持ちしますよ♪

◆開催日時／ 12/11 月曜日 
 10：00～12：00　 全１回

◆開催場所／ ４F 研修室
◆講　　師／ 中田園芸 中田　幸吉 先生　
◆持 ち 物／ 持帰り用袋（幅40ｃｍ高さ30ｃｍ奥行30ｃｍ以

上）・汚れてもよい服装・ビニール手袋（フィッ
トするタイプ）・移植用のスコップ

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 2,5００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／11/16㈭AM8:40～12/5㈫ ※先着順

年越し！ 手打ちそば教室
蕎麦には「ルチン」が多く含まれ、高血圧の予防・改
善にも良いと言われています。自家栽培・無農薬のお
いしい蕎麦粉（信濃1号＝信州で改良され、品質も高く
評価されています）を使って手打ちそばに挑戦してみま
せんか？本当の蕎麦の香りと味を堪能してください。

◆開催日時／ 12/3 日曜日 
 10：00～12：30　 全１回

◆開催場所／ ２F 調理実習室
◆講　　師／ 中井　あけみ 先生　
◆持 ち 物／ エプロン、三角巾、布巾（２枚）

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 7００円）
◆定　　員／16名
◆申込期間／11/９㈭AM8:40～11/30㈭ ※先着順

クリスマスのプレゼントにも！楽しくアレンジ♪
ポーセラーツ教室

今話題の「ポーセラーツ」とは？
転写紙という専用のシールの様な物を使い、真っ白な磁
器に自由にデザインを楽しむ実用的なホビーです。
◆開催日時／ 12/10 日曜日 10：00～12：00 全１回
◆開催場所／ ３F 集会室
◆講　　師／ 保住　恵 先生　
◆持 ち 物／ はさみ、手拭タオル
◆内　　容／ ⒶコンパクトミラーまたはⒷ箸置きのどちらかを選

んでいただきます。転写紙は、花柄を中心に多数ご用意
しております。当日、お好みの柄をお選びください♡
※800℃での焼成後12月18日以降のお渡しとなります。
※ Ⓐコンパクトミラーはゴールドとシルバーのどちらかを申

し込み時にお知らせください。
◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 Ⓐ1,5００円、Ⓑ1,0００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／11/９㈭AM8:40～11/30㈭ ※先着順

（直径15cm程）



–1 2–

互助会だより11月号

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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
①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
	 …………5名	※11月にお誕生日を迎える会員対象
②ユナイテッドシネマ映画鑑賞券
…………１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。

〒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／11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。新年号広告掲載募集！！

「互助会だより新年号」に各事業所様の新年のご挨拶
を掲載します。 ※平成29年の新年号をご参考ください。

◆料　　金／ １枠　２,０００円　
◆枠サイズ／ 約１．５～２㎝×約8㎝

※申込状況により掲載枠サイズが若干変動する場
合がございます。

◆申込方法／ １1月２4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ＦＡＸ、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）で送信ください。

合同会社 かけはし
大津市見世2－10－14

TEL：080－4025－8802
colors_nicchu@yahoo.co.jp

子どもたちといつも楽しく
英語のﾚッｽンをしています。

ECCジュニア 夕照タウン教室
大津市大江1－8－12

TEL＆FAX：０７7－532－7220
携帯：090－9058－4646

miemiyuu0617@icloud.com

10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】


