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互助会だより２月号

互助会だより
平成29年2月6日 発行

2 月 号
平成29年1月1日	 現在
事業所数	 1,058　
会 員 数	  6,088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	http://shiga-gojoren.org/

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

５ ６
・互助会だより発行/発
送

７ ８ ９ １０
・第39回理事長杯争奪
ボウリング大会

・ピ ターー ラビット展取扱
終了

１１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
・川中美幸特別公演申
込締切

・得得プﾚゼント応募締
切

２５
・ｱドﾙフ・ヴェﾙフリ二
萬五千頁の王国取扱
終了

２６ ２７
・あっ旋チケット申込締切

２８

２月の互助会予定！！

　　

●助成金・給付金について
助成金・給付金の申請・請求には期限があります。期限を過ぎますと支給できませんのでご注意ください！！
◆インフルエンザ予防接種、がん検診、人間ドック受診、宿泊旅行、講座受講などをされますと助成金の交付を受け
ることができます。

　　申請期限……平成29年４月５日㈬まで（各種年度内１回限り）
◆会員を対象に給付金〔祝金（入会期間２年以上）・見舞金・死亡弔慰金・退会餞別金など〕を設けています。
　　申請期限……事由が発生した日から１年以内（退会餞別金は退会後３ヶ月以内）

※申請・請求に必要な書類は「事務の手引き」または互助会ホームページよりダウンロードできますので必要事項をご記入
のうえ必要書類を添付しご提出ください。

※マイナンバー制度の開始に伴い、住民票に個人番号欄（希望した場合に記載される）　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の省略された住民票を添付してください。

●ナガシマスパーランド及び湯あみの島について
　現在配布中の利用補助券の 有効期間は 2/28㈫ までです。
　3/1㈬以降の利用補助券は２月末頃納品予定です。 　※3/1以降一部料金改定あり。
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推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

大相撲大阪場所観戦　　
ちゃんこ鍋の昼食コース番号：640－2555－G

草津駅西口（9：50）‖‖大津駅前（10：20）‖‖大津京駅（10：30）‖‖大阪城公園の桃園など散策 ‖‖
‖‖大阪市内でちゃんこ鍋の昼食‖‖大阪府立体育館にて大相撲三月場所を観戦 ‖‖各地（19：30～21：00頃）� 	＊行程の順番が変更になる場合があります。

◆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）

★大相撲三月場所を指定席（イス席Ｂ席）で楽々観戦！
　添乗員同行ですので初めての方も安心してご参加いただけます！
★ご昼食は大阪市内の名店でちゃんこ鍋をご用意！
　 ＜お品書き＞   ・突き出し２品・ちゃんこ鍋・締めの雑炊・いちごミニアイス

★大阪城公園内を自由散策
　見頃を迎える桃の花のご見学などをお楽しみください。

◆開 催 日／ ３/22㈬
◆場　　所／ 大阪府
◆旅行代金／ 会　　員 12,98０円
 同居家族 １４,９８０円
 一　　般 １５,９８０円
◆募集人数／ ４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

旅のポイント

　　

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

劇団四季『キャッツ』
貸切公演コース番号：640－2055－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）

★	読売旅行55周年企画、大阪四季劇場にて劇団四季『キャッツ』貸切公演を鑑賞。
	 世界各国で大ヒットしたミュージカル。今回13年ぶりとなる大阪公演。
	 	客席と舞台が一体となった空間のあちらこちらから猫たちが現れ、	走り歌い踊る！

	 驚きと感動に満ちた舞台をぜひお楽しみに！
★昼食はホテル阪急インターナショナルにてランチバイキングをご用意。
　【S1席をご予約のお客様特典】
　	モンシェールの人気商品「堂島ロール」のお土産をご用意。
　	モンシェールの保冷パック付きなのでお持ち帰りも安心！
　	さらに『キャッツ』クリアファイル付き。	

◆開 催 日／ ３/18㈯
◆場　　所／ 大阪府
◆旅行代金／ 会　　員 S１席 26,80０円	 S席

（1・2階） 23,00０円
 同居家族 S１席 ２８,８００円 S席

（1・2階） ２５,０００円
 一　　般 S１席 ２９,８００円 S席

（1・2階） ２６,０００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	

旅のポイント

草津駅西口（8：50）‖‖大津駅前（9：20）‖‖大津京駅（9：30）‖‖
‖‖ﾎテﾙ阪急インター ナショナﾙ（ランチバイキングのご昼食）……大阪四季劇場（劇団四季『キャッツ』貸切公演を鑑賞）‖‖各地（17：50～18：30頃）

＊昼食付き

残席わずかの
	貴重なチケット!!
		お急ぎください！！

＊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）
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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。（かにバスツアー除く）
◦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

東海エリア最大級の梅の名所と
飛騨牛＆近江牛食べ放題 ！

“巨匠のスイーツ” アクアイグニスと
源泉100％片岡温泉

大津京駅（９：１５）‖‖大津駅前（９：30）‖‖草津駅西口（10：00）‖‖花伊吹（飛騨牛＆近江牛すき焼き食べ放題60分！）‖‖
　　　　　　　　いなべ市梅まつり（梅の名所ご見学	13：00～14：00）‖‖ｱクｱイグニｽ（お買物または温泉入浴	14：50～16：00）‖‖

‖‖草津駅西口（17：15頃）‖‖大津駅前（17：45頃）‖‖大津京駅（18：00頃）　	＊行程の順番が変更になる場合があります。

※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）

★東海エリア最大級！　梅の名所
　いなべ市農業公園 梅林公園では、東海エリア最大級の100種類4,500本の梅が咲き乱れます。
　広大な鈴鹿山脈を一望しながら隠れた名所で梅を満喫してください。

★今大注目のおしゃれスポット！ アクアイグニス
　アクアイグニスは、3名の日本を代表する有名シェフによりプロデュースされた『癒し』と『食』がテーマ
の複合温泉リゾート施設として今大変注目されています。有名シェフが手掛けるお料理・スイーツ・パン、
また源泉100％の温泉で日々の疲れを癒されてはいかがでしょうか。

　　【特別特典】 500円のお買物券付！(入浴にも利用可)

◆開 催 日／ 3/5㈰・3/12㈰
◆場　　所／ 三重県
◆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４５名（最少催行人員35名）※定員になり次第締切	

旅のポイント

◆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／2/20㈪ 19時まで　※お渡しは2/23㈭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、2/23㈭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。

 ※チケットの受け取りは各商工会［瀬田・大津北（堅田/志賀）］でも可能ですが、お渡しまでに日数がかかります。

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・ザ めしや・モスバーガー・
炭火焼肉屋さかい・ロイヤルホスト・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

◆旅行企画実施旅行社／
京都府知事登録　第2-132号
帝産グループ
㈱京阪津ツーリスト 大津支店

総合旅行業務取扱管理者：桑原涼太
担当：佐々・速水
大津市皇子が丘2-8-1
ＴＥＬ：077-525-3434
ＦＡＸ：077-525-3477

　　【営業時間】 ※日・祝日休み
平日／10：00～19：00
土曜／10：00～17：00
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　 大津市勤労福祉センター講座

パティシエ気分で♪ケーキづくり教室
「いちごのクランブルケーキ」＆
「三色レアチーズケーキ（カップ）」を作ります。

◆開催日時／ ３/3　金曜日
	 10：00～12：30　全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

味しいケｰキ作りのコツを一緒に学びませ
んか？今回は、お雛祭りにぴったり！「い
ちごのクランブﾙケｰキ」と「三色ﾚｱチｰ
ズケｰキ（カップ）」の２種類を作ります。。。
⃝いちごのクランブﾙケｰキ：１台の１／４分
⃝三色ﾚｱチｰズケｰキ：カップ２ヶ分　
持って帰っていただきます。

◆受 講 料／ 1,0００円（教材費 1,０００円）
◆定　　員／16名
◆申込期間／ 2/9㈭AM8：40～2/24㈮ 　先着順

ビジネス講座
～コミュニケーションとマナー～

◆開催日時／ ２/19　日曜日
	 10：00～12：00　全１回
◆開催場所／ ４F 会議室2
◆講　　師／ 児玉　紘一 先生
◆持 ち 物／筆記用具
◆内　　容／ 企業が重要視するコミュニケ シーョン。

うまくコミュニケｰションするには、何が大事
か…。ビジネｽマナ をー身に付けているか否
かで会社の印象も大きく左右します！もう一
度自己を振り返り、一から学んでみましょう！

◆受 講 料／ 1,0００円
◆定　　員／20名
◆申込期間／ 2/9㈭AM8：40～2/15㈬ 　先着順

会員以外の方でも誰でもご参加いただけます！！

◆開催日時／３/11　土曜日　13：00～16：00　全１回
◆開催場所／ 近江神宮出発　 集合場所：近江神宮石段下
◆講　　師／ （公財）滋賀県文化財保護協会　大沼　芳幸 氏
◆持 ち 物／歩きやすい服装（防寒具・雨具等）・飲み物・トレッキングシューズ
◆内　　容／ 近江を拠点に天下布武の道を進んだ織田信長。。。元亀元年５月、浅井長政の裏切りに遭い、危機的状況に

見舞われた信長は、決死の覚悟で岐阜城に帰ります。この時、北から攻めてくるであろう浅井長政に備えて「宇
佐山城」を拵えます。信長にとって、長く辛い「志賀陣」の始まりです。今回は、この信長が築城した「宇佐山城」
の全容を実際に歩きながら徹底的に探訪します。（約４㎞、高低差230ｍ）

◆受 講 料／5００円　　◆定　員／20名　　◆申込期間／2/9㈭AM8：40～2/28㈫ 　先着順

歴史講座番外編！　※中級トレッキング程度です。
徹底探訪　志賀の陣「宇佐山城」を歩く

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。	※「歴史講座番外編」については、受講料は当日徴収させていただきます。
    ※ 教材費（材料費）は各講座の開催初日（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★
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★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

ものまねヒットパレード
4月15日㈯　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
全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	小学生未満のお子様の入場はお断りいたします　

〔出演〕	 岩本恭生・君島遼・中垣みな
	 アンドーひであき・石川不遼　ほか　

●締切日／2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	米朝一門会

6月3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 3,500円（前売り）→ 2,800円 10枚
※	未就学児のお子様は3階席	（親子
席）をご利用ください

	（当会取扱なし）　

●締切日／2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

6th ルシオール アート　 キッズフェスティバル
０歳児からのコンサート
5月14日㈰　11：00	開演
守山市民ホール　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 500円→ 400円 10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満は18歳以上の保護者1名につき1名までひざ上鑑
賞無料

〔出演〕	 宮本妥子、打楽器アンサンブル湖鼓（ここ）　他
〔曲目〕	 ハチャトゥリアン：剣の舞
	 ウィーラン：リバーダンス　他

●締切日／2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

6th ルシオール アート　 キッズフェスティバル
メインコンサート

日本センチュリー交響楽団
5月14日㈰　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
大　人 1,500円→ 1,100円 20枚25歳以下 1,000円→ 700円

※	全席指定　※	3歳以上有料　※	3歳未満入場不可　
	 指揮：	 角田鋼亮
	 独奏：	 イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
	 演奏：	 日本センチュリー交響楽団

●締切日／2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

仮面ライダースーパーライブ2017
滋賀守山公演

6月11日㈰　10：30/14：30 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 3,300円（前売り）→ 2,600円 各10枚
※	2歳以上有料
※	1歳以下のお子様は保護者1名
につき1名までひざ上鑑賞可能
（別途座席が必要な場合有料）
　

●締切日／2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

仮面ライダースーパーライブ2017
京都舞鶴公演

7月15日㈯　10：30/14：30 開演
舞鶴市総合文化会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,300円（前売り）→ 2,600円 各10枚
※	2歳以上有料
※	1歳以下のお子様は保護者1名
につき1名までひざ上鑑賞可能
（別途座席が必要な場合有料）
　

●締切日／2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

©石森プロ・テﾚビ朝日・ADK・東映 ©石森プロ・テﾚビ朝日・ADK・東映
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★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

桂文珍独演会
JAPAN	TOUR	～一期一笑～
4月7日㈮　13：00	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

全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／2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

石川さゆり
45周年記念コンサート

4月10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 7,500円→ 6,400円 各10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／2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

Osaka	Shion	Wind	Orchestra
第117回定期演奏会
5月1日㈪　19：00	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 5,000円→ 4,000円 10枚
※	全席指定　※	未就学児入場不可

●締切日／2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

春風亭一之輔
春爛漫京都独演会

4月8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／2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

森麻季＆西村悟
デュオ・リサイタル

～「母の日」に贈る歌の花束～

5月14日㈰　14：00　開演
京都コンサートホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 5,000円→ 4,000円 10枚
A　席 4,000円→ 3,200円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／2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

芸能生活40周年記念
川中美幸特別公演
松井誠特別出演

3月12日㈰　12：00	開演
3月18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 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／2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。

電話
XFA

インターネット

	 指揮・作曲：	ジェイムズ・バーンズ
	 曲目：	アルヴァマー序曲・交響曲第8番

祈りとトッカータ・パガニーニの主題による幻想
変奏曲・マラゲニア～日本初演～

©キッチンミノﾙ

©Yuji	Hori
©Yoshinobu	Fukaya（aura）



– 7 –

互助会だより２月号

★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

日本センチュリー交響楽団
第216回定期演奏会

4月21日㈮　19：00	開演
4月22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：江崎昌子
〔曲目〕	エロール：歌劇「ザンパ」序曲
	 ショパン：ピアノ協奏曲第1番	ホ短調	作品11
	 モーツァルト：レ・プティ・リアン	K.299b
	 モーツァルト：交響曲第31番	ニ長調「パリ」	K.297

●締切日／2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

ウォルター・クレインの
本の仕事

安野光雅の仕事 戦国時代展
－A	Century	of	Dreams－

◆会期／2月4日㈯～3月26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（3/20は開館、3/21は休館）

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

※会期中、一部展示替えあり
※障がい者手帳等をお持ちの方は、常設展・
企画展とも無料（要証明）

●このチケットの販売は3月16日㈭までです。

◆会期／3月3日㈮～3月26日㈰
◆場所／美術館「えき」KYOTO

＊開館時間／10：00～20：00　※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
高大生 700円→ 400円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※未就学児無料

◆会期／2月25日㈯～4月16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）
	 ※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（3/20は開館、3/21は休館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
高大生 900円→ 500円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※障がい者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料
　（要証明）

●このチケットの販売は2月24日㈮までです。

●このチケットの販売は
3月2日㈭までです。

＊会期中無休

窓口

窓口窓口

『ふしぎな	さー かす』1971年　Ⓒ空想工房

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	※２月にお誕生日を迎える会員様対象
②ウォルター・クレインの本の仕事
	 ……………ペア1組（提供：滋賀県立近代美術館）
③安野光雅の仕事……………	ペア1組

（提供：㈱エースプロモート）

④ムーミン絵本の世界展……	ペア5組
（提供：大丸ミュージアム＜京都＞）

●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／２月2４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。

　　

ほのぼのと。。。優しい気持ちのプレゼントデス！（＾○＾）
シルバー川柳  第４弾♪♪　届きましたぁ～！！

●最近は　忘れることより　思い出せず
●腹減った　妻に言ったら　気のせいよ
●赤い糸　やがて夫婦は　コードレス
●ＬＥＤ　使い切るまで　ない我が寿命
●年老いて　ついて来るのは　病だけ
●何回も　話したはずだが　「初耳だ」

＊第５弾、６弾もお楽しみに～‼ ｋ.ｓさん、ありがとうございました。
　みなさんも（＾＾）川柳をつくってみませんか	？
　	川柳は難しいなぁ～って思われる方は、おもしろい出来事や、感動
したこと、何でも構いませんので、互助会事務局までFAXしてく
ださい‼ お待ちしていまーす♪

ウォﾙター ・クﾚイン（絵）『美女と野獣』1874年
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不動産鑑定事務所

株式会社　アセッツ滋賀
大津市梅林1－15－27
TEL：０７７－525－7272
FAX：０７７－525－7282	

hamamoto@assets-shiga.com

安心・安全をモットｰに地域に根ざした企業です。

有限会社	西條建設エクステリア
大津市真野普門1－23－7
TEL：０７７－573－8559
FAX：０７７－573－8567

saijou-e@mx.bw.dream.jp

１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】

互助会
事業報告 第40回労福協まつり（＾＾）今年も大盛況でした～♪

　去る、Ｈ28.12.18（日）大津市勤労福祉センターに於いて、
毎年恒例の労福協まつりを、「大津地区労働者福祉協議会」の皆さんと共に
当勤労者互助会も参加させていただき、３回目となりました。

　当日は、風が強く とっても寒い日・・・ にもかかわらず、オープンを待ちかねたお客様の列、
そして、チャリティバザーコーナーは、瞬く間に人の輪が何重にも広がり、両手いっぱいの商品をお
買い上げいただきました！（●＾＾●）！　
　そして、チビッコ達は「ゲームコーナー」と「竹笛づくり」を体験し「コイン」をゲット♪
上手に作れた竹笛をピーピー吹きながら（＾○＾）そのコインを片手に・・・互助会出店の「昭和の香りたっぷりの１日限りの
駄菓子屋さん」で、おかしやおもちゃと交換。チビッコ達の目が★キラキラ★しているのがとても印象的でした。

　　＊バザーの商品をご提供くださった皆さま！
 ご協力ありがとうございました。
　　　 　今頃は。。。どこかのご家庭で大切に使われていることと

思います。（売上は全額寄付させていただきました。）

　そして、出店にご協力いただきました、会員事業所様、講座の先生、ご協力ありがとう
ございました。おじいちゃん、おばあちゃん、親子揃って楽しんでいただき、帰りには色と
りどりの風船を片手に・・・楽しい一日の思い出になっていただけてたら嬉しいデス♪

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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


