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互助会だより
平成29年3月6日 発行

3 月 号
平成29年2月1日	 現在
事業所数	 1,061　
会 員 数	  6,085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

・安野光雅の仕事取扱
終了

３ ４

５ ６
・互助会だより発行/発
送

７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６
・ウォﾙタｰ・クﾚインの
本の仕事取扱終了

１７
・阪神甲子園年間予約
座席申込締切

１８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
・得得プﾚゼント応募締
切

２５

２６ ２７
・あっ旋チケット申込締切

２８ ２９ ３０ ３１
・芳年取扱終了

３月の互助会予定！！

　　

●理事・評議員の立候補を受け付け致します。
　当互助会では、事務事業の執行役員としての「理事」と諮問役員としての「評議員」により運営されておりますが、今年の６月に「理
事」「評議員」共に任期が満了しますので、次のとおり立候補の受け付けを行います。
　　◆受付期間　　平成２９年４月３日㈪～４月１０日㈪
　　◆立候補資格　⃝理事　入会期間が５年以上の会員　　　　⃝評議員　入会期間が２年以上の会員
　　◆受付場所　　互助会事務局（TEL522－6499）

●各種助成金・給付金の申請はお済みですか。
　各種助成金（講座受講・宿泊旅行・人間ドック受診・インフルエンザ予防接種 等）の平成28年度の利用分の申請期限は、
４月５日㈬までです。（各種年度内１回限り）　　期限を過ぎますと支給できませんのでご注意ください！！
　共済給付金（祝金・見舞金・死亡弔慰金 等）の申請期間は、　事由が発生した日から１年以内です。　 　（退会餞別金は、３ヶ月以内）
　また、平成29年度に小学校へご入学されるお子様を持ちの会員（入会から２年以上）は、就学祝金の給付が受けられます。
　教育委員会から送られる「入学（就学）通知書」（コピー可）、　または「在学証明書」のいずれかを添付のうえ、共済金給付申請
書をご提出ください。　　※申請書は互助会ホームページよりダウンロードできます。

●平成29年度 遊園地・レジャー施設等のあっ旋チケットの取り扱いについて
　平成２９年度分の遊園地・レジャー施設等のチケットは３月下旬から取り扱いを開始します! !
　※ナガシマスパーランドは開始しています。
　各種補助券等は、在庫枚数が限られているためご利用が確定してから取りに来てください。
　また、利用率が低いと次年度の配給枚数に影響し、必要枚数が確保できなくなる場合もありますので、お手元に保管したまま未
使用とならないよう、ご協力をお願いいたします。

●事務担当の皆様へ
　年度末の事務手続きの関係で、４月からの入会または３月末での退会手続きについては、３月２８日㈫までにご提出ください。

平成２8年度の各種助成金等の申請をお忘れなく！
（4/5㈬ 申請期限）
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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

世界遺産吉野千本桜と
約600本の桜・石上神社コース番号：640－0600－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）

大津京駅（7：30）‖‖大津駅前（7：40）‖‖草津駅西口（8：1０）‖‖
　　　‖‖吉野山（一目千本！日本屈指の桜の名所を散策。約3時間）‖‖石

いそのかみ

上神宮（約600本の桜が咲きます）‖‖
　　　　　　‖‖奈良（お買物）‖‖各地（18：0０～20：0０頃）� 	＊復路は往路と同じ順にて降車となります。（大津京から）

◎�世界遺産・吉野千本桜、たっぷり約3時間滞在！�桜の数は三万本と言われ、多くはシロヤマザクラ
が占め、馬の背と呼ばれる尾根伝いに咲き誇るさまは、まさに日本一のスケールです。

◎�2017年は酉年！鶏のいる石上（いそのかみ）神宮は日本最古の神社の一つ。約600本の桜が咲き、
そのほとんどがソメイヨシノ。約30羽の鶏が参道や境内にいます。

◎うれしいちょっぴりプレゼント！�①みそせんべい1個　②大和茶ゴーフレット1個　③茶がゆウェハース1個
◎阪急デリカの9マスお花見弁当をご用意します。

◆開 催 日／ 4/5㈬・4/8㈯
◆場　　所／ 奈良県
◆旅行代金／ 会　　員 2,99０円 
 同居家族 ４,９９０円 
 一　　般 ５,９９０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	

※8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）

旅のポイント

　　

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

お伊勢さん菓子博2017コース番号：640－0222－G

大津京駅（8：10）‖‖大津駅前（8：20）‖‖草津駅西口（8：50）‖‖
‖‖伊勢（昼食と伊勢神宮内宮参拝やおかげ横丁散策）‖‖お伊勢さん菓子博2017（約3時間滞在）‖‖各地（18：30～19：00頃）
� 	＊行程の順番が変更になる場合があります。

◎全国菓子大博覧会とは
　�1911年に東京で始まり100年以上続くお菓子の博覧会。日本全国各地の銘菓のお買物や三重県内のお
菓子やお茶などもお楽しみいただけます。ほぼ4年に1度開催され、三重県では今回初めての開催です！

◎第27回全国菓子大博覧会・三重　たっぷり約3時間滞在！！！
　テーマ：お菓子がつなぐ「おもてなし」を世界へ

◆開 催 日／ 4/29㈯
◆場　　所／ 三重県
◆旅行代金／ 会　　員 4,98０円
 同居家族 ６,９８０円
 一　　般 ７,９８０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

＊お弁当・
　お茶付き

＊昼食付き
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◆場　　所／ 阪神甲子園球場
 　1塁アイビーシート（24段104～107）
◆料　　金／ 平日（巨人戦除く） ９,０００円→７,４００円（2席1組）
 土日祝・巨人戦 ９,６００円→８,０００円（2席1組）
◆席　　数／ 各試合４席
◆申込方法／ 「往復はがき」に右記の要領でお申し込みください。
　　　　　　　＊はがきは、会員一人につき１枚です。
　　　　　　　＊申込席数は、１枚のはがきで２席分です。
　　　　　　　＊電話、ＦＡＸでの受付はいたしません。
◆締 切 日／ ３月1７日㈮　必着
◆抽 選 日／ ３月21日㈫

＊当落の結果をはがきにてお知らせします。当選さ
れた方は、はがきと代金をご用意のうえお早め
に事務局までお越しください。

＊当選後のキャンセル・変更はできません。
　（雨天等の中止の場合を除く）

★空席がある場合は、３月2４日㈮ 8：40以降、電話で受け付け
いたします。≪先着順≫ 〔電話：５22－６４９９〕

阪神甲子園球場年間予約席
《阪神タイガース公式戦観戦チケット》

はがき
抽選

※（交）………交流戦
※	 ……土日祝	・巨人戦

００２５ ６０８

往信

返信

　郵便往復はがき

大津市打出浜１－６
（大津市勤労福祉センター 内）

（一財）大津市勤労者互助会
宛

　郵便往復はがき

申込者の住所

氏名　様

（往信の裏面）

アイビーシート申込み
・会員番号
・事業所名
・会員名
・電話番号
・第１希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ
・第２希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ

試合日 カ　ー　ド 試合開始時間月 日 曜日

４

7 金 阪神－巨人 18：00
8 土 阪神－巨人 14：00
9 日 阪神－巨人 14：00
14 金 阪神－広島 18：00
15 土 阪神－広島 14：00
16 日 阪神－広島 14：00
25 火 阪神－横浜 DeNA 18：00
26 水 阪神－横浜 DeNA 18：00
27 木 阪神－横浜 DeNA 18：00
28 金 阪神－中日 18：00
29 土･祝 阪神－中日 14：00
30 日 阪神－中日 14：00

５

5 金 阪神－広島 14：00
6 土 阪神－広島 14：00
7 日 阪神－広島 14：00
16 火 阪神－中日 18：00
17 水 阪神－中日 18：00
18 木 阪神－中日 18：00
23 火 阪神－巨人 18：00
24 水 阪神－巨人 18：00
25 木 阪神－巨人 18：00
26 金 阪神－横浜 DeNA 18：00
27 土 阪神－横浜 DeNA 14：00
28 日 阪神－横浜 DeNA 14：00

６

2 金 阪神－日本ハﾑ（交） 18：00
3 土 阪神－日本ハﾑ（交） 18：00
4 日 阪神－日本ハﾑ（交） 14：00
13 火 阪神－西武（交） 18：00
14 水 阪神－西武（交） 18：00
15 木 阪神－西武（交） 18：00
16 金 阪神－楽天（交） 18：00
17 土 阪神－楽天（交） 14：00
18 日 阪神－楽天（交） 14：00
30 金 阪神－ヤクﾙト 18：00

試合日 カ　ー　ド 試合開始時間月 日 曜日

７

1 土 阪神－ヤクﾙト 14：00
2 日 阪神－ヤクﾙト 14：00
7 金 阪神－巨人 18：00
8 土 阪神－巨人 18：00
9 日 阪神－巨人 18：00
12 水 阪神－中日 18：00
17 月･祝 阪神－広島 18：00
18 火 阪神－広島 18：00
19 水 阪神－広島 18：00
25 火 阪神－横浜 DeNA 18：00
26 水 阪神－横浜 DeNA 18：00
27 木 阪神－横浜 DeNA 18：00

８
29 火 阪神－ヤクﾙト 18：00
30 水 阪神－ヤクﾙト 18：00
31 木 阪神－ヤクﾙト 18：00

９

1 金 阪神－中日 18：00
2 土 阪神－中日 18：00
3 日 阪神－中日 18：00
8 金 阪神－横浜 DeNA 18：00
9 土 阪神－横浜 DeNA 18：00
10 日 阪神－横浜 DeNA 18：00
12 火 阪神－巨人 18：00
13 水 阪神－巨人 18：00
14 木 阪神－巨人 18：00
16 土 阪神－中日 14：00
17 日 阪神－中日 14：00
18 月･祝 阪神－広島 14：00
24 日 阪神－横浜DeNA 18：00
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窓口

◆購入方法／
　①まずはご予約ください。
 　ＴＥＬ：0120-077-572（レークウエスト観光㈱）

※ご希望便にご乗船できない場合がございますのでご
了承ください。

②ご予約後、乗船券をお渡ししますので互助会事
務局へ会員証と代金をご用意のうえお越し下さい。
※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（堅田・志賀支
所）で可能ですので事前にご連絡下さい。〕

★詳細については、レークウエスト観光㈱へ直接、
お問い合わせ下さい。

★ご注意★  このチケットの販売は、４月12日㈬までです。

●運行コース（約40分周遊コース）
　大浦漁港発～二本松～海津大崎～大浦漁港着
●使用船舶
　リバーワンダラーまたはひまわり

（船舶の指定不可）

海津・大浦　桜回廊
お花見船 桜うらうら

◆運行期間／ 4/5㈬～4/13㈭
◆発 着 港／ 大浦漁港
  （JR湖西線永原駅下車徒歩１５分）

 区 分 あっ旋料金 予定枚数
大　人 

（中学生以上） 3,000円→ 2,6００円
2０枚小　人 

（4歳以上） 1,500円→ 1,3００円
※幼児は無料（お席が必要な場合有料）　
※開花状況により日程の変更をすることがあります。
※強風などの気象、湖象の状況により急遽運航コｰｽ
等の変更や運航の中止をする場合がございます。

① １０：００発
② １０：３０発
③ １１：００発
④ １１：３０発
⑤ １2：３０発
⑥ １３：００発
⑦ １３：３０発
⑧ １4：００発

１日8便

　 　

事業報告
　２月1０日㈮ 第39回理事長杯争奪ボウリング大会を開催しました!!
　今大会は、参加チーム数が29チームと例年に比べ少し少ない大会となりましたが、各レーンでは
大きな歓声が湧き、熱戦が繰り広げられました。ご参加いただいたみなさんありがとうございました。

＜団体の部＞
優　勝：大津発條㈱Ａ
準優勝：福寿荘Ｂ
3　位：陶茶房

　　　　＜個人の部＞
優　勝：榎原　健人さん	〔福寿荘Ｂ〕
準優勝：宮垣由紀夫さん	〔滋賀コー プサ ビーｽＡ〕
3　位：松井　清範さん	〔大津発條㈱Ａ〕

結　果

２月１0日㈮ 第３9回理事長杯争奪ボウリング大会を開催しました!!

窓口 春シーズン入園券のあっ旋 !!
　ひらかたパークの春季チケットが、あっ旋価格でお買い求めいただけます。
　※今回のお取り扱いは、３月４日㈯～６月25日㈰の間でご利用いただける春季チケットです。

取扱チケット 券　　種 一般価格 あっ旋価格 ◎フリーパス引換券はひらかたパーク園内インフォ
メーションにて、フリーパス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

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

■休園日・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）〕 でも可能ですが、お渡しに日数がかかります。

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設
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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自主事業

もっちり　ふわふわ　米粉パン教室
◆開催日時／ 3/18 土曜日　10：30～12：30　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枚程度
◆内　　容／ からだに優しいもっちりふわふわパン！簡単おいしいレシピを紹介します。
 米粉100％のグルテンフリー　お米のほのかな甘みを楽しみましょう♪
 ［メニュー］ワッフル・ナッツパン・ごまだんごを作ります。
◆受 講 料／1,000円（材料費 700円）
◆定　　員／16名　　　◆申込期間／３/8㈬ＡM8：４0～３/16㈭　※先着順

◆開催日時／4/11 火曜日　10：00～11：30　全 1 回
◆開催場所／ ３Ｆ 集会室
◆講　　師／ 須田　香織 先生　　　　
◆持 ち 物／ 半袖、タンクトップ等腕の出せる服装・タオル・飲料水
 （すべて、オイルがついても良いもの）
◆内　　容／ アロマに興味のある方！リンパマッサージで、疲れやコリをとりたい方に

おススメ！自分に合ったアロマを選んでマッサージオイルを作り、指先～
肩までのリンパマッサージを紹介します。ご自身で行うセルフマッサージ
と、どなたか（相手）にしてあげる方法と２種類学びます。

◆受 講 料／1,000円（材料費 1,000円）
◆定　　員／15名　　　◆申込期間／３/17㈮ＡM8：４0～４/７㈮　※先着順

夏までに腕スッキリ！
アロマ♡ハンドリンパマッサージ教室（女性限定）

　

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。  
　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自主事業 申込方法★
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

ディズニー・ライブ！
「ミッキーのフォーエバーマジック!」FINAL JAPAN TOUR 

7月16日㈰・17日(月･祝)
10：30／13：30／16：30開演

ロームシアター京都(京都会館） メインホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S　席 5,200円→ 4,200円 30枚
※	全席指定　※	3歳以上有料
※	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）
※	チケットは6月下旬頃のお渡しとなります。

●締切日／4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。

坂本冬美コンサート
2017

5月11日㈭　14：00/18：00 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 7,500円→ 6,400円 各10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／3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

パレルモ・マッシモ劇場
ヴェルディ作曲 歌劇『椿姫』

6月24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 34,000円→ 32,300円 10枚
A　席 28,000円→ 26,500円 10枚

※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／
3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

諏訪内晶子＆
ボリス・ベレゾフスキー

デュオ・リサイタル

7月1日㈯　14：00 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 7,500円→ 6,400円 20枚
A　席 6,500円→ 5,500円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／3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

カズンと歌おう！
ライブ2017

7月26日㈬　18：30 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 4,500円→ 3,600円 10枚
※	小学生未満のお子様	の入場をお断りいたします。

〔出演〕　カズン　ほか　

●締切日／3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

ヴィオレッタ
デジﾚ・ランカトー ﾚ

アルフレード
ｱントニオ・ポ リー

ジェルモン
ﾚオ・ヌッチ

◆申込方法／
　互助会事務局までお電話
（５２２－６４９９）でお申し
込みください。完売の場合
は申込後２日以内（土日祝
除く）にご連絡いたします。
※ご希望の公演がすでに完売
の場合もございます。ご了承
ください。

ⒸＤｉｓｎｅｙ，	ⒸＤｉｓｎｅｙ/Ｐｉｘａｒ

電話

<京都公演>

ディズニー・ライブ!「ミッキーのフォーエバーマジック!」は、
音楽とダンス、あっと驚くマジックで魅せる超豪華版！�
シンデレラ、白雪姫、アラジン、トイ・ストーリーの仲間たち、
そして初登場のラプンツェル！�さあ、扉を開いて魔法の世界
を楽しみましょう。ミッキーたちが繰り広げる夢のような
ステージショーに、ぜひお越し下さい。

©Yuri	Bogomaz©吉田民人



– 7 –

互助会だより３月号

★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

仲道郁代
ピアノ・リサイタル

6月10日㈯　14：00 開演
京都コンサートホール　小ホール（アンサンブルホール ムラタ）

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／3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

京都文博 噺の会 Vol.5
三遊亭兼好 独演会

5月13日㈯　14：00 開演
京都文化博物館 6階和室

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,800円（前売り）→ 2,000円 10枚
※	未就学児入場不可
※畳席

●締切日／3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

通崎睦美コンサート
「今、甦る！ 木琴デイズ」ｖｏｌ.7

～弦楽四重奏団との邂逅～

5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
全席自由 3,500円（前売り）→ 2,800円 各10枚
※	未就学児入場不可
※	学生券の取扱なし

●締切日／3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

チェコ・フィルハーモニー
弦楽三重奏団＆笠原純子
6月3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 5,000円→ 4,000円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／3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

©山田雅子©Kiyotaka	Saito

©中川忠明

芸能生活55周年記念
舟木一夫特別公演

5月14日㈰・5月20日㈯
両日とも11：00 開演

5月13日㈯　16：00 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。
第一部　～二代・広沢虎造口演～　清水次郎長外伝より「鬼吉喧嘩状」
第二部　舟木一夫オンステージ（昼・夜別構成）

●締切日／4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
いずみ定期演奏会No.35
5月26日㈮　19：00 開演

いずみホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

A　席 4,500円→ 3,600円 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）
　	 ホルン ：	 水無瀬一成
〔曲目〕	 ハイドン：	 交響曲第90番	ハ長調	Hob.	I：90
	 モーツァルト：ホルン協奏曲第2番	変ホ長調	K.417　
	 ハイドン：	 交響曲第76番	変ホ長調	Hob.	I：76
	 ハイドン：	 交響曲第92番	ト長調	Hob.	I：92「オックスフォード」

●締切日／3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
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

芳 年
激動の時代を生きた鬼才浮世絵師

マティスとルオー
－友情50年の物語－

特別展　快 慶
日本人を魅了した仏のかたち

京都国立博物館開館120周年記念 特別展覧会

海北友松

◆会期／4月1日㈯～4月23日㈰
◆場所／美術館「えき」KYOTO

＊開館時間／10：00～20：00　※入場は閉館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

●このチケットの販売は
　3月31日㈮までです。

◆会期／4月4日㈫～5月28日㈰
◆場所／あべのハルカス美術館

＊開館時間／	火～金	10：00～20：00　月土日祝	10：00～18：00
	 ※ただし5/3（水・祝）～5/7㈰は20：00まで
	 ※入館は閉館30分前まで
＊休館日／4/10・17・24、5/8

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
高大生 1,000円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※	障がい者手帳等をお持ちの方およびその介護者1名は当日
料金の半額

●このチケットの販売は4月3日㈪までです。

◆会期／4月8日㈯～6月4日㈰
◆場所／奈良国立博物館

＊開館時間／9：30～17：00　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（5/1は開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
高大生 1,000円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※名品館（なら仏像館・青銅器館）もご覧いただけます
※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名含む）は無料

●このチケットの販売は4月7日㈮までです。

◆会期／4月11日㈫～5月21日㈰
◆場所／京都国立博物館

＊開館時間／9：30～18：00	 ※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 1,200円→ 700円 30枚
高校生 900円→ 500円 30枚

※会期中、一部展示替えあり
※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）

●このチケットの販売は4月10日㈪までです。

＊会期中無休

窓口

窓口窓口

窓口

　当互助会からは次の方が受賞されました。
　おめでとうございます。

＜工芸手芸の部＞

滋賀県勤労者住宅生活協同組合　理事長賞

上 藪　真 一 様　　「もじゃもじゃ」

第62回 滋賀県勤労者美術展
得 得プレゼント
①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
 　※３月にお誕生日を迎える会員様対象

………………………………… 5名
②芳年………… ペア１組（提供：㈱エースプロモート）

●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／3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。

《義経記五條橋之図》明治14年（1881）
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◎事業計画
　１．共済給付事業……会員とそのご家族のお祝い事やお見舞い事があった場合に共済金の給付

　２．福利厚生事業

　　⑴　文化事業　◦公の機関及び大津市勤労福祉センタｰなどが実施する講座・講習の受講助成

◦コンサｰト、演劇、美術展覧会などのチケットあっ旋

　　⑵　体育事業	 ◦イワナ釣り大会、ゴﾙフコンペ、ソフトボｰﾙ大会、グランドゴﾙフ大会、ウォｰキング、

	 　ボウリング大会の実施	 ◦阪神甲子園球場年間予約席のあっ旋　

　　⑶　厚生事業　◦ケｰキ教室の実施	 ◦推奨バｽツｱｰの利用助成

◦人間ドック･がん検診･インフﾙエンザ予防接種の受診助成

◦宿泊施設の利用助成	 ◦家庭常備薬等のあっ旋

◦遊園地、映画鑑賞、県下の観光果樹園、びわ湖大花火大会などのチケットあっ旋・助成

　3．貸付斡旋事業……勤労者の生活資金、住宅資金、教育資金などの融資あっ旋

　４．老後の生活安定事業……中小企業退職金共済制度の普及、促進

　５．互助会のＰＲと会員拡大の推進……互助会の制度を広くＰＲし、事業所訪問による会員拡大を図る

　６．その他………「互助会だより」の毎月発行、「利用ガイド」の作成配布、ﾎｰﾑペｰジの開示

　７．施設の管理運営事業……	大津市勤労福祉センタｰ維持管理業務　企業や団体の会議、研修の貸室、

	 	 	サｰクﾙ活動の貸室のほか、互助会主催の講座などを実施

平成２9年度の事業計画・予算が決まりました

●一般会計予算
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

会費等収入 36,290,000

事業収入 11,530,000

補助金等収入 19,264,000

共済金掛金収入 1,200,000

特別会計繰入金 500,000 

その他 1,082,000

前期繰越金  701,000

収入合計 70,567,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 18,195,000

福利厚生事業費 21,785,000

人件費 20,246,000

一般管理運営費 8,593,000

特定預金支出 1,000,000 

その他 748,000

支出合計 70,567,000

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

施設管理事業収入 28,209,000

利用料収入 12,300,000

事業収入 3,407,000

雑収入 97,000

前期繰越金 1,304,000

収入合計 45,317,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

施設管理事業費 40,575,000

事業費 4,222,000

予備費 20,000 

繰入金支出 500,000

支出合計 45,317,000

●施設管理特別会計予算

●設立４０周年記念事業特別会計予算
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

記念事業収入 1,025,000 

雑収入 5,000 

記念事業積立預金取崩収入 7,500,000 

収入合計 8,530,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

記念事業費 7,285,000 

一般管理運営費 1,245,000 

支出合計 8,530,000
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互助会だより３月号

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

２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

おいしいお米をお届けします。

Yukio's farm
大津市南小松南千堂2006

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０７７－532－2426
yukiosfarm.com

info@yukiosfarm.com

	

有限会社 馬場製作所

大津市南小松432
TEL：077－596－0244

夢の住まいづくりをお手伝いします。

株式会社 テリオス
大津市本堅田6－26－3
TEL：０７７－573－0124
FAX：０７７－573－0125
http://www.terios-ltd.jp

terios-shiga@ares.eonet.ne.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、宜しくお願い致します。 互助会事務局【電話：5２２－６4９９】

 
互助会
事業報告

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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

　1/21㈯ ＲＯＵＮＤ１にて労福協主催の新春ボウリング大会
が開催され、当互助会代表として昨年度の互助会ボウリング
大会優勝の 「陶茶房」 チームに出場していただき、岸本冽
子様が女性ハイゲーム賞を獲得されました。ありがとうござ
いました。

大津地区労働者福祉協議会の
新春ボウリング大会に出場!!


