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5 月 号
平成29年4月1日	 現在
事業所数	 1,060　
会 員 数	  5,998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/

　　

一流のおもてなし　シェフのこころづくし新・都ホテルのランチorディナーバイキング

を 10名様にプレゼントいたします。ペアでのお申込みもＯＫデス。
一緒に行かれるご家族のお名前をご記入ください。（登録同居家族に限り
ます）もちろん！お１人でのご応募もお待ちしております。

●応募方法／官製ハガキに、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5月29日（月）必着
＊当選の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。（５月31日（水）発送予定）
※お１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、次回からの応募は出来ま
せんのでご了承ください。。。

ほんの一例デス！！
　100種類のランチバイキング 【大人 2,700円から2,000円の補助‥】
　なんと！一流ホテルのバイキングが700円でお召し上がりいただけます！

みなさまに支えられ

４０周年を迎えられましたこと、心から感謝申し上げます。

会員のみなさま！こんにちは（＾＾）

　互助会だより４月号で、今年40周年を迎えま～すとご報告させていただきました！！
そ・し・て・・会員のみなさまに感謝の気持ちいっぱいに、毎月お得なプレゼントを企画して
おります。第１弾の 「ＱＵＯカード」もたくさんのご応募をいただき、「互助会での思い出」
をおハガキに書いてくださいました。これからも、会員様やそのご家族との楽しい時間を過ご
していただけますよう、スタッフ一同、精一杯取り組んでまいります！！！

４０周年記念プレゼント

2,000円の割引券なんと！

第２弾！！

※イﾒー ジです
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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

大津京駅（8：20）‖‖大津駅前（8：30）‖‖草津駅西口（9：00）‖‖胡麻の郷（お買物）‖‖関ヶ原（飛騨牛含む10大食べ放題の昼食）‖‖
‖‖曾根城公園（2万株の花菖蒲見物）‖‖大垣（食べ歩き）‖‖奥の細道むすびの地記念館（見学）‖‖

‖‖ 関ヶ原（お買物）‖‖各地（18：30～19：30頃）　　　　　　	＊花の見ごろは気象状況により多少前後いたします。

◎①飛騨牛すき焼き ②飛騨牛どて煮 ③飛騨牛カレー ④飛騨牛ドリア ⑤飛騨牛かき揚げ
　⑥自家製ローストビーフ寿司 ⑦季節のスープ ⑧季節野菜煮 ⑨日替わり雑炊
　⑩天下丼！（ローストビーフ丼） の10大食べ放題！

◎大垣で食べ歩きもお楽しみ！  ◎合計12個のおみやげ付き！ 
◆開 催 日／ 6/9㈮
◆場　　所／ 岐阜県
◆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／ 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 または 同等クラス

◆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。（大津京駅、大津駅前、
草津駅西口）

旅のポイント

＊昼食1回、夕食1回
　（飛騨牛寿司4貫）付

　　　

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（7：50）‖‖大津駅前（8：20）‖‖大津京駅（8：3０）‖‖玉水ゆり園（約60種10万本のゆり園見学）‖‖
‖‖ささやま玉水（佐藤錦さくらんぼ・ﾒロン・すいか・ｱップﾙマンゴｰ・オﾚンジの5大フﾙ ツー食べ放題と昼食）‖‖

‖‖美山町かやぶきの里（散策、6月中旬～7月上旬にかけて紫陽花が咲きます）‖‖各地（16：3０～17：3０頃）		　＊花の見頃は気象状況により前後します。

◎ ５大フルーツ食べ放題をお楽しみ！ 　◎昼食は丹波牛すきやき御膳をご用意！
◎観光も充実！   • 4,000㎡、60種・10万本のゆり園見学
   • 日本の原風景・美山かやぶきの里散策
  　　　　　　　　　　　この時期は紫陽花見学も！

◆開 催 日／ 6/17㈯･6/21㈬
◆場　　所／ 兵庫県
◆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／ 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 または 同等クラス	

旅のポイント ＊昼食付き

丹波篠山・さくらんぼ佐藤錦・メロン食べ放題と
10万本のゆり園と美山かやぶきの里コース番号：640－0522－G

※17日は500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）

飛騨牛含む10大食べ放題と
曾根城20000株の花しょうぶ

コース番号：
640－0365－G
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家庭常備薬等の特別あっ旋
～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／ ５月29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。

「申込書」は
今月号に同封して
います。

６月下旬頃
お届け予定
＊送料無料

〈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

◆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／５/22㈪ 19時まで　※お渡しは5/25㈭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、 5/25㈭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・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

※	シニｱは免許証等のご年齢を証明いただける物を表示願います。

(一財）大津市勤労者互助会



–4–

互助会だより５月号

　 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！！

お手軽スケッチ教室Ⅰ お手軽スケッチ教室Ⅱ
◆開催日時／ 5/31・６/7・２1
 7/５・19 水曜日
 　 10：00～12：00　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／２,５００円 ※受講料は開催初日に徴収させていただきます。　　◆定　　員／各１５名
◆申込期間／ 5/10㈬ 8：40～5/24㈬ 　※5/25㈭ 事務局内にて抽選後、当選者に連絡させていただきます。

◆開催日時／ 5/31・６/7・２1
 7/５・19 水曜日
 　 13：30～15：30　全５回

楽楽♪ 貯筋運動教室 ～使って貯めよう筋肉貯筋～

◆内 容／ストレス発散レッスン！
　筋肉はいくつになっても貯めることがで
きる。自分で貯めておくしかないのです
‥‥そして、筋肉を貯める唯一の方法は
「使うこと」老後に備えて楽しく貯筋運
動を始めましょう♪	頑張っても結果が出
ない‥‥自分に合った方法が分からない
‥‥など悩んでいる方！	一緒に楽しく運
動しませんか？	いつまでも自分で行きたい
ところに行ける体でいるために！

◆開催日時／ ６/６・１3・２0・２7・7/4 火曜日
 　 10：30～11：30　全５回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター　２F　多目的室　  　
◆講　　師／ 福永　郁代 先生
◆持 ち 物／ 汗拭きタオﾙ、ペットボトﾙ500mlの水またはお茶、

動きやすい服装
◆受 講 料／２,５００円	　　　◆定　　員／１０名
◆申込期間／5/10㈬ 8：40～5/31㈬ 　※先着順

飾って楽しい♪ 絵はがき教室

◆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。初回は、消し
ゴﾑでハンコを作ります♪

6/8	 ハンコ作り、果物を描いてみよう
6/22・7/13	季節の花を描いてみよう
7/27	 風景を描いてみよう
8/10	 自由制作

◆開催日時／ ６/8・２２・7/13・２7
 8/10 木曜日
 　 10：00～12：00　全５回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター　３F　集会室　  　
◆講　　師／ 川村　昌子 先生
◆持 ち 物／ 鉛筆・消しゴﾑ（ハンコ用）・カッタｰナイフ小サイズ・

描きたいモチｰフ（初回は果物）・絵の具・筆・パﾚッ
ト・筆洗・ハガキ

	 ※	道具を持っておられない方は、講師からも購入できます。
持っておられない方は、受付時に確認してください。

◆受 講 料／２,５００円	（教材費：道具を持っておられない方は実費）
◆定　　員／１５名
◆申込期間／5/16㈫ 8：40～6/5㈪ 　※先着順
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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。教材費は講座当日に徴収いたします。

※スケッチ教室のみ5月25日㈭ AM10：00に事務局にて抽選いたします。当選者の方のみご連絡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・自主事業 申込方法★

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！！

歴史探訪！
「信長」と「芭蕉」の世界

堅田を歩く

◆開催日時／ ６/３㈯
 10：30～16：00 全１回
◆開催場所／ 堅田駅集合
◆講　　師／ （公財）滋賀県文化財保護協会　大沼 芳幸 先生
◆持 ち 物／ 歩きやすい服装・タオル・飲み物
◆内　　容／ 信長の足跡を辿りながら、堅田という街が持つ意味、そして

堅田に対する信長の戦略を「信長が見た近江～信長公記
を歩く～」の著者、大沼芳幸氏に解説していただきます。

	 そして、もう一つのテｰマとして、堅田は、俳聖「松尾芭
蕉」が愛し、多くの俳句を詠んだ俳句の聖地でもあります。
信長を追いつつ、片眼で芭蕉の世界も楽しみましょう♪

	 居初氏庭園～昼食（魚清楼）～浮御堂～本福寺・伊豆
神社・祥瑞寺・厳島神社～堅田漁港

◆受 講 料／5００円（昼食代３，５００円と拝観料は実費）
◆定　　員／２０名
◆申込期間／ 5/10㈬ 8：40～5/26㈮ 　※先着順

クラフトバンド教室
手提げの「籠バッグ」を作ります。

①初心者と②経験者とはバッグの種類が異なります。

◆開催日時／ ６/５㈪・６/9㈮
 9：30～12：30　全２回
◆開催場所／  大津市勤労福祉センター  ４F 研修室
◆講　　師／ 生野　千穂 先生
◆持 ち 物／ はさみ・手拭タオル
◆内　　容／ 今はやりのエコな紙バンドで籠バッグを作りま

しょう～！	針や糸を使わずに、クラフトテｰプを
編んで自分色のクラフトバッグを一緒に作りませ
んか？
	①初心者…３色の色目より選んでいただきます。
②経験者…７色の色より選んでいただきます。
※	仕上げにｽプﾚｰニｽを塗りますが、雨の場合は乾
かないので、作品を預かることになります。

◆受 講 料／1,0００円（教材費 ①１，１００円・②１，３００円）
◆定　　員／１５名
◆申込期間／ 5/16㈫ 8：40～5/26㈮ 　※先着順

キレイ満開！
美容レシピ講座

～崩れにくいベースメイクづくり＆流行りのポイントメイクにチャレンジ！～

◆開催日時／６/３・６/10  土曜日
	 10：00～11：30　全２回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター　３F 講座室
◆講　　師／ 岡本　利恵子 先生
◆持 ち 物／ 鏡・髪留め・普段使っているメイク道具・
 ハンドタオル
◆内　　容／ 1日目　「崩れにくいベースメイクづくり」
	 洗顔の仕方や自分の肌質に合ったファンデｰ

ション選びなどを学びます！
	 2日目　「流行りのカラーにチャレンジ！」
	 今まで使ったことの無いカラｰを試してみませ

んか？	意外と似合う色が見つかるかも！
◆受 講 料／ 1,0００円（教材費 ５００円）
◆定　　員／１５名
◆申込期間／5/10㈬ 8：40～5/26㈮ 　※先着順

パティシエ気分で♪
ケーキづくり教室

「抹茶のフィナンシェ」＆「はちみつヨーグルトムース（オレンジソース）」を作ります。

◆開催日時／ 5/26  金曜日
	 10：00～12：30　全１回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター  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学びませんか♬
	 今回は、“抹茶のフィナン

シェ”と“はちみつヨ グーﾙ
トﾑｰｽ（オﾚンジソｰｽ）”
に挑戦！

	 作り方をマｽタｰして、ﾚ
パ トーリー を増やしましょう♪

◆受 講 料／ 1,0００円（教材費 １，０００円）
◆定　　員／１６名
◆申込期間／5/10㈬ 8：40～5/23㈫ 　※先着順

昼食は堅田の老
舗料亭「魚清楼」
で、芭蕉の俳句に
登場する食材をア
レンジした特別料
理を味わっていた
だきます。
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山海塾
『海の賑わい陸

オカ

の静寂ーめぐり』
7月2日㈰　14：00 開演
びわ湖ホール　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 4,500円→ 3,600円 10枚
青少年

（25歳未満） 3,000円→ 2,400円 10枚
※	6歳以上入場可
※	全席指定

●締切日／5月29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

東京バレエ団
子どものためのバレエ
『ねむれる森の美女』

7月30日㈰　16：00 開演
びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
大　人 3,000円→ 2,400円 10枚
子ども

（4歳～中学生） 2,000円→ 1,400円 10枚
※	4歳以上入場可
※	全席指定

●締切日／5月29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

Ｍａｙ Ｊ. Tour 2017
～ME,MYSELF ＆ OUR MUSIC～
6月17日㈯　18：00 開演

大津市民会館　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 6,480円（前売り）→ 5,500円 20枚
※	3歳以上有料
※	2歳以下入場不可

●締切日／5月29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

松本大樹（ギター）＆上野星矢（フルート）
デュオ・リサイタル

7月30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

※	全席自由
※	未就学児入場不可　
※当会では大学生以下の
　取扱なし

●締切日／5月29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

音楽の扉　Room No.001
Ｊａｚｚ × Classic

9月3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 3,000円（前売り）→ 2,400円 10枚
※	未就学児入場不可　

〔出演〕
　　加藤景子（ピアノ）
　　萩原吉樹（ピアノ）　

●締切日／5月29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

安土城から熊本城へ
～織豊系城郭の軌跡～

6月18日㈰　13：00 開演
安土文芸セミナリヨ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,200円→ 800円 10枚

※	全席自由
※	未就学児入場不可
※	当会では学生券の取扱なし

〔出演者〕
　　千田嘉博（奈良大学教授・城郭考古学者）
　　鶴嶋俊彦（熊本城調査研究センター文化財保護主幹）
　　萩原さちこ（城郭ライター・編集者）

●締切日／5月29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

©K.HasegawaMEGURI©Sankai	Juku
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＜大阪公演＞

◆期間／8月5日㈯～8月13日㈰ 全２3公演
◆場所／大阪城ホール
◆料金／

　ディズニー・オン・
ア イ ス“Everyone ｓ̓ 
Story”は、世代を超
えた「みんなの物語」。
ストーリーやキャラク
タ ー、 心とき め い た
シーンやメロディーが
氷の上のミュージカル
として再現されます。

◆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。
※ご希望日がすでに完売の場合もありますのでご了承ください。

８月 日 5 6 7 8 9 10 11 12 13
曜　日 土 日 月 火 水 木 金･祝 土 日

時
　
間

１０：3０ ○ ○ ー ー ー ー ○ ○ ○
１１：００ ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ー
１４：3０ ☆ ○ ー ー ー ー ○ ○ ☆
１５：００ ー ー ○ ○ ○ ○ ー ー ー
１8：3０ ○ ☆ ー ー ー ー ☆ ○ ー
１9：0０ ー ー ○ ー ー ー ー ー ー

※○・☆印が公演日
※公演時間／約２時間
	 （２部構成	休憩15～2０分）

ⒸDisney,ⒸDisney/Pixar

〔コスチューム特典公演〕
　☆の公演時間のチケット
をお持ちでディズニー・ 
キャラクターの全身コス
チュームでご来場の方に、
当日会場にてオリジナル

グッズをプレゼント！

あっ旋料金 予定枚数
Ｓ席 土日祝 大 人 5,950円→ 4,8００円

３０枚
Ｓ席 土日祝 こども
（3歳～小学生） 4,950円→ 4,0００円

Ｓ席 平日 大 人 5,450円→ 4,4００円
Ｓ席 平日 こども
（3歳～小学生） 4,450円→ 3,6００円

※全席指定　※2歳以下のお子様は保護者1名につき１名膝上無料
※チケットは7月中旬頃のお渡しとなります。	（お席が必要な場合は有料）

●締切日／5月29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

ＫＥＮＴＡ×米津真浩
ＣＯＮＣＥＲＴ2017

6月24日㈯　15：00 開演
安土文芸セミナリヨ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,500円→ 2,800円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	当会では高校生以下取扱
　なし

●締切日／5月29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
よしもとお笑いライブin城陽

2017

7月8日㈯　12：30/16：00　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
全席指定 3,800円（前売り）→ 3,000円 各10枚
※	5歳以上有料
※		4歳以下は膝上

無料（お席が必
要な場合は有料）

※	都合により出演
者が変更になる
場合があります

※	ビデオ・カﾒラま
たは携帯電話で
の撮影禁止 ●締切日／5月29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

ミュンヘン・バッハ
管弦楽団

9月30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 8,000円→ 6,800円 10枚

※	未就学児入場不可
※	全席指定　

●締切日／5月29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

牛田智大
ピアノ・リサイタル 2017

10月29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
全席指定 3,500円→ 2,800円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／5月29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

Ⓒ井村重人

©Arira	terasawa
<衣装>	企画：㈱オンワ ドー樫山/縫製：グッドヒﾙ㈱

©Rosi	Radecke

中川家すっちｰ
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ジャズ＆ラテンフェスティバル
アロージャズオーケストラ×見砂和照と

東京キューバンボーイズ
6月29日㈭　16：00 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 5,800円→ 4,600円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／5月29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

舟木一夫 コンサート
2017

7月6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 7,560円→ 4,900円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／5月29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

梅沢富美男劇団
梅沢富美男・田川寿美

特別公演

6月17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 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／5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
第218回定期演奏会

7月7日㈮　19：00 開演
7月8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：ヤーノシュ・コヴァーチュ
 チェロ：イェンス＝ペーター・マインツ
〔曲目〕 リスト：交響詩「前奏曲」　S.97
 シューマン：チェロ協奏曲　イ短調　作品129

コダーイ：ハンガリー民謡「飛べよ孔雀」による変奏曲
コダーイ：ガランタ舞曲

●締切日／
5月29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

松竹映画
「家族はつらいよ2」 ベルギー奇想の系譜

◆会期／5月20日㈯～7月9日㈰
◆場所／兵庫県立美術館

＊開館時間／1０：００～18：００（金・土は2０：００まで）
	 ※入場は閉館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

※高校生以下無料
※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）

●このチケットの販売は5月19日㈮までです。

平成29年 5月27日㈯ 全国ロードショー
 区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,800円（当日）→ 1,05０円 ５０枚
※互助会の映画特別優待券とは併用できません。
※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・大津北商工会でも可能で
すので、事前にお電話にてお申し
込みください）

◆県内上映（予定）映画館◆
　ユナイテッド・シネマ大津／
　イオンシネマ草津　　など

●このチケットの販売は 5月29日㈪ までです。

窓口 窓口

©2０17「家族はつらいよ2」
製作委員会
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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　※５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
…………３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／５月29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。

試合日 対戦相手 開始時間 1塁ｱイビ シー トー24段
月 日 曜日 1０4・1０5 1０6・1０7

５
17 水 中日 18：00 × ○
18 木 中日 18：00 × ○

６

13 火 西武 ( 交 ) 18：00 ○ ○
14 水 西武 ( 交 ) 18：00 ○ ○
15 木 西武 ( 交 ) 18：00 × ○
30 金 ヤクﾙト 14：00 × ○

７
1 土 ヤクﾙト 14：00 ○ ×
12 水 中日 18：00 ○ ○

８
30 水 ヤクﾙト 18：00 × ○
31 木 ヤクﾙト 18：00 ○ ○

阪神甲子園球場年間予約席　空席状況

　空席状況（４/24現在）をご案内いたします。
先着順にて受付をしております。まずは互助会事
務局（電話５２２－６４９９）までお申し込みください。

試合日 対戦相手 開始時間 1塁ｱイビ シー トー24段
月 日 曜日 1０4・1０5 1０6・1０7

９

2 土 中日 18：00 × ○
3 日 中日 18：00 ○ ○
8 金 横浜DeNA 18：00 × ○
9 土 横浜DeNA 18：00 × ○
10 日 横浜DeNA 18：00 ○ ○
13 水 巨人 18：00 × ○
17 日 中日 14：00 × ○
24 日 横浜DeNA 18：00 × ○

	　○……空席

区　分 あっ旋料金
一塁アイビーシート 
（24段104～107） 

2席1組

平　日
（巨人戦除く） 9,000円→ ７,４００円
土日祝
巨人戦 9,600円→ 8,0００円

　　

　皆様の事業所の広告や案内を互助会だよりに
　折り込みや掲載ができます!!（有料）。
　　 ■折り込み ‥‥‥‥‥ 7,000円～
　　 ■折込手数料 ‥‥‥‥ 1,000円～
　　 ■会報誌掲載 ‥‥‥‥ 3,000円～

　　　　※詳細等については、事務局へお問い合わせください。

ご存じですか⁇

※いずれもサイズや重量、会員事業所様と
一般事業所様によって料金が異なります。

没後70年
北野恒富展

◆会期／6月6日㈫～7月17日（月･祝）
◆場所／あべのハルカス美術館

＊開館時間／1０：００～2０：００（月・土・日・祝は18：００まで）
	 ※入館は閉館3０分前まで
＊休館日／6/12㈪、6/26㈪

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

※会期中、一部展示替えあり
※障がい者手帳をお持ちの方と付添1名様まで当日料金の半額

●このチケットの販売は6月5日㈪までです。

窓口

●給付金について
　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）

※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。
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互助会だより５月号

社会福祉法人　美輪湖の家大津
◎障害福祉サービス事業所
   瑞穂･愛育苑･茗荷塾ワークショップさかもと･美輪湖マノーナファーム･和邇の里
◎グループホーム大地 ◎小規模多機能型居宅介護事業所 真野の家歩歩
◎居宅介護事業所 きりん ◎相談支援事業所 ひなた

大津市中庄2－2－11
TEL：０７７－535－9082
FAX：０７７－535－9089	

http://www.cable-net.ne.jp/user/mizuho01/

４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】

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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


