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互助会だより
平成29年6月5日 発行

6 月 号
平成29年5月1日	 現在
事業所数	 1,056　
会 員 数	  6,096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/

　　

琵琶湖ホテル 2Ｆ バイキングレストラン

「ザ・ガーデン」
ラ ン チ：2,800円から2,000円補助
デ ィ ナ ー：4,500円から2,000円補助

●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6月27日（火）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。（6月29日（木）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。。。

　第１弾は「QUOカード」。。。第２弾は「新・都ホテルのランチorディナー割引券」デシタ!!

そして…第３弾は　　 琵琶湖ホテルのランチorディナー割引券2,000円をペア10組
（お一人でのご応募もＯＫデス(^ ^♪)の方にプレゼントいたします。（ペアでご応募される場合は、会員

様や同居のご家族でのペア応募に限ります。）おハガキに、お二人のお名前をご記入ください!!

はたまた…会員様以外のお友達や彼氏！彼女！と行かれる方は、お一人分のご応募でお願いいたし
ます（^ ^）

過去。。。２回応募したけど。。。当たらなかった。。。という方も。。。あきらめずに。。。

おハガキをお待ちしております。　

40周年記念プレゼント

第３弾

琵琶湖ホテルのランチ or ディナー割引券
に決まりました!!

第 4 弾．．．．．
以降の内容はまだ
未定デス !
予告して～のお声に
お応え出来なくてゴ
メンナサイ…
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４月号 第１弾!! 記念プレゼント（^ ^）
●ＱＵＯカード●に多数ご応募いただき、
ありがとうございました。
当選者のみな様。。おめでとうございました。

そ・し・て･･･今回･･･残念ながら当選に至らなかったみな様･･･
記念プレゼントはまだまだ続きますので、どうか懲りずに、ご応募お待ちしております。
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
＆

シルバー川柳～！

　息子とディズニーのミュージカルへ行かせて頂きま
した。２年ほど前のことなのに、その時の事を嬉し
そうに話し、「また行こうね！」と言ってくれます。
私達の日々の世界を広げてもらえたいい思い出です。

　年末のケーキ作りに参加させていただいてお
ります。プロの先生の、とても分かりやすくて
勉強になるご指導に感謝しています。頑張って
家でも作っています。（偉いでしょ！）

　昨年、労福協まつりに初めて家族で参加させ
て頂き、子ども達も一日楽しむことができ、
また参加したいと思いました。

60歳にして初めて人間ドックの助成を利用して、胃ガンを発見してもらいました!! 本当に助かりました！

　学生の頃、母の勤務先からのお誘いでボウリング
大会に参加させて頂きました。ボウリングの経験は
始めてで、とても新鮮で、大会の雰囲気もとても楽
しく、ゲームを楽しんだ事を今でも覚えています。
その思い出もあって昨年度、入会させて頂きました。
今度は私が従業員をお誘いして参加する番です!!

　家族みんなで参加出来るのがあり行かせ
て頂きました。一つは、潮干狩り。子ども
と私は初めてで、すごい人数の人が来てい
てびっくり。子どもも主人も必死に貝を探し、
子どもがとても喜んでたので行って良かった
と思いました。（＾＾）
　もう一つはそば作り！家族みんなで料理
をすることなどないので、ワイワイ言いなが
ら、他の家族の方とも交流しながら作れた
のでとても楽しかったです。

●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

　　
笑いのおすそわけ シルバー川柳  

第5弾♪♪ が届きました～！

● メモ以外　買うなと妻の　注意書き

● 同窓会　行かねば死んだと　噂され

● 忘れぬよう　メモした紙を　また探す

● オレオレに　亭主と知りつつ　電話切る

● 食べ放題　体はいつしか　ボンレスハム

● 物忘れ　ふえて笑顔の会話増し

● 人生は　山あり谷あり　妻があり

● 「絆」を「たずな」と読んでいる人がいる

● シルバーシ－ト  座っているのは  若者たち

K.Sさん、ありがとうございました！
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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

草津駅西口（8：00）‖‖大津駅前（8：30）‖‖大津京駅（8：40）‖‖越前料理旅館（昼食）‖‖
‖‖道の駅越前・越前うおいち（お買物）‖‖余呉湖（あじさい見物）‖‖各地（17：00～18：00頃） 	＊花の見ごろは気候により前後します。

◎越前の料理旅館で味わう「あわび・うにづくし会席」
　活あわびと生うにを含む豪快な昼食！
◎別名「鏡湖（きょうこ）」と呼ばれる余呉湖付近に

	 　約600mに渡って咲く約 1万本のアジサイ見物をお楽しみ！
◆開 催 日／ 6/27㈫
◆場　　所／ 福井県
◆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。（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（7：20）‖‖ 大津駅前（7：50）‖‖ 大津京駅（8：0０）‖‖白崎海洋公園・日本渚100選「白崎海岸」散策 ‖‖ 道成寺・自由参拝と紀州旬彩
膳のご昼食、紀州ブランドのあらかわの桃食べ放題 ‖‖ 桃山町・高級ブランド「あらかわの桃」生産農園「若葉農園」にて桃狩り１玉体験とお持ち帰り５玉で合
計６玉お持ち帰り付（箱入りでご用意）‖‖各地（18：3０～19：1０頃）		

◎	紀の川の高級ブランド桃「あらかわの桃」狩りは桃山町・若葉農園指定！
◎冷え冷えの紀の川ブランド桃「あらかわの桃」が食べ放題！
◎もぎ取り体験の桃１玉とお持ち帰り用５玉	合計６玉お持ち帰り（箱入り）

◎昼食もこだわり！	しらす、太刀魚、鮪などの紀州旬彩御膳！
◎「平成百景」「日本の渚百選」に選ばれた白崎海岸を観光！

◆開 催 日／ 7/16㈰
◆場　　所／ 和歌山県
◆旅行代金／ 会　　員 7,980円 
 同居家族 ９,９８０円 
 一　　般 １０,９８０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	

旅のポイント ＊昼食付き

和歌山県産･紀の川高級ブランド「あらかわの桃」狩り
＆食べ放題と日本渚百選の白崎海岸コース番号：640－0633－G

※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）

越前の料理旅館で味わう ！
　　あわび･うにづくし会席

コース番号：
640－0101－G

＊昼食付き
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　 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！！

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！！

歴史講座
「信長公記」を片手に信長と歩く近江

（後　編）

◆開催日時／ ６/２4・７/15・29
	 8/19	 土曜日
	 13：30～15：30　全４回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター  ５F大ホール
◆講　　師／ （公財）滋賀県文化財保護協会　大沼 芳幸 先生
◆持 ち 物／ 筆記用具
◆内　　容／ 近江を拠点に天下布武の道を突き進んだ織

田信長。彼は何故近江を選んだのか？それ
を解明するには、近江における信長の行動
を忠実に辿ってみる必要があります。この
講座では、信長に関する最も信頼のおける
資料である「信長公記」 のうち、近江に
おける信長の行動を追って抽出し、現代の
近江に残る「信長がみたもの」「信長を見
たもの」を通して信長の思想と戦略を探り
ます。

　　　6/24…元亀年間　近江衆の戦い
　　　7/15…湖（うみ）の王　信長
　　　7/29…信長神へのｽテップ
　　　8/19…信長神の神殿安土城そして本能寺の変
◆受 講 料／ 2,0００円（教材費 ５００円）
◆定　　員／３０名
◆申込期間／ 6/7㈬ＡＭ8：40～6/23㈮ 　※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／ ６/２6（月曜日）
	 ６/30（金曜日）
	 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

んで可愛いクラフトバッグを一緒に作り
ませんか?
	①初心者…３色のカラーより選んでいただきます。
②経験者…７色のカラー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／ 6/7㈬
 ＡＭ8：40～6/20㈫
 ※先着順

楽しくアレンジ♪
ポーセラーツ教室

◆開催日時／６/２５（日曜日）
	 10：00～12：00　全１回
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター　３F 集会室
◆講　　師／ 保住　恵 先生
◆持 ち 物／ 手拭タオル
◆内　　容／ 	今話題の「ポーセラーツ」とは？
 真っ白な白磁をキャンパスに、お好みの

デザインで食器や雑貨などを作る事がで
きる、楽しくて実用的なホビーです。

 今回は、ティータイムが楽しくなるカッ
プ＆ソーサーにお揃いのティースプーン
を作るお得な1dayレッスンです。自分
好みにアレンジしたりイニシャルを入れ
たり楽しみましょう～♪

	 ※	お色は２種類（カラｰかモノクロ）を選んでいただ
きます。

	 ※	800℃での焼成後７月５日以降のお渡しとなります。

◆受 講 料／ 1,0００円（教材費 ２，３００円）
◆定　　員／１５名
◆申込期間／6/7㈬ＡＭ8：40～6/20㈫ 　※先着順

飾って楽しい♪絵はがき教室
～水彩絵の具と墨を使って描いてみよう！～

◆開催日時／ ６/２２・２9・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。

◆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！

　　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
◆受 講 料／ 2,5００円
◆定　　員／１５名
◆申込期間／6/7㈬ＡＭ8：40～6/20㈫ 　※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。
※歴史講座の受講料・教材費は開催初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★

①７月14日（金）・７月29日（土）★指先（手・足）からキレイに♪お手入れ＆ネイル（２回）
教材費：650円　
持ち物：�ベースコート・トップコート・除光液・キッチンペーパー数枚
　　　　（７/29はプラス塗りたいカラー・ビーチサンダル・パンツスタイルをお勧めします）
１日目は、爪の長さ形を整え、甘皮周りのお手入れ後、クリアベースのラメグラデーションで仕上げます。
２日目は、足の甘皮周りのお手入れ後、ワンカラーを塗り、親指はラインストーンで仕上げます。
②８月10日（木）・８月24日（木）★アロマでリンパを流しましょう！（２回）
教材費：1,500円
持ち物：�半袖タンクトップ等腕の出せる服装（８/10座学）・動きやすい服装（８/24ヨガマットの上で）・

タオル・飲料水（全てオイル・クリームが付いてもよいもの）
ホルモンバランスをとって、キレイな体作りを！
１日目は、アロマについて学びながら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♪２日目は、アロマクリームを使って、ストレッチで体を動かし首や足をマッサージしてリン
パを流します。
③９月８日（金）・９月22日（金）★ケーキづくりで女子力UP！（２回）
教材費：2,000円　　持ち物：エプロン・三角巾・布巾２枚程度
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しょう！
作り方をマスターしてレパートリーを増やしましょう♪
④10月10日（火）・10月24日（火）★お茶の心とお点前体験（２回）
教材費：1,000円　　持ち物：帛紗・古帛紗・扇子・懐紙・菓子切（ようじ）・帛紗ばさみ・白ソックス
美しい女性とは？いざという時に役立つ、お茶のいただき方や普段でも使える礼儀作法など、お茶の心
を学びます。
⑤11月８日（水）・11月22日（水）★未生流　華道体験（２回）
教材費：2,000円　　持ち物：花ばさみ・筆記用具・作品を持ち帰る袋
敷居が高くて‥‥なんて思っていませんか？ まずは、華道の基本を習って、普段の生活にも花を取り入れ
てみましょう！ お花のある生活で運気もUP！
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

子供のためのシェイクスピア
『リア王』

8月26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 3,500円→ 2,800円 10枚
青少年

（25歳未満） 2,000円→ 1,400円 10枚
※	6歳以上入場可
※	全席指定

●締切日／6月26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

親子のためのファミリー・ミュージカル
『ピノキオ～または白雪姫の悲劇』
9月2日㈯　14：00	開演
9月3日㈰　11：00	開演
びわ湖ホール　中ホール

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

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

●締切日／6月26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

邯	　鄲
7月1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／6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

劇団四季ミュージカル
『嵐の中の子どもたち』
8月5日㈯　15：30	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歳～小学生） 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	一般料金
(定価）との差額を頂戴いたします。

●締切日／6月26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

華原朋美
「TOMOMI	KAHALA	CONCERT	TOUR	2017

	～CARRY'S	SON	and	CLASSIC～」

10月28日㈯　17：30	開演
栗東芸術文化会館さきら　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,800円→ 5,800円 15枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／6月26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
ほたる寄席

8月27日㈰ ･ 10月29日㈰ ･　
平成30年1月21日㈰	各公演とも	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

3公演セット 3,000円→ 2,400円 5セット
2公演セット 2,000円→ 1,400円 5セット
単独公演 1,600円→ 1,100円 各5枚
※	全席指定　※	未就学児入場不可
※	セット購入の際、すべて同一座席でご用意できない場合があります

〔出演〕 
第二十二回　林家菊丸 笑福亭風喬 笑福亭喬介
第二十三回　三遊亭兼好 入船亭小辰 三遊亭じゃんけん
第二十四回　桂文華 桂壱之輔 笑福亭呂好

●締切日／
6月26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＝山之上雅信

能	「邯鄲」
味方	玄

撮影/金の星
渡辺写真場

撮影：西野正将



–7–

互助会だより６月号

★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

宝くじ文化公演
藤原道山	×	SINSKE

～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～

9月18日（月･祝）	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
一　般 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚

高校生以下 1,000円（前売り）→ 700円 10枚
※	全席指定　※	未就学児入場不可

〔出演〕 藤原道山（尺八）
 SINSKE（マリンバ）

●締切日／6月26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
ルシオール音楽塾

9月24日㈰ ･ 10月22日㈰ ･
12月10日㈰　各公演とも	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

3講座セット 2,000円→ 1,400円 5セット
単独講座 800円→ 600円

各5枚単独講座
（25歳以下） 500円→ 400円
※	全席自由　※	未就学児入場不可

〔プログラム内容〕
第10回　ビゼー「カルメン」～フランス・オペラの魅力～
第11回　ドビュッシーの新しい響き～前奏曲集第1集～　
第12回　モーツァルト～室内楽の魅力～

電話
XFA

インターネット

キラキラ★プリキュアアラモード
ドリームステージ♪

～メチャまぜ♥キラパティレビュー～

9月30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
※	3歳以上有料。
2歳以下のお子さまは保護者1名に
つき1名まで膝上鑑賞可。
但し、お席が必要な場合は有料。

※	おとなの方による「コｽチュー ﾑ	（仮
装）」での入場、お子さまだけでの
入場/観覧は固くお断りいたします。

●締切日／6月26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

市川海老蔵
古典への誘

いざな

い
11月12日㈰　15：00	開演

守山市民ホール　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S　席 10,800円→ 9,300円 10枚
A　席 9,000円→ 7,500円 10枚

※	未就学児入場不可　※	全席指定

〔出演〕
　　市川海老蔵　片岡市蔵
　　市川九團次　大谷廣松

●締切日／6月26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

爆笑よしもとお笑いライブ
in	野洲	2017

7月22日㈯	13：00/16：00	開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 4,000円（前売り）→ 3,200円 各10枚
※	5歳以上有料
※	4歳以下膝上無料
　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

●締切日／6月26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

関西フィルハーモニー管弦楽団
リラックスコンサートin野洲
9月3日㈰　15：00	開演

野洲文化ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 4,000円→ 3,200円 10枚
※	全席指定　※	未就学児入場不可　

●締切日／6月26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

●締切日／
6月26日㈪

※	締切日を過ぎますと
　キャンセﾙ・変更は
　できません。

©ABC-A・東映ｱニﾒー ション

©SHIN.YAMAGISHI



–8–

互助会だより６月号

★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

五木ひろし
コンサート2017

9月12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／6月26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

ザ・ニュースペーパー
京都2017

9月18日（月･祝）　14：00/17：30	開演
ロームシアター京都　サウスホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 5,800円→ 4,600円 各10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	小学生以上有料　

●締切日／6月26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

杉山清貴
acoustic	solo	tour	2017
8月12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 6,000円→ 5,100円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／6月26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

ダニエル・ハリトーノフ
ピアノ・リサイタル

12月5日㈫　19：00	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 3,800円→ 3,000円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／6月26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	宝くじ文化公演
アルフレッド・ハウゼ・
タンゴ・オーケストラ

7月22日㈯　15：00	開演
文化パルク城陽　プラムホール（東館2階）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,000円（前売り）→ 2,400円 10枚
※	未就学児入場不可
※	宝くじの助成により特別
料金になっています

※	前売で完売の場合、当
日券の販売はありません
　

●締切日／6月26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
コロッケ特別公演

8月 5 日㈯　11：00	開演
8月13日㈰　11：30	開演

新歌舞伎座
区 分 あっ旋料金 予定枚数

2階席 5,000円→ 4,500円 各10枚
※	全席指定
※	3歳以下のご入場はお断り致し
ます。

※	4歳以上の入場可（チケット必要）
※	座席は「特別優待対象席」に
なります。

●締切日／6月23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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日本センチュリー交響楽団
いずみ定期演奏会	No.36

8月11日（金･祝）	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

※	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）
　 コントラバス：村田和幸（日本センチュリー交響楽団首席奏者）
〔曲目〕 ハイドン：交響曲 第60番 ハ長調 Hob. I ：60　「うっかり者」
　 ディッタースドルフ：コントラバス協奏曲 第1番 変ホ長調
　 ハイドン：交響曲 第54番 ト長調 Hob. I ：54
　 ハイドン：交響曲 第78番 ハ長調 Hob. I ：78

●締切日／6月26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
パリ・マグナム写真展

1000年忌特別展	源　信
地獄・極楽への扉 怖い絵展

◆会期／7月1日㈯～9月18日（月･祝）
◆場所／京都文化博物館

＊開館時間／10：00～18：00（金は19：30まで）
	 ※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）
	 ※但し7/24は臨時開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,000円→ 600円 50枚
高大生 600円→ 300円 30枚
小中生 300円→ 200円 30枚

※障がい者手帳等をお持ちの方と付添の方1名は無料	（要証明）
※2F総合展示と3Fフィﾙﾑ	シｱター もご覧いただけます

●このチケットの販売は6月30日㈮までです。

◆会期／7月15日㈯～9月3日㈰
◆場所／奈良国立博物館

＊開館時間／9：30～18：00（金・土と8/6～8/15は19：00まで）
	 ※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、7/18	 ※但し7/17・8/14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 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付添の方1名は無料（要証明）
※本展の鑑賞券で名品館もご覧いただけます

●このチケットの販売は7月14日㈮までです。

◆会期／7月22日㈯～9月18日（月･祝）
◆場所／兵庫県立美術館

＊開館時間／10：00～18：00（金・土は20：00まで）
	 ※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日	※但し9/18は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
大学生 1,000円→ 600円 30枚

※障がいのある方は各当日料金の半額（70歳以上除く）
　その介護の方1名は無料

●このチケットの販売は7月21日㈮までです。

窓口

窓口窓口

	 　

◆開催日／ 8月26日㈯・27日㈰
◆場　所／ 上高地・高山
◆募集人数／ ３０名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

予告！

40周年の記念事業として、一泊バスツアーを実施いたします！！
マイカー規制の乗鞍スカイラインや上高地など観光も見どころ満載！

※詳しくは次月号を
　ご覧ください！

40周年記念事業
一泊バスツアー
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心が晴れ晴れするﾎｰﾑペ ジー作ります。

株式会社	晴々屋
大津市打出浜2－1	コラボしが21	403号室

TEL：050－3631－3780
http://harebareya.jp
info@harebareya.jp

	

小林工業

大津市南小松988
TEL：０７７－596－0420
FAX：０７７－596－0529

５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】

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 ※６月にお誕生日を迎えられる会員様対象
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）

③阪神タイガース公式イヤーブック2017
 　　………………1名
●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／６月2６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。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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

●湯快リゾートが全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの
割引提携施設に仲間入りしました!!
　1泊2食付基本料金に対し、会員含む中学生以上の同伴者計6名まで、
精算時に各自500円が割引されます。
　55歳以上の同伴者の場合、証明書（免許証、健康保険証 等）の提示
により、さらに50円の割引となります。

　利用方法
・ 電話または湯快リゾートＨＰからご予約ください。
　（ご予約の際「全福センター会員」である旨をお伝えください）　
　湯快リゾートのＨＰ（http://yukai-r.jp/）
・  ご利用時フロントにて全福センターマークのある会員証または「協定施

設割引券」をご提示ください。精算時に割引されます。
　その他、全福センターでは多くの割引提携施設がございます。
　会報誌でご案内できていない内容等もございますので、詳しくは全福セ
ンターHPをご覧ください。
　※ご覧いただく際にＩＤとパスワードの入力が必要となります。


