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互助会だより
平成29年7月5日 発行

7 月 号
平成29年6月1日	 現在
事業所数	 1,059　
会 員 数	  6,121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/

　　

ロイヤルオークホテル　2Ｆ

「オリーブ・ガーデン」
120分食べ放題　炭火焼バーベキュー
　大人：５,５00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 7月26日（水） 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。　（７月３１日（月）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。

第４弾となる今回は‥‥ ロイヤルオークホテル ガーデンバーベキュー
  ￥2,000割引券を２0名様にプレゼント！ いたします。

40周年記念プレゼント

第４弾
 

 

 

ロイヤルオークホテル
ガーデンバーベキュー割引券
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５月号 第２弾!! 記念プレゼント（^ ^）
●新・都ホテル ランチorディナー 割引券●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。
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、
諦めずに、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
＆

メッセージ

　夏に行われるパーティーで中学時代の同級生に
出会ったことです。
　ほとんど連絡を取っていなかったのですが、ま
た遊びに行くようになりました（^^）v

　ケーキづくり教室に娘と参加しました。すっ
かり会話がなくなってしまった娘とケーキを
作りながら久し振りにたっぷり話し、笑うこ
とが出来ました。

　前の勤務先で、父が他界した時、おもいが
けず お香典をいただき、父に立派な花をかっ
たのを思い出します。

　約10年前、家族５人でＵＳＪに行かせて頂きまし
た。暑い中、一番下の子を抱っこしてアトラクショ
ンに並び、やっと３つ見ることができました。今
ではその子も中学生、その頃がなつかしく楽しい
思い出となりました。

　互助会創立30周年の年にソフトボール
大会に初出場しました。我々も若く、メン
バーを募れば即結成でした。初勝利を目ざ
して10年‥‥
　悲願は未達のまま、中心メンバーは60
才前後となりました。
　甲子園球児やスポーツ好きが多い職場で
すので、再出場を果たして一勝を挙げたい
と思っています。

●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

　10年前の新婚旅行で、ディズニーの
チケットを使わせて頂きました!!

　去年、やっと当たった阪神―巨人の野球チ
ケットが雨でなくなったこと‥‥
　今年は申込み忘れ‥‥来年また狙います!!

　昨年末の「労福協まつり」家族みんなで参
加させていただきました。
　ゲームしたり、駄菓子をもらったり子ども
たちはすごく楽しんでいました。

　マンネリ化していた生活が、互助会の利用
により生活を変化する事ができました。
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大津市勤労者互助会40周年記念事業一泊バスツアー
大自然の上高地と乗鞍スカイライン

絶景露天風呂の新穂高温泉２日間！
勤労者互助会40周年記念のビッグ事業です！ マイカーではなかなか行くことが出来ない乗鞍ス
カイラインや上高地などナド‥‥見どころが満載！ 宿泊先は５つ星と超豪華なお宿で、美味し
いお料理に舌鼓！ そして、ケーブルカーで行く露天風呂は絶景です。

◆開 催 日／	8/26日㈯～27日㈰　

◆場　　所／	岐阜・長野県
◆旅行代金／	

会　　員 同居家族 一　　 般
2名1室 19,200円 24,200円 39,200円
3名1室 17,200円 22,200円 37,200円
4名1室 15,200円 20,200円 35,200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。（大津駅前、大津京駅）
※この旅行は宿泊助成の対象外です。
※１名１室利用をご希望の方は、互助会事務局へお問い合わせください。

◆募集人数／	30名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

１
日
目

大津京駅（8：00）‖‖大津駅前（8：10）‖‖高山まつりの森（昼食）‖‖
‖‖新穂高ロ プーウェイ（日本唯一の2階建てロ プーウェイにて空中散歩）‖‖新穂高温泉（泊）（16：50頃）

２
日
目

ﾎテﾙ（8：00）‖‖上高地（約1.5時間滞在！大正池・河童橋付近などの梓川の清流と北ｱﾙプｽの大自然を満喫！）‖‖≪乗鞍ｽカイライン≫‖‖
　　‖‖飛騨高山（自由昼食・昔ながらの町並み散策）‖‖各地（18：30～18：40頃着）

◆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。
◦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。記念バｽ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。

互助会事務局へお電話でお申し込みください。
　お申し込み頂いた後、「事業共通申込書｣に
必要事項をご記入の上、互助会事務局まで、
077-523-3494にＦＡＸしてください。
　お支払いは、追って旅行社より連絡があり
ますので、指定日までにお支払いをお願い致
します。

◆ 申込方法 ◆

窓口 びわ湖大津プリンスホテル
スイミングプール

◆期間・時間／７月1日㈯～９月3日㈰　１０:００～１７:００
　　　　　　【8/1～7、8/9～16　9:00～18:00】※8/8はびわ湖大花火大会のため15：00まで

◆料 　　金／ 区　　分 あ	っ	旋	料	金 予定枚数
※�入場券につきましては、
互助会事務局または、
各商工会【瀬田・大津
北（堅田・志賀）】まで
会員証と代金をご用意
のうえ、お越しください。

おとな
（平　日）　　３，０００円	→	 １，２００円 ３０枚
（土・休日）　３，５００円	→	 ２，１００円 ３０枚

こども
（４～１２歳）

（平　日）　　１，５００円	→	  ６００円 　３０枚
（土・休日）　１，７００円	→  9００円 ３０枚

※ 天候や営業状況により、営業時間が
変更となる場合がございますので、
ご了承ください。

◆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】	 	電話受付	 9：30～17：30（月～土）	※日・祝日休み	 	店舗営業	 10：00～17：30（月～土）

互助会貸切のツアーです。
ご家族、お友達お誘い合わせの上、

ぜひご参加ください。
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好評につき
お早めに！！

2017びわ湖大花火大会観覧席券電話

受付開始！
 7月１1日㈫
 8時40分から

 

家族でのんびり釣りしてみませんか？
大人も子どもも釣れなかったとしても‥‥
つかみ取りでゲットできます！

◆開 催 日／ 8月6日㈰　
◆受付・集合場所／ くりはら　どんぐりの里　大津市栗原４２４－１
◆集　　合／ 9：45　　◆スタート／10：00
◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆参 加 費／

区　　分 会員・同居家族 一　　般

大　　人 1,000円 3,500円
小人（小学生） 500円 2,500円
釣り竿（１本） 1,500円

※未就学児は無料ですがイワナの塩焼きとご飯が必要な場合は１名に
　つき５００円の参加費がかかります。

◆募集人数／ 30名　　　◆締 切 日／ ７月28日㈮
　 ※荒天の場合は中止します。

◆内　容◆
■釣りの時間　10：00～12：00頃 
 （つかみ取り11：00～）
　※競技は行いません。
　※釣竿の持ち込みは禁止。
　参加者１名につきイワナ塩焼き１尾
とイワナ炊き込みご飯がつきます。
　釣った魚はお持ち帰りいただきま
す。（クーラーボックス等は各自ご持
参ください）
　つかみ取りは軍手使用可です。
　（軍手・タオル・着替え等は各自ご
持参ください）

イワナ釣り＆つかみ取り大会電話

◆日 時 ／　8月8日㈫　【荒天延期日１1日（金･祝）】
１９：３０～２０：３０（打ち上げ時間）

★★お申し込み★★
◎７月１1日㈫	８時４０分から	お電話（５２２－６４９９）でお申し込みください。
　観覧席券のお渡しは手配の都合上、７月１4日㈮以降となりますので互助会事務局まで
　会員証と代金をご用意のうえ、お越しください。

※お申し込み後のキャンセル・変更等はできません。	 ※予定枚数になり次第締め切ります。（先着順）
※会員と同居家族以外のご利用は通常料金での販売となります。
※席は順次お取りしていきますので、ご了承ください。	※湖上観覧席の取扱いはありません。

場　所 開場／集合時間
区　分

あ	っ	旋	料	金 予定
枚数 備　　　考

お問い合わせ 取扱締切日 通常料金 会員料金

●大津港湾周辺 17時00分 全席指定 4,400円→ 3,30０円
（前売り３,９００円）

８０枚
両日とも中止の場合のみ払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券を
ご持参のうえ、お越しください。

びわ湖大花火大会
実行委員会事務局

（びわこビジタｰズビュｰロｰ内）
　ＴＥＬ：５１１-１５３０　

７/21㈮
※予定枚数になり

次第締切

※３歳以上有料
※３歳未満の乳児等が保護者同伴の場合は無料
　（ただし、椅子は無し）

●柳が崎湖畔公園・び
わ湖大津館芝生広場
周辺

16時00分
※当日は終日公園
の一般公開はあ
りません。

全席指定 4,000円→ 3,20０円
（前売り３,８００円）

２４枚 両日とも中止の場合のみ払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券を
ご持参のうえ、お越しください。

びわ湖大津館
　ＴＥＬ：５１１-４１８７

（9：00～19：30）

７/21㈮
※	予定枚数になり

次第締切

※お席が必要でない未就学児は無料
　（ただし、お席が必要な場合は有料）
※ベビ カーー でのご入場はご遠慮ください。

◆申込方法／ 
締切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（事務局から送信または、互助会ﾎｰﾑ
ペ ジーからダウンロ ドー）に必要事項をご記
入のうえ、事務局へＦＡＸ（５２３－３４９４）で
お送りください。
参加費は、後日振込依頼書をお送りします
ので、到着後３日以内にお振込みください。
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観光果樹園利用補助券
◆補 助 額／	大　人	５００円
	 小　人	４００円
	 幼　児	３００円	 　

◆利用方法／	利用補助券を各施設窓口にてご提出のうえ、
入園料をお支払いください。

（会員証のみの提示では割引利用いただけません。）

果樹園名 樹種 開園期間 開園時間
会員料金（補助券利用時入園料）

大　　人
（中学生以上）

小　　人
（小学生）

幼　　児
（３歳以上）

ｱグリパ クー竜王観光果樹園
（竜王町山之上）
　TEL：０７４８－５７－１３１１

ぶどう
８月上旬～　	
　　１２月上旬

９：００～１７：００
（受付は16：00まで）

８００円
6００円 4００円

梨 ７００円
柿 ５００円 ４００円 ２００円

今荘観光ぶどう園（長浜市今荘町）	
　TEL：０７４９－７４－１３２２ ぶどう ８月上旬～　	

　　９月下旬
９：００～１７：００
（受付は16：00まで） ７００円 ５００円 ３００円

マキノピックランド	
（高島市マキノ町寺久保）	
	
　TEL：０７４０－２７－１８１１

ブﾙｰベリー ６月下旬～　	
　　９月上旬

９：００～１６：００

7００円 ４００円 ２００円ぶどう
〔ヒﾑロッド・シ ドーﾚｽ〕

８月上旬～　	
　　８月中旬

ぶどう
〔ヒﾑロッド	他〕

８月中旬～　	
　　９月中旬 １,1００円    8００円    5００円

くり ９月中旬～　	
　　１０月中旬 １,1００円    ４００円

下記の果樹園で
ご利用いただけます。
（お買い物にはご利用いただ
けません。）

�
｜
�
｜
�

窓口

窓口

◆公開時間／	 午前=９：００～１２：００（富士見を除く）　午後=１３：００～１６：００
	 ナイター=１７：００～２０：００（富士見のみ）
	 ※におの浜は９：００～２０：４５（土曜日は１３：００～２０：４５）
◆料 　 金／ 区　　分 あ	っ	旋	料	金 予定枚数

※	入場券につきましては、互助
会事務局または、各商工会
【瀬田・大津北（堅田・志賀）】
まで会員証と代金をご用意の
うえ、お越しください。

通常料金 会員料金
大　人（高校生以上） １，６００円	→	 １，４００円 50組
小　人（中学生以下）
高齢者（65歳以上） １，０５０円	→	  ９００円 50組

施　設　名 ＴＥＬ 公　開　日

皇子が丘公園プール
５０ｍプール

５２６－３０８５
７月２０日～８月３１日　※7/２１・28は休み
（7/25～27・31～8/4・7～８は午後のみ）

２５ｍプール ７月２０日～８月３１日
幼児プール ７月２０日～８月３１日

伊香立市民プール ５９８－３１９９ ７月２０日～８月３１日
雄琴臨水公園プール ５７８－８６６１ ７月２０日～８月３１日
坂本市民プール ５７８－８６６０ ７月２０日～８月３１日
におの浜ふれあいスポーツセンター ５２７－３５５３ ７月１日～８月３１日　※火曜定休

（入館時間から３時間利用できます）
なぎさ公園プール ５２７－３９６０ ７月２０日～８月３１日
富士見市民プール ５３３－０８２０ ７月１日～９月２２日　※午後・夜間のみの公開　月曜定休

（7/1～19・9/1～22の平日は午前も公開）
晴嵐市民プール ５３７－４９９５ ７月２０日～８月３１日
唐橋公園プール ５４５－２３５０ ７月２０日～８月３１日
南郷公園プール ５３７－４６０１ ７月２０日～８月３１日
田上公園プール ５４６－４６０９ ７月２０日～８月３１日
曽束市民プール ５４６－５６１１ ７月２０日～８月３１日

◆５枚１組の
　料金です。

大 津 市 営 プ ー ル
◆�におの浜は１回３時間入替制、
　その他は、１回半日入替制

利用補助券につきましては、互助会事務局または、
各商工会【瀬田・大津北（堅田・志賀）】まで
会員証をご用意のうえ、お越しください。
※お申し込みには、利用人数のご記入が必要です。
※天候等により開園時期が多少変更になることがあります。
　利用果樹園へ事前にお問い合わせください。
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★★申込方法は、14ページをご覧下さい。

ロマン派症候群
9月16日㈯　15：00 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 3,000円→ 2,400円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,500円→ 1,100円 10枚
※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／7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

小泉和裕指揮
日本センチュリー交響楽団

9月23日（土･祝） 15：00 開演
滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 4,000円→ 3,200円 10枚
A　席 3,000円→ 2,400円 10枚

※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／7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

島津亜矢コンサート2017
～初志～

10月9日（月･祝）　14：00/18：00 開演
滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 7,000円→ 6,000円 各10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可　

●締切日／7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

英語コンサート夏公演2017
FUN FUN SUMMER ADVENTURE
しまじろうと英語で歌って踊って遊ぼう！

8月20日㈰　11：30/14：00 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 3,120円→ 2,500円 各10枚
※	3歳未満は保護者1名につき、お子さま	
1名まで膝上無料

　	お席が必要な場合は有料
※	事務局までお電話（522-6499）でお申
し込みください。

※	ご希望時間がすでに完売の場合もあり
ますのでご了承ください

●締切日／7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。　

電話

窓口 夏シーズン入園券のあっ旋 !!
　ひらかたパークの夏季チケットが、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、７月１日㈯～9月３日㈰の間でご利用いただける夏季チケットです。※プールは７月8日㈯からとなりますのでご注意ください。

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。
◎フリーパスは「のりもの乗り放題＋イベントホール入館可

（一部対象外イベントあり）」です。
◎プールでの有料スライダーご利用は別途料金が必要です。
◎天候などにより営業時間を変更する場合があります。

フリーパス引換券付入園券
（有効期限：7/1～9/3）

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
プール入場付入園券
（有効期限：7/8～9/3）

おとな ２，３００円	 １，９００円
こども（2歳から小学生） １，３００円	 １，１００円

【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

■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。

内藤裕敬 ©kiyotaka.saito
仲道郁代 ©Iｖan	Maly　小泉和裕
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★★申込方法は、14ページをご覧下さい。

琵琶湖就航の歌誕生100周年記念
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高島

10月1日㈰　14：30 開演
高島市民会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 4,000円→ 3,200円 10枚

高校生以下 2,500円→ 1,800円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可　

●締切日／7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

東儀秀樹×古澤巌×ｃｏｂａ
全国ツアー2017

TFC55 LEVEL Ⅳ

8月9日㈬　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
全席指定 6,800円→ 5,000円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／7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

通崎睦美 コンサート
「今、甦る！木琴デイズ」vol.8

～アンコール Ⅰ～

10月26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 4,000円→ 2,800円 各10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／7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

城陽市市制施行45周年記念事業
大黒摩季 Maki Ohguro 2017 Live-STEP!!

～Higher↑↑Higher↑↑中年よ熱くなれ!!Greatest Hits+～

10月22日㈰　17：00 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 6,800円（前売り）→ 5,800円 10枚
※	4歳以上有料
※	3歳以下膝上可（但しお
席が必要な場合は有料）

※	チケットは8/26以降のお
渡しとなります。　

●締切日／7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

城陽市市制施行45周年記念事業

フォレスタコンサートin城陽
11月18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 5,500円（前売り）→ 4,400円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／7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
福田こうへい特別公演
9月9日㈯・9月17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／7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

©中川忠明

写真提供：BS	日テﾚ、写真はイﾒー ジです。

©SHIN.YAMAGISHI
指揮・お話
藤岡幸夫

©s.yamamoto
コンサ トーマｽター

西川茉利奈
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★★申込方法は、14ページをご覧下さい。

魔法の美術館 ブリューゲル　
『バベルの塔』展

メガ恐竜展 2017
巨大化の謎に迫る

創建1250年記念
奈良　西大寺展

～叡尊と一門の名宝～

◆会期／7月15日㈯～9月3日㈰
◆場所／大阪文化館・天保山（海遊館となり）

＊開館時間／10：00～17：00　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／会期中無休

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
高大生 800円→ 400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9月1日㈮までです。

◆会期／7月18日㈫～10月15日㈰
◆場所／国立国際美術館（大阪・中之島）

＊開館時間／10：00～17：00（金・土は21：00まで）
　　　　　　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日　※但し9/18・10/9は開館

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 600円→ 400円 30枚

※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料	（要証明）

●このチケットの販売は10月13日㈮までです。

◆会期／7月25日㈫～9月3日㈰
◆場所／大阪南港　ATCホール

＊開館時間／9：30～16：30　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／会期中無休

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,600円→ 900円 50枚

3歳～中学生 900円→ 500円 30枚
※障がい者手帳等を所持の方1名につき	介助者1名は無料
　ご本人は有料（要証明）

●このチケットの販売は7月24日㈪までです。

◆会期／7月29日㈯～9月24日㈰
◆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／7/31・8/7	8/21・8/28

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7月28日㈮までです。

窓口 窓口

窓口窓口

～TOKYO JAZZ CIRCUIT in OSAKA～
渡辺貞夫

CALIFORNIA SHOWER 2017

8月27日㈰　16：30　開演
ザ・シンフォニーホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 9,500円→ 8,100円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／7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219回定期演奏会

9月15日㈮　19：00 開演
9月16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：ジョージ・ヴァチナーゼ
　	 ヴィオラ：丸山奏（日本ｾﾝﾁｭﾘｰ交響楽団首席奏者）
　	 合唱：バッハアカデミー合唱団
〔曲目〕	 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番	ニ短調	作品	30
	 カンチェリ：ステュクス～ヴィオラ、混声合唱と管弦楽のための

●締切日／7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

©Masaya	Takagi
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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（7：40）‖‖大津駅前（8：10）‖‖大津京駅前（8：20）‖‖道の駅・神戸フﾙ ツーフラワｰパ クー大沢（お買物）‖‖
‖‖六甲オﾙゴｰﾙミュー ジｱﾑ（見学）‖‖三宮・ｽテ キーランド神戸館（鉄板焼きランチをご賞味）‖‖神戸布引ハ ブー園山麓駅++++神戸ロー プウエイ++++

++++山頂駅++++山麓駅 ‖‖神戸港・中突堤～～≪約40分間のクﾙ ジーング≫～～中突堤‖‖各地（18：00～19：10頃） 	

◎近江鉄道のデラックスバスを利用。
 ・定員40名乗りなので足元がゆったり。スリッパをご用意。靴を脱いで車内でリラックス。
　 ・車内にてコーヒーサービスとペットボトルのお茶をご用意。

  ・近江鉄道オリジナルグッズが当たる車内抽選会を実施。さらにバスガイド付き！

◆開 催 日／	8/10㈭
◆場　　所／	兵庫県
◆旅行代金／	会　　員	 5,888円
	 同居家族	 ７，８８８円
	 一　　般	 ８，８８８円
◆募集人数／	４0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

◆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（13：30）‖‖大津駅前（14：00）‖‖大津京駅前（14：1０）‖‖
‖‖大塚国際美術館（読売旅行夜間特別貸切！閉館後の大塚国際美術館へご案内！）約3時間滞在 ‖‖各地（23：0０～23：4０頃）		

◎ テレビ番組でも取り上げられた「行ってよかった美術館ランキング1位」の人気美術館！
　世界25ヶ国の美術館が所蔵する至宝の西洋名画1,000余点をオリジナル作品と同じ大きさに
　複製し展示しています。

◎夜間貸切限定！モネの愛した大睡蓮を幻想的なライトアップで鑑賞。◎美術館スタッフによる作品解説付

◆開 催 日／	8/19㈯
◆場　　所／	徳島県
◆旅行代金／	会　　員	 9,980円	
	 同居家族	１１，９８０円	
	 一　　般	１２，９８０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

＊夕食
　（お弁当）付き

大塚国際美術館
【ナイトミュージアム読売旅行貸切鑑賞】

コース番号：640－0810－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）

夏の神戸 ・ 六甲涼風スケッチと
黒毛和牛鉄板焼ランチ

コース番号：
640－0515－G

＊昼食付き
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◆開催日時／①②8/9・23・９/6・20・10/4　水曜日　　
　　　　　　　　①10：00～12：00　全５回　②13：30～15：30　全５回
◆開催場所／	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）現在お手持ちの絵具・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） 絵の具等については、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／ ①②ともに ２,5００円	 ◆定　　員／ ①②ともに 15名
◆申込期間／ 7/18㈫～7/28㈮
	 定員15名を超えた場合は、7/31㈪	事務局内にて抽選後、当選者に連絡させていただきます。

①お手軽スケッチ教室Ⅰ
②お手軽スケッチ教室Ⅱ

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！！　※電話受付のみ（FAX・メール不可）

※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

夏休みの自由工作にも！
唐橋焼 陶芸教室 ～Myカレー皿を作ろう♪～

◆開催日時／ 8/3 木曜日　
 10：00～12：00　全 1 回
◆開催場所／ ５Ｆ	大ホール
◆講　　師／ 唐橋焼窯元　若山　義和	先生
◆持 ち 物／汚れても良い服装（エプロンなど）・
 飲み物・タオル
◆参 加 費／1,800円（材料費含む）
◆定　　員／50名

◆内　 容／ 夏休みの自由工作にも！！
粘土でパーツをはりつけてお皿を作っていきま
す！好きな絵柄を考えたり、楽しく♪自分用の
カレー皿を作ってみよう♪
小さい子どもさんは大人と一緒に♪お父さん
お母さんやおじいちゃんおばあちゃんと・・・
小学４年生以上なら一人でも作れます。

（8月30日には焼き上がりお渡しできます）
※小学３年生以下は保護者同伴が必要です。

◆申込期間／ 7/7㈮ＡM8：４０～7/31㈪　
	 ※先着順

◆開催日時／7/29・8/5・19・26・９/２ 土曜日　10：30～11：30　全５回
◆開催場所／ ４Ｆ	会議室2
◆講　　師／ キーデザイン　加藤　弘貴	先生　　　　
◆持 ち 物／ 筆記用具・パソコン（パワーポイントソフトの入っているパソコン）
◆内　　容／ プレゼンで困っていませんか？？ 
　　 　 　　初心者や未経験者の方はもちろん、自己流でパワーポイントを使って

いるけれど、基本をもう一度より効率の良い作業法を習得したい！と
いう方にもおススメです。　

 ※随時質問を受けるスタイルで行います。
◆受 講 料／2,500円（教材費	700円）
◆定　　員／15名　　　◆申込期間／7/7㈮ＡM8：４０～7/25㈫　※先着順

プレゼンで便利に使おう！
はじめてのパワーポイント使い方基本講座
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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！！

◆開催日時／ 8/23　水曜日　10：00～12：00　全１回
◆開催場所／ ２F　和室
◆講　　師／ 疋田　ゆかり	先生　
◆持 ち 物／筆記用具・汚れてもよい服装

◆内　　容／ 「クリニカルアート（臨床美術）」とは？
	 五感を刺激する独自のアートプログラムに沿って創作すること

で、脳が活性化や個性豊かな表現へとつないでいきます。まだ
まだ発達中のこどもたちに、ただ絵を描くだけでなく、感じる
力を育むことによって表現の可能性を広げてみませんか？

 今回は、アートセラピー用に開発されたオイルパステルを使っ
て、世界に一つだけの色を作っていきます。自分の色ができた
ら、オリジナルの色名を考えて完成！夏休みの宿題にしたい方
は、筆記用具を持ってきて、実験記録をつけてみよう！

 ※ 「臨床美術」及び「臨床美術士」は、日本における㈱芸術造形
研究所の登録商標です。

◆受 講 料／ １,０００円（教材費	５００円）

◆定　　員／15名

◆申込期間／7/18㈫ＡM8：４０～8/18㈮
	 ※先着順

夏休みの宿題にも！
クリニカルアートで 「夏休み★色実験」

～世界に一つだけの色を作り出そう♪～

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。教材費は講座当日に徴収いたします。

※スケッチ教室のみ7月31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・大津市勤労福祉センター自主事業 申込方法★

対象：5歳～12歳
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　平成29年度第１回理事会（5/25開催）及び定時評議員会（5/30開催）において、「平成28年度事業報告及び
収支決算報告」について承認を得ましたのでご報告します。

●一般会計事業報告
項目 内　　　　訳 合　計

共
済
給
付

祝金 438名

760名
見舞金 69名

死亡弔慰金 125名

退会餞別金 128名

文
化
事
業

講座等受講助成 71名

1,512名展覧会・美術展等 675名

コンサ トー・演劇等 766名
体
育
事
業

自主
事業

イワナ釣り・トﾚッキング・ソフトボｰﾙ・
グラウンドゴﾙフ・ボウリング・ゴﾙフコンペ 375名

597名
斡旋
事業 甲子園年間予約席等 222名

厚
生
事
業

自主
事業 互助会夏まつり・ケ キー教室 287名 287名

助
成
事
業

宿泊施設利用助成 2,357名

4,048名
ユニバｰサﾙ・ｽタジオ・ジャパン 514名
がん検診・人間ドック受診助成・
インフﾙエンザ予防接種 921名

推奨ツｱｰ 256名

斡
旋
事
業

映画優待券・前売券 2,378名

5,538名

遊園地・ﾚジャー 施設等 1,590名

ｽポ ツー施設（プｰﾙ・ｱイｽｱリー ナ・ｽポ ツークラブNAS） 127名

果樹園等（県内果樹園・いちご園・りんご＆ジュー ｽ） 217名

イベント利用（花火・映画等） 139名
グﾙﾒカ ドー・回数券（琵琶湖大橋）・
こども商品券等 1,087名

　 ●一般会計収支決算報告
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

基本財産利息収入 67,155 

会費収入 36,218,000 

入会金収入 334,000 

事業収入 11,582,570 

補助金等収入 19,114,000 

雑収入 1,082,957 

共済金掛金収入 1,470,000 

特別会計繰入金 1,000,000 

前期繰越金 3,397,316 

収入合計 74,265,998 

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 18,014,472 

福利厚生事業費 22,628,265 

人件費 21,772,756 

一般管理運営費 7,413,235 

特定預金支出 3,004,512 

震災義援金支出 100,000 

次期繰越金 1,332,758 

支出合計 74,265,998 

◆ 平成2８年度　一般会計・施設管理事業特別会計事業報告及び収支決算報告 ◆

●施設管理事業特別会計事業報告
項　目 内　　　　訳 件　数 人　数

施設利用
状　況

大津市勤労福祉センター 5,173件
107,468名

大津市勤労者体育センター 4,493件

自主
事業

心と美♥身体の癒しサマ フーェｽティバﾙ

30件 1,592名
唐橋焼　陶芸教室　干支づくり教室
子どもの日　デコ巻きずし教室
びわガｰデン
パティシエ気分でケｰキ作り教室　他

センター
講座

ピラティｽ＆ヨガ教室

61件 977名
お手軽ｽケッチ教室ⅠⅡ
歴史講座
がんばらないヨガ教室ⅠⅡ
お茶の心とお点前講座　他

ﾎｰﾑ
講座

心とからだのﾒンテナンｽヨガ教室

10件 79名
やまとなでしこ体験講座
ハワイｱンフラ教室
ちょっと気になる家庭料理教室
ボイｽトﾚｰニング講座　他

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

事業収入 3,304,955 

施設管理委託金 28,209,000 

利用料収入 12,360,175 

雑収入 95,434 

前期繰越金 3,147,188 

収入合計 47,116,752 

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

自主事業費 765,703 

センター 事業費 3,802,000 

施設管理事業費 38,723,520 

一般会計繰入金支出 1,000,000 

次期繰越金 2,825,529 

支出合計 47,116,752 

●施設管理事業特別会計収支決算報告

●会員数・事業所数報告
事業所数 会員数

4	月 1,018件 5,879名
5	月 1,034件 5,988名
6	月 1,034件 5,995名
7	月 1,034件 5,999名
8	月 1,040件 6,081名
9	月 1,039件 6,073名
10月 1,049件 6,081名
11月 1,054件 6,081名
12月 1,057件 6,086名
1	月 1,058件 6,088名
2	月 1,061件 6,085名
3	月 1,061件 6,066名
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◆ 平成２9年度　役員・評議員・事業推進員等のご紹介 ◆

　平成29年度の役員等の皆様は次のとおりです。
　互助会の福利厚生事業推進のため、どうぞ宜しくお願い申しあげます。

〈名誉会長・顧問・参与〉	 	
職 名 氏　　名 事 業 所 名

名誉会長 越　　直美 大津市長

顧　問
柴田　　貢 ㈱ニュー ブライダﾙ花嫁の館
辻川　幹男 ㈱つじ川
後藤　又久 ㈱マﾙゴ

参　与

浮守　隆夫 滋賀県勤労者住宅生活協同組合	専務理事
森田　武史 全労済滋賀県本部	専務執行役員
松畑　　誠 近畿労働金庫	大津支店長
西岡　正光 大津地区労働者福祉協議会	会長

〈理事〉
　平成29年5月30日～平成31年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

理事長 永味　義國 あかね工芸社

副理事長
星田　知信 都建設㈱
和田　一夫 ㈲三共自動車
坂口　昌弘 坂口テﾚビサ ビーｽ㈱

理			事

泉谷　勝彦 K・I・Association
大西　壽子 三協電気工業㈱
小寺　昌一 ㈱小寺製作所
中山　幸子 ㈱中山ｽポ ツー
西川　　聡 瀬田商工会
二柳　裕蔵 みのり苑㈱
川端　二郎 大津北商工会
若林　武彦 大津美工㈱
西村　一男（新任）㈲西村商店
清水　美幸（新任）大津市商工労働政策課長

専務理事 齋藤　　弘 互助会事務局長

〈監事〉
　平成29年5月30日～平成31年定時評議員会終結の時まで

役員名 氏　　名 事 業 所 名

監　事
久保　惠史
横井　昭次 税理士法人	横井会計
松田　哲男 大津市会計管理者

〈評議員〉
　平成29年5月30日～平成33年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

評議員

猪飼　　勉 宮川印刷㈱
笠原　　陵 医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
坂上　早苗 ㈱ＳＩＮ
城　　　務 滋賀硝子㈱
竹之内米貴 ㈱タケノウチ
西村佳代子 滋賀県広告美術協同組合
平田　一郎 平田建築設計事務所
福島　行宏 ㈱滋賀給食
和田　光平 ダイワ看板㈱
奥村　利樹（新任）奥村管工㈱
草野　吉方（新任）㈱ケイテック
前原　敏文（新任）㈱月の輪自動車教習所
山田　　崇 大津市産業観光部長

〈事業推進員〉
　平成28年6月16日～平成30年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

事　業
推進員

西村　一男 ㈲西村商店
西岡　功一 ㈱ニシオカ
岡田　朋子 華頂看護専門学校
竹内　健司 比良ゴﾙフ倶楽部
二柳明日香 みのり苑㈱
前川　善一 ㈱パイプラインサ ビーｽおおつ
山本　貴由 グロ ビーック㈱
渡辺新太郎 滋賀県消火栓標識㈱
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6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

緑の基盤は土づくりから
～｢緑｣に関するお手伝い～

ジーエム環境株式会社 

大津市富士見台38－35
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０７７－537－3450

安心と信頼の住まいづくり

株式会社 馬場工務店

大津市尾花川18－15
ＴＥＬ：０７７－523－1880
ＦＡＸ：０７７－521－0972

　

滋賀教科図書販売株式会社 
大津市におの浜3－5－10
ＴＥＬ：０７７－-523－2957
ＦＡＸ：０７７－526－3368
www.shigakyouhan.com/

家庭でも上手にできる
お菓子作りのコツを教えます。

Le Tablier

大津市秋葉台15－68
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０７７－521－4498

　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

得 得プレゼント ●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／７月25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。

①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
　※７月にお誕生日を迎える会員対象　………………５名

②ひらかたパーク　パーク入園券…………ペア１組

下記の賞品を抽選でプレゼントします。


