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互助会だより
平成29年8月4日 発行

8 月 号
平成29年7月1日	 現在
事業所数	 1,059　
会 員 数	  6,117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/

　　

受付開始！
 ８月10日㈭

8時40分から

★コース料理

　　　★フリードリンク

今年、大津市勤労者互助会は設立40周年を迎えました！
そこで‥‥例年の互助会夏まつりを拡大して40周年記念祝賀会を行います!!

アトラクションや豪華景品が盛り沢山の抽選会もございます!!　
ゆっくりと食べて飲んで‥‥会社の同僚やご家族でぜひお越しください。

お待ちしておりま～す。

◆日　　時／	 10月27日㈮  18時30分～21時（予定）
	 	 （受付：17時30分～）
◆場　　所／	 びわ湖大津プリンスホテル　コンベンションホール（淡海)
◆参 加 費／	 会　　員	 2,0００円	
	 同居家族（子供同額）	 2,5００円	
◆募集人数／	 先着　600名　	※定員になり次第締め切ります。

◆申込方法／	 8月10日㈭8時40分から電話でお申し込みください。電話での
予約後、「事業共通申込書②」（利用ガイド Ｐ１３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、事務局まで ＦＡＸ（523-3494）で送信してください。

◆申込締切／	 9月22日㈮
◆キャンセル料／ 10/20㈮以降 ……100％

記念祝賀会

※食事のいらないお子様が参加される場合は申込の際お知らせください。
　（お席の確保をいたします。抽選会参加不可）
※当日は互助会事務局の窓口業務は１７時までとさせていただきます。
※ホテルの駐車場が限られているため当日は公共交通機関またはJR大津駅発の無料シャトルバスのご利用をおすすめいたします。

＜イﾒー ジ＞
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※イﾒー ジです

新・都ホテル　本館１Ｆ
バイキングレストラン 「ル・プレジール」
ランチ　　大人：3,000円から 2,000円補助
ディナー　大人：4,940円から 2,000円補助

●応募方法
郵便ハガキに、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 ８月25日（金） 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。（8月３１日（木）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５弾となる今回は‥‥第２弾でたくさんのご応募をいただきました。。。

新・都ホテル ランチ or ディナー バイキング ￥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５弾

 

 

 

新・都ホテル
ランチ or ディナー 割引券
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６月号 第３弾!! 記念プレゼント（^ ^）
●琵琶湖ホテル 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

27年11月に比叡山をハイキングし、その後、
近くの山に登るようになりました。
きっかけづくりとなる企画を作っていただき
ありがとうございました。

互助会の行事に参加したことはないのですが
毎年、割引チケットをいただいて、娘と２人
で映画を観に行くのを楽しみにしています！

労福協まつりに孫と三人で行きました。
最初から終わりまでいて抽選会やゲーム、バザー、
一日中楽しく過ごし、孫も大喜びでした。

何回か映画鑑賞券に当選させて頂き、映画を見に
行かせてもらいました。
それと毎年、宿泊助成を利用して、妻と旅に出て
おります。

二人の子どもが幼かったころはじめて互
助会のイベントで「潮干狩り」に参加し
て、子どもたちにとってはじめての海、
はじめての潮干狩りでとても喜んで家族
中楽しかったことを今でも話題になりま
す。
今、子どもは二人とも結婚、独立してこ
れからは夫婦二人でいろいろなことに参
加させていただき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

互助会主催のソフトボール大会でなかなか勝てない
ので、こちらで挽回したいと思います。

アンパンマンミュージアムの割引を利用
させていただきました。
６才と２才の娘たちも大喜びで楽しんで
来ました♪

労福協まつりに参加を昨年初めてさせて
いただきました。
おもちつきや、先着のプレゼントに並ぶ
もすべて私の寸前でアウト‥‥でした。
しかし、子供のイベントは大喜びで、駄
菓子をもらえるのがすごくうれしかった
ようです。

デコ寿司の教室に参加させていただきました。
家であんなかわいいお寿司を作ったことがない
ので、子供達２人も大喜びでした。
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1 ３ ４ ７
滋賀県勤労者互助会連合会

大人（１8歳以上）
通常料金7,400円⇒ 6,800円

小人（４歳～１１歳）
通常料金4,800円⇒ 4,500円

中人（１2歳～１7歳）
通常料金6,400円⇒ 5,800円

下記の購入申込書をコピーまたは切り取ってチケット販売窓口にご提出ください。
さらに!! 『コーポレートプログラム利用券』も併せてご利用いただけます。〔会員：1,500円／家族：500円割引（年度内一回限り利用可）〕
　　※ご利用対象者は、購入申込書１枚につき会員とその同居家族５名様まで購入可能です。
　　※コーポレートプログラム利用券は、互助会事務局と瀬田・大津北（堅田・志賀）商工会で取り扱っています。
　　※ご利用の際は、購入申込書の注意事項を必ずご確認ください。　

「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」 9月1日㊎～9月30日㊏
※上記どちらかのパークにて、実施期間中のお好きな１日に特別料金でお楽しみいただけます。  ※土日祝を含む全日
※入園保証なし（入園制限中のパークではご利用いただけません。）

コーポレート
プログラム
契約限定

	

第３9回理事長杯争奪ソフトボール大会
◆開 催 日／ ９月23日（土･祝）　午前8時30分 集合　※試合開始　午前９時

◆場　　所／ 皇子山総合運動公園グラウンド　※雨天中止
◆参加資格／ 会員・同居家族
◆募集チーム／１５ チーム
◆参 加 費／	１チーム	７，０００円	　　個人参加	1人	8００円
◆締 切 日／ ９月8日㈮
◆参加方法／ ◦１事業所１チｰﾑとし、選手登録は1５名以内です。

◦１事業所で１チｰﾑ編成不可の時は混成チｰﾑまたは個人参加も可能です。
　＊個人参加の場合、チｰﾑ編成は事務局で行います。
◦申込書には、出場ﾒンバｰ・審判３名を記入してください。
　＊組み合わせ抽選は、締め切り後に事業推進員会議で行います。組み合わせ表は、後日送付いたします。

◆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日以内にお振り込みください。
◆試合方法／ ①トー ナﾒント方式で、１試合５回戦（５０分を越えて新しいイニングに入らない）
	 ②同点の場合は、ジャンケンで勝敗を決める。
	 ＜大会特別ルール＞
	 ◦投球方法は、“ｽロ ピーッチ” に限ります。
	 ◦１試合において、５０歳以上又は女性が５回を通して出場した時は、１人につきハンディ１点を追加する。
	 ◦盗塁は禁止。

受付開始！
 8月7日㈪から電話

＜昨年の様子＞

　個人の参加もＯＫです！！
みなさんのご参加をお待ちしています。



–5–

互助会だより８月号

　 　
◆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

◆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（7：15）‖‖大津駅前（7：45）‖‖大津京駅（7：55）‖‖賀露港（海産物店・お買物）‖‖
‖‖鳥取砂丘（彩り海鮮チラシと海鮮陶板焼き御膳の昼食と鳥取砂丘散策）‖‖

‖‖梨農園（本場鳥取の20世紀梨狩り食べ放題）‖‖とうふちくわの里（お買物）‖‖各地（20：0０～21：4０頃）		

◎ 今年は ど・ど・ど～んと４kgの梨お持ち帰り付き！
◆開 催 日／ 9/18（月･祝）
◆場　　所／ 鳥取県
◆旅行代金／ 会　　員 6,955円 
 同居家族 ８,９５５円 
 一　　般 ９,９５５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／滋賀中央観光バス㈱

旅のポイント

鳥取20世紀梨狩り食べ放題コース番号：
640－0720－081G

※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）

＊昼食付き

	

◆開 催 日／ 10月9日（月･祝）
 午前11時45分 集合
◆集合場所／ びわ湖バレイ		ロープウェイ乗り場
	 大津市木戸１５４７－１
◆参加資格／ 会員・同居家族
◆参 加 費／	会　　員 2,000円
 同居家族
	 大　 人 ２,５００円	
 小学生 １,０００円	
 幼児（3歳～） ５００円	

自然豊かなびわ湖バレイでランチブッフェ電話

標高1,100ｍ　びわ湖バレイのレストラン「レイクビュー」 でのランチブッフェ！
 食べて、遊んで、楽しいひとときをお過ごし下さい！

◆募集人数／ 30名 ◆締 切 日／９月13日㈬
◆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。

◆内　　容／ 食事の時間は12：30～13：30
	 食事の後は自由行動（解散）となります。
	 ※	ｱトラクション「謎解きｱドベンチャー ラ

リー 」付き
	 ※	参加費にはロｰプウエイ往復チケット

代、食事代、謎解きｱドベンチャー ラ
リー 代を含みます。

	 　その他の費用は個人負担となります。	

受付開始！
8月17日㈭

8時40分から
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。

大萩康司
ギター・リサイタル

9月30日㈯　14：00	開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　小ホール

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／8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

エディタ・グルベローヴァ
ソプラノ・リサイタル

10月29日㈰ 14：00	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 12,000円→ 10,500円 10枚
A　席 10,000円→ 8,500円 10枚

※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／8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

水森かおりコンサート2017
～歌謡紀行～

11月29日㈬　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／8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

市民落語会
「第1回 わん丈、参上、ど根性！」

9月23日（土･祝）　13：30/16：30	開演
大津市民会館　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,000円（前売り）→ 1,400円 各20枚
※	未就学児入場不可　

〔出演〕
　三遊亭わん丈（大津出身）・桂 雀太

●締切日／8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

©ビクター エンター テイﾒント ©www.lukasbeck.com

◆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／８/24㈭ 19時まで　※お渡しは8/29㈫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。締切後、お申し込みが多数の場合は抽選し、 8/29㈫ま
でに当選の方へは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
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。

ＲＡＧＡ
北インド古典音楽

9月16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
全席自由 2,800円→ 1,600円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／8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
桂 塩鯛独演会

9月24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
指定席 3,500円→ 2,400円 10枚
自由席 3,000円→ 1,800円 4枚

※	未就学児入場不可　

〔内容〕
　桂 塩鯛 「軒付け」「野崎詣り」
　桂 紅雀 「湯屋番」

●締切日／8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

ヨーロッパ企画
「出てこようとしてるトロンプルイユ」

栗東プレビュー公演

9月30日㈯　15：00	開演
栗東芸術文化会館さきら　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
学　生 1,500円（前売り）→ 1,100円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可　

●締切日／8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

さきら寄席
桂 ざこば独演会

10月9日（月･祝）　14：00	開演
栗東芸術文化会館さきら　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
学　生 1,500円→ 1,100円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可　

●締切日／8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

11月26日㈰　12：30 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 500円→ 400円 10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満は保護者1名につき1名
まで膝上鑑賞無料

　（座席が必要な場合は有料）

●締切日／8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。

11月26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
大　人 1,800円→ 1,300円 10枚

高校生以下 800円→ 600円 10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満は保護者	1名につき
1名まで膝上鑑賞無料　

　（座席が必要な場合は有料）

●締切日／8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。

FAX
インターネット

電話 新谷キヨシ ユニット
「音の遊園地Ⅳ」

ルシオールＡＫＦ秋色

FAX
インターネット

電話 オーケストラが聴きたい！
みんなで楽しむコンサート 映画音楽名曲選
～ジョン・ウィリアムズ生誕85周年記念～

ルシオールＡＫＦ秋色
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。

福田こうへいコンサート2017
～全身全霊～

11月19日㈰　16：30	開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,500円（前売り）→ 5,500円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／8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

絹の里から
～知っていますか

声楽と和楽器の素敵な音楽～

9月23日（土･祝） 　14：00	開演
滋賀県立文化産業交流会館　小劇場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,500円→ 1,800円 10枚

25歳以下 1,000円→ 700円 10枚
※	未就学児入場不可
※	全席自由

出演：横山政美、池上眞吾、吉澤延隆、日吉章吾、大河内淳矢

うたと邦楽器によるアンサンブルの豊かさ、日本の楽器の多彩な音色を
実感していただけます。

●締切日／8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

布袋寅泰
～JAPAN TOUR 2017～

11月17日㈮　18：30	開演
滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 8,000円（前売り）→ 6,800円 10枚
※	3歳未満入場不可
※	3歳以上有料

●締切日／8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

平沼有梨 feat.古澤 巌
『PLANET～惑星～』

10月25日㈬　18：30	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 5,000円→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／8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

立川志らく 京都の会
11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 3,600円→ 2,900円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／8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

城陽市市制施行45周年記念事業
エスペン・バルグ・トリオwith シリエ・ネルゴール
プレミアムジャパンツアー 2017

11月26日㈰　14：00	開演
文化パルク城陽　ふれあいホール（西館2階）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,000円→ 2,400円 10枚

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

●締切日／8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

©山田雅子

©MATHIAS	BOTHOR©Beinta	á	Torkilsheyggi
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前川 清・中村美律子
特別公演

10月29日㈰　11：30開演
11月 5 日㈰　	11：30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／8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220回定期演奏会

10月20日㈮　19：00	開演
10月21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：秋山和慶
　 ヴァイオリン：アリーナ・イブラギモヴァ
〔曲目〕 ブラームス：大学祝典序曲 作品 80
　 ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品 77
　 シベリウス：交響曲第1番 ホ短調 作品 39

●締切日／8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

オルセー美術館
至宝のリマスターアート展

絹谷幸二
色彩とイメージの旅

京都国立博物館開館120周年記念
特別展覧会「国宝」

大英博物館国際共同プロジェクト
展覧会「北斎ー富士を超えてー」

◆会期／8月2日㈬～8月21日㈪
◆場所／大丸ミュージアム<京都>

＊開館時間／1０：００～2０：００（最終日は17：００まで）
	　　　　　　※入館は閉館3０分前まで

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

※小学生以下無料

●このチケットの販売は8月21日㈪までです。

◆会期／8月22日㈫～10月15日㈰
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9：3０～17：００（金・土は21：００まで）
　　　　　　※入館は閉館3０分前まで
＊休館日／月曜日　9/19・1０/1０
　　　　　　※但し9/18・1０/9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 900円→ 500円 30枚
高校生 500円→ 200円 30枚

※中学生以下無料
※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料	（要証明書）

●このチケットの販売は8月21日㈪までです。

◆会期／10月3日㈫～11月26日㈰
◆場所／京都国立博物館  

＊開館時間／9：3０～18：００（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1０/9は開館、1０/1０は休館

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 900円→ 500円 30枚

※中学生以下無料
※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料	（要証明書）

●このチケットの販売は10月2日㈪までです。

◆会期／10月6日㈮～11月19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／1０/1０・16・23・3０・31

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→ 300円 30枚

※障がい者手帳持参者とその介護者1名は当日料金の半額

●このチケットの販売は10月5日㈭までです。

窓口 窓口

窓口 窓口

＊会期中無休

4期に分けて国宝を一挙公開！
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大津市勤労福祉センター講座

大津市勤労福祉センター講座 ～受講生募集～
会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます！！

◆申込期間／ ８月9日㈬	午前8：40～　　　　　①②は、8月18日㈮まで（先着順）
	 	 ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪は、8月30日㈬まで（先着順） 
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター 
◆申込方法／ 11ページをご覧ください

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

① ピラティス＆ヨガ教室
（和室）

8/22・9/5・19・10/3・17・31・
11/14

（火） 19：０0
～20：０0

7回 2,000円

②

ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室）

8/29・9/12・26・10/10・24・
11/7・21 7回 2,000円

内容 人の持つ筋肉をしなやかにし、筋肉を無理なく正しく使い、
　　　　　　　　　　美しい理想の姿勢づくりができるエクササイズです。身体をリラックｽさせる効果もあります！

③
朝のゆるストレッチ教室 9/1・8・22・10/13・20・

11/10・24 （金） 10：30
～１1：30 7回 2,000円

内容 毎日のｽター トは朝から始まります！朝すっきりしていますか？
　　　　　　　　　　目が覚めた時に少しのｽトﾚッチで一日が快適に！楽しい毎日を過ごしましょう♪

④
健康エアロビクス教室 9/1・8・22・10/13・20・

11/10・24 （金） 19：０0
～20：０0 7回 2,000円

内容
運動不足解消！普段使わない筋肉運動にエｱロビクｽを取り入れ、ｱクティブに身体を動かしながら
　　　　　　　　　　気持ちよく汗を流し、日常のｽトﾚｽを発散！心とカラダをリフﾚッシュします♪

⑤ アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ
（女性限定）

9/6・27・10/11・25・11/8・22 （水）

10：00
～11：30 6回 1,800円

（3,000円）

⑥

アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ
（女性限定）

13：30
～15：00 6回 1,800円

（3,000円）

内容
リンパを流したい方・ﾎﾙモンバランｽをとりたい方！季節に合わせたｱロマクリー ﾑを使って、まずはご自身で首や足をマッサ ジーしてリン
パを流します。ｽトﾚッチで筋肉や関節を伸ばして、さらにリンパを流しながら、体幹（コｱ）を使って体力UP！免疫力UP！をめざすクラｽ
です。年齢問わず“老けないカラダ”作りをしたい方におｽｽﾒ♡　　※10分以上遅刻された場合は入室できません。ご了承ください。

⑦
パワーヨガ教室 9/6・20・10/4・18・11/1・15・29 （水） 19：０0

～20：０0 7回 2,000円

内容 深い呼吸とヨガのポｰズで心身をリラックｽさせ、新陳代謝の良い身体づくりをめざします。心とカラダの両面からパワｰｱップ！！

⑧ がんばらないヨガ教室Ⅰ
9/7・21・10/5・19・11/2・16・30 （木）

10：00
～11：00 7回 2,000円

⑨
がんばらないヨガ教室Ⅱ 11：30

～12：30 7回 2,000円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れるときの中で、心身のバランｽを整えていきます。
　　　　　　　　　　がんばりすぎない力で、リラックｽ！健康＆元気を身体で感じていきましょう♪　　

⑩

英会話教室
～中学英語から学ぼう！～ 9/7・21・10/5・19・11/2・16・30 （木） 19：00

～21：０0 7回 ３,５00円
（500円）

内容 中学生ﾚベﾙの単語・文法で基礎を学びながら、日常会話を楽しく覚えましょう！　

⑪
未生流　華道教室 9/15・29・10/13・27・11/10 （金） 10：00

～12：00 5回 2,５00円
（5,000円）

内容“花”は、見て触れることにより心を和ませ、豊かにしてくれます。
　　　　　　　　　　精神を集中させ、華道の基本をちょこっと学べば、普段の生活にも取り入れられます✿
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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）、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。
※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★

心とからだのメンテナンスヨガ教室
◆開催日時／ 9/2・９・16・30・10/7・14・21・28・11/4・11 土曜日
 13：30～14：30　全10回
◆開催場所／ 2F　多目的室　  　
◆講　　師／ ヨガスタジオアピュアー　秋山　典子	先生
◆持 ち 物／ 運動できる服装・飲み物・汗拭きタオﾙ
◆内　　 容／深い呼吸で内臓を活性化し、新陳代謝の良い身体をつくります。女性の美を意識し、気になるポッ

コリお腹を引き締めるなど体形維持や体質改善（体調の管理や美肌促進など）に着目し、これか
ら歳を重ねていく女性たちが自身でメンテナンスできるようになります！

◆受 講 料／２,0００円	　　　◆定　　員／２０名　　　◆申込期間／８/9㈬ＡM８：４０～８/30㈬　※先着順

◆開催日時／9/9・16・30・10/7・14 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・お持ちのアイフォンまたはアイパッド
◆内　　容／ 初心者を対象に、お持ちのiphone&ipadの基本的な使い方や、設定

からはじめます。意外と知られていない便利機能や小技の紹介・代表
的な便利アプリの操作方法を学びます。

 随時質問を受けるスタイルで行いますので、「上手く使えるか不安」
という方にもおススメです！

◆受 講 料／2,500円（教材費	700円）
◆定　　員／15名　　　◆申込期間／８/9㈬ＡM８：４０～８/30㈬　※先着順

アイフォン・アイパッド使い方基本講座
～便利に使いこなそう！～

大津市勤労青少年ホーム講座 会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます！！　但し、35歳未満の方対象です。

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！！
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互助会だより８月号

おごとの隠れ家サロン

りこ鍼灸院
大津市雄琴2－2－21

ＴＥＬ：０70－2311－0049
ＦＡＸ：０７７－578－1245

https://www.rikoshinkyu.com
rikoshinkyu@gmail.com

７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

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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
※びわ湖大花火大会の当日は事務局前の道が17：00～22：00まで歩行者用道路となり、車・バイクの通行はできません。（窓口業務は19：00まで）

　　　　　　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
※各商工会 8/11（金・祝）～8/16㈬は盆休暇のためお休みです。

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／８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）
　※８月にお誕生日を迎える会員対象 ………………5名

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）

下記の賞品を抽選でプレゼントします。

　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】


