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40周年記念プレゼント 第６弾
琵琶湖ホテル 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。
ランチ

琵琶湖ホテル ２Ｆ バイキングレストラン 「ザ・ガーデン」

大人：2,800円から 2,000円補助

ディナー

大人：4,500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

９月25日（月）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。（９月29日（金）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。

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

・以前にグルメカード購入しました。子供達とお店に入る時、何故か「ドキドキ ワクワク 緊張するねぇ
～」と言いながら入りました。おしゃべりしながら笑って楽しく、たっぷりと食べました♪

・職場の友人と日帰り旅行に参加させて頂きました。普段ゆっくり話すことができなかったのですが、4
人でワイワイと楽しく話もできて、料理も楽しませて頂き、良い思い出です。
・新年プレゼントで海遊館カレンダーが2年続けて当たりました！娘がすごく喜んで、いいお年玉になり
ました。
・カニツアーに2度ほど参加、みんなでワイワイガヤガヤそして何より、バスなのでお酒が飲めるのがよ
かったぁ～♪
・子供が小さい頃には遊園地の割引券をよく使わせて頂きました。
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推奨ツアー
旅のポイント

旅行社

FA X

コース番号：640－0288－091G
和のおもてなし宿
長島温泉ホテル花水木で優雅な休日

◎５つ星の宿、長島温泉ホテル花水木で和会席のご昼食

◎レストランはイス・テーブル席なのでご年配の方でも安心

10/14 ㈯

◆開 催 日／
◆場

旅行社

電話

所／ 三重県

◆旅行代金／ 会

員

同居家族
一

般

6,955円
８,９５５円
９,９５５円

＊昼食付き
◆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

※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、
草津駅西口）

◆募集人数／４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

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）

◆利用バス会社／近江鉄道㈱

大津京駅（ 8：00）‖‖ 大津駅（8：10）‖‖ 草津駅西口（8：40）‖‖ 三井アウトレットパーク「ジャズドリーム長島」（アウトレットのお買い物）‖‖
‖‖ 長島温泉ホテル花水木（ご昼食）‖‖ なばなの里（ダリア・コスモスや秋バラなど見学）‖‖
‖‖ アクアイグニス（複合温泉リゾート施設）‖‖ 各地（17：00～17：45 頃）

推奨ツアー
旅のポイント

旅行社

淡路島の魅力を再発見

FA X

コース番号：640－0550－091G

秋めくあわじ おのころ島からの便り

◎ご昼食はウエスティンホテル淡路にてシェフこだわりの50種類以上のランチブッフェ
◎薫寿堂にてオリジナルお香作り体験！
◎今年3月オープンの人気スポット「あわじクラフトサーカス」へご案内

◆開 催 日／
◆場

旅行社

電話

所／

10/15 ㈰・10/18㈬
兵庫県

◆旅行代金／ 会

員

同居家族
一

般

＊昼食付き

◆旅行企画実施旅行社／

観光庁長官登録旅行業第91号

5,955円

７,９５５円
８,９５５円

※15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、
大津京駅）

◆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㈱

㈱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（7：50）‖‖ 大津京駅（8：0０）‖‖ 絵島（淡路島のパワースポット）‖‖ 淡路花さじき
（季節のお花を観賞）‖‖
‖‖ ウェスティンホテル淡路（50種類以上のランチブッフェの昼食）‖‖ 道の駅東浦ターミナルパーク（お買い物）‖‖ 伊弉諾神宮（案内人と一緒に参拝）‖‖
‖‖ 薫寿堂（お香作り体験と工場見学）‖‖ 藤本水産（お買い物）‖‖ シーサイドテラス「あわじクラフトサーカス」
（見物）‖‖ 各地（19：30～20：3０頃）
  

◆ 申込方法 ◆
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。

◆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。
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滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

秋シーズン入園券のあっ旋 ! !

窓口

ひらかたパークの秋季チケットが、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、9月9日㈯～11月26日㈰ の間でご利用いただける秋季チケットです。
一般価格

あっ旋価格

おとな

４，４００円

３，７００円

◎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）

小学生

３，８００円

３，２００円

◎チケットの返品・交換はできません。

2歳～未就学児 ２，６００円

２，２００円

◎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

取扱チケット

券

フリーパス引換券付入園券
（有効期限：9/9～11/26）

種

【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。

■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。

電話

滋賀県勤労者互助会連合会共同事業

『近江八幡ウォーキング』のご案内♪

滋賀県勤労者互助会連合会では、 平成２８年度より、 県内１０互助会・サービスセンター
合同で、ウォーキング事業を実施しています。
２回目となる今回は『近江八幡』近江商人のまちなみを、ボランティアガイドさんととも
に巡ってみませんか？ 秋の一日、『近江八幡』の旅をお楽しみください。

◆日

１1月１9日 ㈰ 9：30 ～ 13：30（予定）※小雨決行

時／ 平成２9年

◆集合場所／ 近江八幡市役所前
◆行

9：20 集合（JR近江八幡駅北口より徒歩１０～１５分）

程／	近江八幡市役所前 ➡ 近江商人まちなみ散策（歴史民俗資料館・旧伴家住宅・新町通り・旧西
川家住宅・八幡堀・白雲館・日牟禮八幡宮）１０：００～１２：００（約２時間） ➡ 坪清（ご昼食）
１２：３０～１３：３０ ➡ 現地解散

◆参 加 費／		 会員・家族（小学生以上）

全行程：約４㎞

０００円）
１，
５００円（一般価格３，

＊歴史民俗資料館他入館料・坪清昼食代・保険料・ボランティアガイド交通費を含みます。
＊集合場所までの費用は、各自のご負担となります。
＊お車で来られる場合の駐車場代は、各自のご負担となります。
◆定

員／ 連合会全体で6０名（定員オーバーの場合は抽選）

◆申込締切／ ９月１5日㈮
◆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
多数の場合は抽選となり、9/30 ㈯ 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。
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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講座

大津市勤労福祉センター講座 ～ 受講生募集 ～
◆申込期間／ ９月７日㈭ AM 8：40（先着順）～９月29日㈮まで ※定員になり次第締め切り
◆開催場所／ 大津市勤労福祉センター
講

座

名

お茶の心とお点前講座

①
内容

内容

内容

（４歳～6歳）

内容

（6歳～8歳）

内容

受講料

（教材費）

18：30
5,000円
10 回
～20：30
（4,600円）

10/14・11/4・25・12/16・
1/13・27・2/10・24

（土）

8回

4,000円
（500円）

13：00
～14：30

8回

4,000円
（500円）

10：30
～11：20

5回

２,000円

5回

２,000円

10：30
～12：00

10/14・11/4・25・12/16・
1/13・27・2/10・24

（土）

10/14・28・11/11・25・12/9

（土）

4歳～6歳を対象に、基礎リズム練習からJ-POPのリズムに合わせて元気いっぱい踊りましょう～♬

かんたんキッズダンス教室
⑤

回数

ハングルを読める方を対象
簡単な会話や文章づくりを韓国の文化に触れながら韓国語を楽しく学びます！ステップUP！

はじめてのキッズダンス教室
④

（月）

時間

はじめての方を対象
ハングル語の読み方、書き方、簡単な単語から挨拶など基本的な韓国語を楽しく学びましょう！

ステップUP！ 韓国語講座

③

10/2・16・30・11/13・27・
12/4・18・1/15・29・2/19

曜日

日常を離れ、ゆったりと楽しいひとときを過ごしましょう。
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。

はじめての韓国語講座

②

開催期間

10/14・28・11/11・25・12/9

（土）

11：30
～12：30

6歳～8歳を対象に、基礎のリズム練習からJ-POPのダンスまで様々な種類で踊りましょう～♬♩

① お手軽スケッチ教室Ⅰ
② お手軽スケッチ教室Ⅱ
◆開催日時／ ① ②１0/18・１1/1・15・29・１2/13

① 10：00～12：00

全５回

② 13：30～15：30

水曜日
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／ ① ②ともに ２,5００円
◆定

員／ ① ②ともに 15名

◆申込期間／ 9 /19 ㈫ ～ 10 /10 ㈫
定員15名を超えた場合は、
10/11 ㈬ 事務局内にて抽選後、
当選者に連絡させていただきます。
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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。

大津市勤労青少年ホーム講座 ～ 受講生募集 ～
◆申込期間／ ９月７日㈭ AM 8：40（先着順）～９月29日㈮まで ※定員になり次第締め切り
◆開催場所／ 大津市勤労青少年ホーム【大津市勤労福祉センター内】
講

①

座

名

開催期間

Kana先生の楽しい♪
ハワイアンフラ教室

③

～ディズニーの名曲を歌おう！～
内容

10/5・12・19・26・
11/2・9・16・30・12/7・14

ゆう子先生の
ちょっと気になる家庭料理教室

（月）

19：０0
～20：０0

10 回

２,000円

10 回

２,000円
（500円）

（木）

10/11・25・11/8・22・
12/13・20・1/17・31・2/7・28

（教材費）

19：０0
～20：０0

（水）

18：45
～20：30

10 回

2,000円
（8,000円）

内容 「健康は食事から！」和・洋・中華の昔ながらの食卓に並ぶ栄養バランスを考えた食事を手早く作るコツを学びます！

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます 。

布と厚紙で作る

応急手当講習会

カルトナージュ教室

～ 大切な人の命を守るため！～
◆開催日時／ 10/10㈫

◆開催場所／ ２F 多目的室

～ 手作り御朱印帳～

９：30～12：30 全１回

◆開催日時／ 10/31㈫

10：00～12：00 全１回

◆開催場所／ ３F 集会室
◆講
師／ 沢村 泉 先生
◆持 ち 物／ おしぼり・布用はさみ・ウェットティッシュ
◆内
容／ オリジナルの御朱印帳をもって秋の散策に
出かけてみましょう♪

◆講
師／ 大津市中消防署救急係 （救急救命士）
◆持 ち 物／ 筆記用具
容／ 大津市中消防署の救急救命士から一般家
庭で発生する救急事故の応急措置方法や
三角巾の使い方、心肺停止時の救命措置
（心肺蘇生、ＡＥＤの使い方）を学ぶことに
より、家庭や野外での緊急時に慌てず対応
できます！

まずは１DAYレッスンから始めましょう！数種類の
布地の中から好きな布を選び、「御朱印帳」を作
成していきます！和紙のつなげ方から表紙の作り
方まですべて手づくり！（サイズ：縦18㎝、
横12㎝）

◆受 講 料／無料

◆定

回数

腹式呼吸や基本発声など基礎知識を学びながらビブラートやハイトーンなど一歩進んだテクニックを、ディズニーの名曲を用いて実践していきます！
【使用曲】美女と野獣・アラジン・アナと雪の女王・・・etc

大津市勤労福祉センター自主事業

◆内

時間

内容 曲の意味を理解しながら、ハンドモーションで表現します。ハワイアンの音楽に癒され、気分もリフレッシュできますよ♪

ボイストレーニング講座

②

10/2・16・30・11/13・27・
12/11・1/15・29・2/5・19

受講料

曜日

◆受 講 料／１,０００円（教材費 １，
2００円）
◆定
員／２０名
◆申込期間／		9 /19 ㈫ AM8：40 ～ 10/20 ㈭ ※先着順

員／20名

◆申込期間／ 9 /7 ㈭ AM8：40 ～ 9/29 ㈮

★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★
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 10月11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。
※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。
勤労福祉センター
※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）
開館時間／月～土曜：午前９時～午後９時まで
※お申し込みが少数の場合は中止することがあります。
日 曜 日：午前９時～午後５時まで
※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
休 館 日／ 毎月第３日曜日、祝祭日
は、教材費が発生する場合があります。

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。
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互 助 会 だより９月号
★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

バットシェバ舞踊団
オハッド・ナハリン『LAST WORK』

電話

FA X

インターネット

FA X

インターネット

11月5日㈰ 16：00 開演

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
区分

あっ旋料金

青少年

（25歳未満）

11月25日㈯ 15：00 開演

中ホール

6,000円→ 5,100円
4,000円→ 3,200円
3,000円→ 2,400円

S 席
A 席

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

予定枚数

区分

S 席
A 席

10枚
10枚
10枚

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

FA X

インターネット

区分

あっ旋料金

6,000円→ 5,100円
5,500円→ 4,400円

※全席指定
※6歳未満入場不可

●締切日／9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。

FA X

インターネット

FA X

インターネット

10月14日㈯ 15：00 開演

予定枚数

区分

区分

※全席指定
※4歳以上入場可

あっ旋料金

1,000円→
500円→

予定枚数

10枚

●締切日／9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

FA X

インターネット

しまじろうコンサート
「しまじろうともりのきかんしゃ」

平成30年 1月13日㈯

10：30・13：00・15：30 開演
栗東芸術文化会館さきら 大ホール

大ホール

700円
400円

あっ旋料金

3,500円→ 2,800円

※6歳未満入場不可
※都合により出演者・曲目等が変更
になる場合あり

11月19日㈰ 15：00 開演

一 般
高校生以下

しがぎんホール

全席自由

10枚
10枚

©OrchestraEnsembleKanazawa

栗東芸術文化会館さきら

10枚
10枚

ガーシュウィン物語Ⅲ
「巴里のアメリカ人」

電話

さきらジュニアオーケストラ
第8回定期演奏会

電話

5,000円→ 4,000円
4,000円→ 3,200円

予定枚数

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

12月16日㈯ 17：00 開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
S 席
A 席

大ホール

●締切日／9月25日㈪

©Gadi Dagon

ＫＥＩＢＵＮ第九2017
クリスマス＆第九

電話

あっ旋料金

※全席指定
※6歳以上入場可

※全席指定
※6歳以上入場可

●締切日／9月25日㈪

大人の楽しみ方22
ザ・チーフタンズ
～結成55周年記念 Forever Tour～

電話

予定枚数

10枚
10枚

区分

全席指定

あっ旋料金

予定枚数

2,400円→ 1,700円 各15枚

※3歳以上有料
※2歳以下は保護者1名につき
お子さま1名膝上無料
（席が必要な場合は有料）

●締切日／9月25日㈪

●締切日／9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。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。
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互 助 会 だより９月号
★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

よしもと秋のお笑い祭り
in 守山 2017

電話

FA X

インターネット

FA X

インターネット

10月1日㈰ 13：00/16：30 開演
区分

守山市民ホール

全席指定

大ホール

あっ旋料金

10月14日㈯ 14：00 開演

予定枚数

区分

4,500円→ 3,200円 各10枚

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

内場勝則

あっ旋料金

4,500円→ 3,600円

※未就学児入場不可

FA X

インターネット

12月23日（土･祝） 14：00 開演

予定枚数

区分

区分

S 席
A 席

10枚

あっ旋料金

キエフ・バレエ
－タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ－
『くるみ割り人形』

電話

FA X

インターネット

12月29日㈮ 18：30 開演

メインホール

7,500円→ 6,400円
5,500円→ 4,400円

※全席指定
※未就学児入場不可

予定枚数

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

12月24日㈰ 14：00 開演

ロームシアター京都

あっ旋料金

●締切日／9月25日㈪

中川晃教
Symphonic Concert
「Holy Night」

インターネット

6階和室

※未就学児入場不可
※畳席

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

FA X

京都文化博物館

全席自由 2,500円（前売り）→ 1,800円

10枚

●締切日／9月25日㈪

電話

京都文博 噺の会 Vol.7
笑福亭たま 独演会

電話

12月21日㈭ 19：00 開演
京都コンサートホール 大ホール

区分

10枚

●締切日／9月25日㈪

吉本新喜劇

クリスマス/アヴェ・マリア
サンクトペテルブルグ室内合奏団

全席指定

2,500円→ 1,800円

予定枚数

出演者： 江戸聖一郎（フルート）
宮本妥子（打楽器）
城奈緒美（パイプオルガン）

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

インターネット

あっ旋料金

※未就学児入場不可

●締切日／9月20日㈬

FA X

安土文芸セミナリヨ

全席自由

※5歳以上有料
※4歳以下は保護者1名につき
お子さま1名膝上無料
（席が必要な場合は有料）

電話

トリオコンサート
～フルート・打楽器・パイプオルガンの響き～ 迷宮

電話

ロームシアター京都

予定枚数

区分

S

10枚
10枚

席

あっ旋料金

8,500円→ 7,200円

※全席指定
※未就学児入場不可
※演奏は特別録音音源を使用
※公演時間は約２時間予定

●締切日／9月25日㈪

●締切日／9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。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。
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メインホール

予定枚数

10枚

互 助 会 だより９月号
★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

城陽市市制施行45周年記念事業
ポルトガルを代表するファドの歌姫が来日！
カルラ・ピレス

電話

FA X

インターネット

FA X

インターネット

12月9日㈯ 13：30/17：30 開演

11月12日㈰ 14：30 開演

文化パルク城陽
区分

全席指定

文化パルク城陽

プラムホール（東館2階）

あっ旋料金

5,500円→ 4,400円

（近鉄寺田駅から徒歩8分）

予定枚数

区分

10枚

※未就学児入場不可

S

新歌舞伎座
あっ旋料金

6,000円→ 5,100円

2階席

FA X

インターネット

11月17日㈮ 19：00 開演
11月18日㈯ 14：00 開演
A 席
B 席

各6枚

600円
300円
100円

※チケットのお渡しは10/2以降となります
●締切日／9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。

『オードリー・ヘプバーン』
と

わ

～今よみがえる、永遠の妖精 ファッション編～

◆会期／ 9月13日㈬～9月25日㈪

◆場所／ 大丸ミュージアム<京都> ＊会期中無休

＊開館時間／9：00～17：00
※入場は16：30まで
＊休館日／月曜日、10/10 ※但し10/9は開館

1,000円→
600円→
200円→

※未就学児入場不可

写真展

窓口

◆場所／ 大津市歴史博物館

一 般
高大生
小中生

6,000円→ 4,800円 各10枚
4,500円→ 3,600円 各10枚

●締切日／9月25日㈪

◆会期／ 10月7日㈯～11月19日㈰

あっ旋料金

予定枚数

〔出演〕 指揮：デイヴィッド・アサートン
ヴァイオリン：郷古 廉 ハープ：髙野 麗音
〔曲目〕 メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」作品 26
ブルッフ：スコットランド幻想曲 作品 46
ディーリアス：劇付随音楽「ハッサン」より間奏曲、セレナーデ
エルガー：創作主題による変奏曲「エニグマ」作品 36

企画展
「大津の都と白鳳寺院」

区分

あっ旋料金

※全席指定

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

インターネット

ザ・シンフォニーホール

区分

●締切日／9月25日㈪

FA X

日本センチュリー交響楽団
第221回定期演奏会

電話

予定枚数

※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。

電話

6,500円→ 5,500円 各10枚

席

11月11日㈯ 17：00 開演
11月12日㈰ 13：00 開演
区分

予定枚数

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

鼓童
「打男 DADAN2017」

インターネット

あっ旋料金

●締切日／9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。

FA X

プラムホール

※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／9月25日㈪

電話

三山ひろしコンサート2017
～先進の道～

電話

＊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

一 般 800円（前売り）→ 600円
中高大生 600円（前売り）→ 400円
2会場共通
1,500円（前売り）→ 1,100円
一般
2会場共通
1,000円（前売り）→ 700円
中高大生

予定枚数

50枚
30枚
30枚

予定枚数

50枚
30枚
50枚
30枚

※小学生以下無料（単独入場不可）
※大丸心斎橋店では9/20～10/2北館14階イベントホールで『映画編』を開催
※当会では心斎橋店のみの取扱はありません
●このチケットの販売は9月25日㈪までです。

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。
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互 助 会 だより９月号
★★申込方法は、10ページをご覧下さい。
ウッドワン美術館コレクション

絵画の愉しみ、画家のたくらみ

窓口

－日本近代絵画との出会い－

◆会期／ 10月3日㈫～12月3日㈰

◆会期／ 10月3日㈫～平成30年 1月14日㈰

◆場所／ 京都文化博物館

◆場所／ 兵庫県立美術館

＊開館時間／10：00～18：00（金は19：30まで）
※入場は閉場30分前まで
＊休館日／月曜日 ※但し祝日の場合は開館、翌日休館

区分

あっ旋料金

一 般
高大生
小中生

1,300円→
900円→
400円→

800円
500円
200円

大エルミタージュ美術館展
オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち

窓口

＊開館時間／10：00～18：00（金・土は20：00まで）※但し12/29・
※入館は閉館30分前まで
30は18：00まで
＊休館日／月曜日、10/10・12/31・1/1・1/9 ※但し10/9・1/8は開館

区分

予定枚数

一 般
大学生

50枚
30枚
30枚

あっ旋料金

1,600円→ 1,000円
1,200円→ 700円

予定枚数

50枚
30枚

※身障者手帳等をお持ちの方と付添者1名は無料（要証明）

※高校生以下無料
※障がいのある方
（70歳以上除く）
は当日料金の半額 その付
添者1名は無料（要証明）
※当会では70歳以上（当日券）の取扱はありません。

●このチケットの販売は10月2日㈪までです。

●このチケットの販売は10月2日㈪までです。

連載50周年記念特別展

窓口

さいとう・たかを ゴルゴ13

◆会期／ 10月6日㈮～11月27日㈪

◆会期／ 10月14日㈯～平成30年 1月21日㈰

◆場所／ 大阪文化館・天保山（海遊館となり）

◆場所／ 大阪市立美術館

＊開館時間／平日 12：00～20：00
＊会期中無休
土日祝 10：00～18：00
※入館は閉館30分前まで

区分

一 般
高大生
小中生

あっ旋料金

1,500円→
1,300円→
500円→

900円
800円
200円

＊開館時間／9：30～17：00
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、
12/28～1/2、1/9
※但し12/25・1/8は開館

予定枚数

50枚
30枚
30枚

区分

一 般
高大生

互助会

あっ旋料金

1,600円→ 1,000円
1,200円→ 700円

予定枚数

50枚
30枚

※中学生以下無料
※障がい者手帳等をお持ちの方と付添者1名は無料（要証明）

●このチケットの販売は10月5日㈭までです。

事業報告

ディズニー・アート展
いのちを吹き込む魔法

窓口

●このチケットの販売は10月13日㈮までです。

【参加者 21名】
８月６日㈰
イワナ釣り・つかみどり大会を
開催しました ♪

暑さのせいか、エサに
見向きもしてくれないイ
ワナに大苦戦‥‥
早々に切り上げつかみ
どりへ、待ち構えていた
子供たちは全身ずぶ濡れ
になりながらイワナとの
格闘を楽しんでいました。
参加してくださった皆
さんありがとうございま
した。

得 得 プレゼント

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
…… 5名 ※９月にお誕生日を迎える会員様対象
②写真展 「オードリー・ヘプバーン」
～ファッション編～ ……… ペア1組

（提供：大丸ミュージアム京都）

●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／９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。
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８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。 

株式会社 ズームスケープ
大津市打出浜2－1 コラボしが21 4F 413
ＴＥＬ：０７７－514－8191
ＦＡＸ：０７７－514－8192
http://www.zoomscape.net

＊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】

●琵琶湖大橋回数通行券について
●阪神甲子園球場年間予約席について

平成３１年４月に予定されております琵琶湖大橋有料道路で
のＥＴＣ供用に伴い、 回数通行券類一切について廃止となりま

阪神タイガースがクライマックスシリーズ・

す。 それに伴い、 大津北商工会（堅田支所・志賀支所） で

日本シリーズの出場権を得た場合の甲子園球

は、 平成２９年９月末日をもって販売を終了とさせていただきま

場入場券の取扱については、 案内時期次第で

す。 互助会事務局につきましては、 早期契約終了に伴い、 平

は、 会報誌での掲載が難しい場合があるため、

成３０年３月末日までの販売とさせていただきます。 何卒、ご

案内が届き次第当会ＨＰまたは事務局窓口に

了承いただきますようお願い申し上げます。また、 在庫も少な

てお知らせします。

くなっておりますので、 必ず、 事前にお問い合わせください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★
＜コンサート・演劇など＞

電 話 FAX インターネット

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＞

窓口
■対

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。

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
瀬田、大津北商工会（堅田支所･志賀支所） 月～金 ８：３０～１７：１５

日･祝祭日休み
土･日･祝祭日休み

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。
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