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互助会だより10月号

互助会だより
平成30年10月5日 発行

10 月 号
平成30年9月1日	 現在
事業所数	 1,086　
会 員 数	  6,105人

	 ホームページ	 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　ホームページ	https://shiga-gojoren.zenpuku.or.jp/

	

びわ湖大津プリンスホテル
中国料理「李芳」ランチブッフェのご案内

ちょっとリッチにホテルでランチはいかがでしょうか♬ １０月の平日に限り、広東料理をベースに、
四川、上海、北京料理の特徴を取り入れた本格的な中国料理を互助会会員料金でお楽しみいた
だけます！約４０種類のお料理のほか、ソフトドリンクも飲み放題！
点心は出来立てを各テーブルまでお届けします☆★
びわ湖大津プリンスホテルでも人気のレストラン「李芳」 へ是非お出かけください！！

通常料金　2,400円　⇒　会員料金　2,000円（税込）
◆開 催 日／ 10月１日㈪～１０月３１日㈬の平日	
◆営業時間／ １１：３０～１４：００ 最終入店（L.O.１４：３０）
◆開催場所／ 中国料理「李芳」
◆利用方法／ 予約必須です。ご予約の際に“大津市勤労者互助会です”とお伝えください。

来店時、会員証の提示をお願いします。必ず会員証をお持ちください。
◆対 象 者／ 会員と会員の同伴者
　※他サービスとの併用不可
【お問合せ・ご予約】 TEL ：０７７-５２１-５５４７（直通）
   ：０７７-５２１-１１１１（代表）
  住所 ：大津市におの浜４-７-７　コンベンションホール｢淡海｣1階 ※写真はイメージです

『温水プール回数券』
注文販売になりました

区　　分 料　　　　金

大　人 ６，４８０円→ ５，５００円（11枚１組）

高校生 ４，３２０円→ ３，７００円（11枚１組）
小　人 （中学生以下）
高齢者（65歳以上）
障がい者

３，２４０円→ ２，８００円（11枚１組）

※お電話（TEL：522-6499）にてお申し込みください。
※注文後購入となりますのでお時間がかかります。お早めにお申し込みください。
※回数券のご準備ができ次第ご連絡させていただきますので、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。
※回数券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、お渡しまで更にお時間がかかりますのでご了承ください。
※利用等の詳細については各施設へ直接お問い合わせください。

★皇子が丘公園温水プール
★富士見市民温水プール
★におの浜ふれあいスポーツセンター温水プール

施　設　名 電　話

皇子が丘公園温水プール ５２６－３０８５
富士見市民温水プール ５３３－３１１３
におの浜ふれあいスポーツセンター
温水プール ５２７－３５５３

電話

10月平日限定 !!
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なばなの里施設補助券のご案内窓口

行楽シーズン到来！ただ今なばなの里では、10/19までコスモス･ダリア･バラの花まつりが開催されて
います。お花好きな方は必見です♪ そして10/20からは、美しく光輝く電球だけでつくるイルミネー
ションがスタート。ご家族やお仕事仲間と是非お出かけください！！

利用期間 一般価格 会員価格 ※料金は施設でお支払いください
※�それぞれ里内で利用できる金券1,000円がついてい
ます
※補助券1枚につきお一人様有効です
※小学生以上は一般料金です(未就学児無料)
※ご利用は会員と登録同居家族に限り、期間内1回です。

花まつり
(9/15～10/19) １,６００円 1，3００円

イルミネーション
(10/20～2/28) ２,３００円 2，0００円

【お問合せ】�なばなの里 ☎0594-41-0787

【利用方法】 互助会事務局のみの取扱となります。会員証をご用意のうえ、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）〕でも可能ですので、事前にご連絡ください。ただし、お渡しに日数がかかります。

得 得 プレゼント ●応募方法／郵便ハガキに、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。
※	①はペアでご応募いただけます。希望される場合は、お二人の
お名前をご記入ください。（会員と登録同居家族に限ります）

※①には有効期限がございます。

〒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／10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。

①新・都ホテル
　ロイヤルオークホテル
　琵琶湖ホテル	共通の	
　　レストラン１,０００円割引券

　………………………10名
②クオカード１枚………………………１名

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

『おうちでドック』が特別価格でご利用いただけます！
「忙しくて･･･」「費用が気になって･･･」病気は気になるけど、検診や人間ドックに行けていないという貴方！
“がん” や “生活習慣病” のリスクチェックが、微
量の血液と尿を採取し郵送するだけで簡単にでき
るキットを利用してみてはいかがでしょうか。
ハルメク･ベンチャーズ株式会社が展開する
①簡単で安全 ②高精度 ③経済的 ④安心の
「おうちでドック」。
是非健康増進の一環としてご利用ください。　
（注）疾病を特定･確定し、診断できるものではありません。

キット種類 一般価格（税別） 特別価格（税別） 【利用方法】
１． 自身でhttps://questant.jp/q/zenpukucenter

へアクセスし仮申し込みを行う
２． 仮申し込み後の確認画面にて申し込みサイトの

URLが案内される
３． 案内されたURLより必要事項を入力し、所定

の方法で入金するとキットが送付される
４． マニュアルに沿って採血、採尿を行い検査セン

ターへ返送
５． 約2週間後に検査結果到着（希望者は、医師か

ら電話で無料解説が受けられます）

おうちでドック（男性用）
各１９,８００円 各18，0００円

おうちでドック（女性用）

おうちでドック　ご家族セット
（男性用+女性用	各1セット） ３９,６００円 35，0００円

【商品に関するお問合せ先】ハルメク･ベンチャーズ㈱　電話：03-3263-9150 または公式HP https://dock.ouchide.biz/
【お申込みに関するお問合せ先】（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター　電話：03-3433-2948
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推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

大津京駅（7：0０）‖‖大津駅前（7：10）‖‖草津駅西口（7：40）‖‖ 御在所（ロープウェイに乗って紅葉空中散歩）‖‖
‖‖関（松茸・松阪牛の陶板焼き食べ放題の昼食）‖‖曽爾高原（ススキの大海原を散策）‖‖ 各地（19：00～19：40頃） 	

◎ 松茸と松阪牛の陶板焼きがなんと60分間食べ放題 !
◎紅葉染まる御在所ロープウェイに乗って紅葉空中散歩♪
◎黄金に染まる !  ススキの大海原の曽爾高原へ !!

◆開 催 日／ 11/4㈰
◆場　　所／ 三重県
◆旅行代金／ 会　　員 6,999円
 同居家族 ８，９９９円
 一　　般 ９，９９９円
◆募集人数／ ４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

旅のポイント

※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
京都滋賀予約センター

総合旅行業務取扱管理者：高谷	寛通
京都市中京区烏丸通御池下る梅屋町358

アーバネックス御池ビル西館8階
ＴＥＬ：075-212-2000　ＦＡＸ：075-212-7343

【営業時間】 ※祝日休み
電話受付　 9：30～17：30（月～日）
店舗営業　10：00～16：00（月～金）

　 　

　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
いただき代金をお支払いください。

◆申込方法◆ ◆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。
◦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。

＊昼食付き

　　　

◎ 毎年大好評！の栗山園指定！有田みかん狩り食べ放題 !
◎大柿狩り体験もお楽しみ！あま～い柿の試食付き !
◎有田みかん約3㎏と柿約2㎏お持ち帰り !
◎昼食は「熊野牛すき焼きと紀州御膳」をご用意! うれしいイス・テーブル席確約 !

◆開 催 日／ 11/10㈯
◆場　　所／ 和歌山県
◆旅行代金／ 会　　員 6,980円
 同居家族 ８，９８０円
 一　　般 ９，９８０円
◆募集人数／ ４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

草津駅西口（7：15）‖‖大津駅前（7：45）‖‖大津京駅（7：55）‖‖ 日本遺産・湯浅町（醤油蔵見学）‖‖
‖‖ 道成寺（昼食と通常拝観できない本堂の本尊見学）‖‖栗山園（有田みかん狩り食べ放題）‖‖

‖‖ 吉田農園（柿1個狩り体験と食べ頃の柿ご賞味）‖‖ 黒潮市場（お買物）‖‖各地（18：30～19：10頃）

旅のポイント

◆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
京都滋賀予約センター

総合旅行業務取扱管理者：高谷	寛通
京都市中京区烏丸通御池下る梅屋町358

アーバネックス御池ビル西館8階
ＴＥＬ：075-212-2000　ＦＡＸ：075-212-7343

【営業時間】 ※祝日休み
電話受付　 9：30～17：30（月～日）
店舗営業　10：00～16：00（月～金）

＊昼食付き

松茸 ・ 松阪牛の陶板焼き食べ放題！ と
紅葉の御在所ロープウェイ＆黄金のススキ「曽

そ

爾
に

高原」
コース番号：
 650－3072－05G

合計約5㎏お持ち帰り！
和歌山･有田みかん狩り食べ放題！ と大柿狩り体験

コース番号：650－3452－05G

※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）



–4–

互助会だより10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。

歴史講座「大津の城を探る」
城を通して大津の力を探る！

琵琶湖航路の最終点 「大津」。
日本の経済を左右するほど大きな意味を持つ地が 「大津」 である。ここには多くの城郭が築城され、日本の歴史を紡
いできました。今回の講座では、多様な視点から大津の城郭にアプローチし、その魅力と価値について解説します。

◆開催日時／ 11/17・12/１・22　土曜日　13：30～15：30　全３回
◆開催場所／ ５F 大ホール
◆講　　師／ NPO法人　 歴史資源開発機構　小林　裕樹 先生／山口　誠司 先生／大沼　芳幸 先生
◆持 ち 物／ 筆記用具
◆内　　容／ 11/17：大津の城郭調査最前線
 12/1　：瓦が語る城郭史ｰ大津の城を通して
 12/22： 織田信長、大津に城を築くｰ信長の大津戦略
◆受 講 料／  1,8００円（教材費 5００円） 　　　◆定　　員／30名
◆申込期間／ 10/16㈫AM8：40～11/16㈮　 ※先着順

◆開催日時／ 11/２・９・16・30・12/７・14・21・1/11・18・25
	 金曜日　	10：00～11：00　全10回
◆開催場所／ ３F 視聴覚室
◆講　　師／ 辰巳　直弘 先生
◆持 ち 物／ 筆記用具・飲み物
◆内　　容／ 発声の基本を学んで、ボーカルテクニックを覚えよう！
 声の出し方が分かると、音程も安定し、気持ちよく歌えます。
 思いっきり歌って、歌唱力UPをめざしましょう♪

◆受 講 料／ 8,0００円（教材費 5００円） 　　　◆定　　員／20名
◆申込期間／ 10/11㈭AM8：40～10/31㈬　 ※先着順

演歌＆歌謡曲を基礎から学ぼう！

◆開催日時／１1/20・1２/４・18・１/8・22・２/５　火曜日
� 13：30～14：30　全６回
◆開催場所／ ２F 和室 ◆講　　師／Yoshie 先生
◆持 ち 物／ 運動のできる服装・タオル・飲み物

◆内　　容／ 簡単なストレッチや体操で身体をゆるめ、背骨や関節の歪みを自分自身で正しい位置に戻します。
 戻した後は、骨格が歪まないよう、筋力トレーニングをして（軽めからスタート）安定させましょう！

◆受 講 料／ 2,4００円 ◆定　　員／15名
◆申込期間／ 10/16㈫AM8：40～11/16㈮　 ※先着順

背骨コンディショニング
～筋肉よ、こんにちは！痛みよ、さようなら～

これは PDF の内容を含めずに保存された 
Adobe® Illustrator® ファイルです。 
このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
オプションを選択して保存しなおす必要があります。 
このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 
「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 
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「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 
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このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
オプションを選択して保存しなおす必要があります。 
このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 
「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
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これは PDF の内容を含めずに保存された 
Adobe® Illustrator® ファイルです。 
このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
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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。

歴史講座番外編　紅葉日帰りバスツアー
「知ってるようで知らない“多賀”の魅力を徹底探訪！」

多賀は、「お伊勢参らば多賀に参れ、お伊勢、お多賀の子でござる」と親しまれている多賀大社の鎮座する地。
近江の人であれば一度は訪れたことのある地が多賀。いまさら多賀？・・・ところが、多賀は知られざる歴史文化、
紅葉、そして美味の穴場！今回の探訪は、多賀の穴場を知り尽くした講師が懇切丁寧に多賀の魅力を案内します。
◆開催日時／ 11/22　木曜日　１０：00～16：30予定　全１回
◆集合場所／ JR彦根駅東口  ◆講　　師／NPO法人 歴史資源開発機構　大沼　芳幸 先生
◆内　　容／【行程】 JR彦根駅東口集合～調之宮神社～多賀大社奥書院庭園（絶妙の紅葉）

～胡宮神社庭園（絶景の紅葉）～昼食（多賀の国弁当）～高源寺（佐和
山城の城門が残る紅葉の穴場）～大瀧神社（絶景に映える紅葉）～十二相
神社～JR彦根駅解散

◆持 ち 物／歩きやすい服装（歩きやすい靴）・タオル・飲み物・雨具等天候により各自準備
◆受 講 料／ 5,０００円（昼食代・拝観料含む）
◆定　　員／2０名 ◆申込期間／ 10/11㈭ AM8：40～11/１６㈮　※先着順

来年の干支は亥（いのしし）です！
「いのしし」 は、古くから神聖な動物とされており「田の神、作物の神」として崇められてきました。また、イノシシ
の肉は万病を防ぐと信じられていたため、無病息災の象徴とされています。
◆開催日時／11/10　土曜日　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／汚れてもよい服装（エプロンなど）・手拭きタオル
◆内　　容／子どもさんから、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ご家族みんなで、心のこもった

手作りの「幸せの干支」で新年を迎えませんか？
 ※小学生以下は保護者同伴。※焼き上がりは12月20日㈭の予定です。
◆受 講 料／ 2,０００円（教材費含む） ◆定　　員／ 50名
◆申込期間／ 10/11㈭ AM8：40～10/31㈬ 　※先着順

今年もやります！子どもから大人まで楽しく作れる♪
唐橋焼“幸せの干支づくり教室”～2019年の干支「亥」～

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、クリスマスにちなんだケーキや普段でも簡単にできるお菓子を作ります。
作り方をマスターして、レパートリーを増やしましょう♪
◆開催日時／Aコース11/30　金曜日　Bコース12/７　金曜日　各10：00～12：30　各１回
◆開催場所／ 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／ Ａコース・Ｂコース両方受講でも、どちらか１コースだけでもOKです。
◆受 講 料／ Ａ・Ｂ各 1,0００円（別途教材費 Ａ・Ｂ各1,０００円）

◆定　　員／Ａ・Ｂ各 16名 ◆申込期間／10/16㈫AM8：40～11/20㈫　※先着順

パティシエ気分で♪ ケーキづくり教室
～クリスマスまでに美味しいケーキをマスターしよう！～

「Aコース」“イチゴとクリームチーズのクレープ”と
	 “クランベリーとホワイトチョコのクグロフ”
「Bコース」“ツリー風タルト”と
	 “サブレヴェノワショコラ”
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※ 会員以外の方でも
誰でもご参加いた
だけます。

　

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。

　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。
※歴史講座及び歴史講座番外編　紅葉日帰りバスツアーは、開催当日に徴収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30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★

①11月６日（火）　②11月20日（火）★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女子力UP！
※お持ち帰りの量
　11/6  …“ラズベリークリームチーズカップケーキ”（２カップ）と“ガトーバスク”（15㎝の丸型１／４個）
　11/20…“フルーツのロールケーキ”（約10㎝）と“チョコとくるみのパウンドケーキ”（８㎝×５㎝１個）

③12月４日（火）　★メイク＆ハーフアップで運気もＵP！（１回）
持ち物：��自分のメイク道具・大き目の卓上鏡・ヘアーブラシ・
　　　　ヘアーゴムなど使いたいヘアアクセサリー
運気の上がるメイクアップの方法を聞いてみよう！きっと心も晴れて毎日が楽しくなるはず♪
また、メイクに合わせて今流行りのヘアアレンジ「ハーフアップ」も自分で挑戦してみましょう！

④１月15日（火）　⑤１月29日（火）　★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！ 申込期間：10/11㈭AM８：40～10/31㈬
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

日本センチュリー交響楽団
びわ湖定期公演	Vol.11
12月16日㈰　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 4,500円→ 3,600円 10枚
A　席 3,500円→ 2,800円 10枚

※			全席指定　※			未就学児入場不可　
	 指揮：マックス･ポンマー
	 ヴァイオリン：南	紫音
	　　	【曲目】	 モーツァルト：歌劇「魔笛」
	 メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲	ホ短調	作品64
	 ベートーヴェン：交響曲	第6番	ヘ長調		作品68｢田園｣

●締切日／10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

源氏物語の語りを愉しむ
―紫のゆかりの物語

平成31年 1月5日㈯　14:30	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
S　席 3,000円→ 2,400円 10枚
A　席 2,000円→ 1,400円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,000円→ 700円 10枚
※			全席指定　※			6歳以上入場可
おはなし・朗読：紺野美沙子
演	 奏：	中井智弥（二十五絃筝）
	 相川　瞳（パーカッション）

●締切日／10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

林	光	作曲
オペラ｢森は生きている｣

平成31年 1月19日㈯・1月20日㈰	14:00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 5,000円→ 4,000円 10枚
青少年

（25歳未満） 2,000円→ 1,400円 10枚
※			全席指定
※			6歳以上入場可
ロシアの児童文学作家マルシャークの名
作に、林光が作曲したオペラ『森は生
きている』を作曲者の薫陶を受けた寺
嶋陸也による指揮とピアノで上演します。

●締切日／10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

ワーグナー作曲《ニーベルングの指環》	
ジークフリート

平成31年 3月2日㈯・3月3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 18,000円→ 16,200円 10枚
A　席 15,000円→ 13,500円 10枚

※			全席指定　※			6歳以上入場可

演出には、オペラ界の重鎮であるミヒャエル・ハンペ、舞台美
術・衣裳デザイナーには画家としても高名なヘニング・フォン・
ギールケを迎え、厳選したソリストとともに舞台を創り上げます。

●締切日／10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

きかんしゃトーマス	
ファミリーミュージカル
	ソドー島のたからもの

平成31年 1月27日㈰	11:30/14:00開演
守山市民ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 2,800円→ 2,000円 20枚
※			2歳以上有料
※			2歳未満は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞無料（お席
が必要な場合有料）

※			ファミリー券のお取り扱いはございません

電話
XFA

インターネット

中村天平
ピアノコンサート

平成31年 2月3日㈰　14:00	開演
守山市民ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,000円（前売り）→ 2,400円 10枚

25歳以下 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
※			全席指定
※			未就学児入場不可

電話
XFA

インターネット

●締切日／10月25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

●締切日／10月25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
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

宝くじ文化公演
書道の力×和太鼓の響き

平成31年 1月20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 1,500円（前売り）→ 1,100円 10枚

18歳以下 1,000円（前売り）→ 700円 10枚
※			全席指定

【出演】	
武田双雲（書道）、
山部泰嗣（和太鼓）

他

電話
XFA

インターネット

京フィル
クリスマスコンサート2018
12月22日㈯　14:00	開演

野洲文化ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 2,000円→ 1,400円 10枚
子ども

（2歳～小学生） 1,000円→ 700円 10枚
ペア

（大人･子ども） 2,500円→ 1,800円 10枚
※			全席指定　※			2歳未満のお子様の保護者膝上での鑑賞無料
【プログラム】	 もろびとこぞりて、アヴェ･マリア、ハレルヤ、映画｢ドラえ

もん｣、そりすべり、きよしこの夜、サンタが町にやってきた、
赤鼻のトナカイ、ジングルベル他

●締切日／10月25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
XFA

インターネット

新春恒例	上方落語
桂米朝一門会

平成31年 1月6日㈰　14:00	開演
近江八幡市文化会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 3,000円→ 2,400円 10枚
A　席 2,500円→ 1,800円 10枚

※			全席指定
※			未就学児入場不可

出演順：	 桂慶治朗、雀五郎、吉弥、ざこば、	（中入）
	 南光、米團治

●締切日／10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

クリスマスコンサート2018
オルガンと歌で贈るクリスマス
12月22日㈯　14:00	開演

文芸セミナリヨ
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 2,800円→ 2,000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

出演者：	 山本真希（パイプオルガン）
	 古瀬まきを（ソプラノ）

●締切日／10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

山崎育三郎
LIVE	TOUR	2019

｢ILAND｣
平成31年 2月10日㈰　17:45	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 7,800円（前売り）→ 6,600円 10枚
※			3歳以上チケット必要　
※			3歳未満でもお席が必要な場合有料

●締切日／10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

キエフ･クラシック･コレクション
初春バレエ祝賀コンサート

平成31年 1月8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／10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

●締切日／10月25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
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

第70回	正倉院展 生誕120年	イスラエル博物館所蔵
ミラクル	エッシャー展

◆会期／10月27日㈯～11月12日㈪
◆場所／奈良国立博物館

＊開館時間／9:00～18:00（金土日祝は20：00まで）※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 1,100円→ 700円 50枚
高大生 700円→ 400円 30枚
小中生 400円→ 200円 30枚

※障がい者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料（要証明）
※観覧券で名品展（なら仏像館･青銅器館）も観覧可
華やかな天平文化にまつわる宝物を中心に56件（うち初出展10件）

●このチケットの販売は10月26日㈮までです。

◆会期／11月16日㈮～平成31年1月14日（月･祝）
◆場所／あべのハルカス美術館

＊開館時間／火水木金10:00～20:00（月土日祝18:00まで）
＊休館日／11/19･26、12/31、1/1  ※入館は閉館30分前まで

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→ 200円 30枚

※	障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンターで
購入された本人と付き添いの方1名までは当日料金の半額

●このチケットの販売は11月15日㈭までです。

窓口窓口

奥井紫麻
ピアノ･リサイタル

平成31年 1月19日㈯　14:00	開演
京都コンサートホール　アンサンブルホールムラタ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,000円→ 2,400円 10枚

※			全席指定
※			未就学児入場不可
※			U18のお取り扱いはございません

●締切日／10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

京都文博	噺の会	Vol.10
笑福亭たま	独演会

12月8日㈯　14:00	開演
京都文化博物館　6階和室

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,500円（前売り）→ 1,800円 10枚
※お席は畳席
※			未就学児入場不可

演者･演目：	笑福亭たま「代書屋」「芝浜」ほか
	 露の瑞「開口一番」
	 ※順不同

●締切日／10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

平成30年度 ｢文化を未来に伝える次世代育み事業｣(地域文化)
ニューイヤーコンサート2019

平成31年 1月13日㈰		15:00開演(開場14：20）
文化パルク城陽　プラムホール

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 2,000円→ 1,400円 10枚
※			全席指定	※			未就学児入場不可
毎年恒例の藤岡幸夫（指揮）、関西
フィルハーモニー管弦楽団のニュー
イヤーコンサート。京都府立西城陽
高等学校合唱部･吹奏楽部とのコラボ
をお楽しみください！

●締切日／10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

やすらぎシネマ
「湯を沸かすほどの熱い愛」

12月1日㈯　①10:30/②14:00	開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 1,000円→ 700円 各10枚

死にゆく母の熱い想いと、想像もつかない驚きのラストに、
涙と生きる力がほとばしる家族の愛の物語。

●締切日／10月25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
XFA

インターネット

©Takahiro	WATANABE

写真提供：大阪国際フェスティバル（C）
森口ミツル
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互助会だより10月号

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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・映画・入場券・乗船券など＞	

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

互助会
事業報告

今年は、平日での開催
といたしました。
朝からあいにくの雨模
様‥‥が、スタートす
るとすぐに雨は止んで
くれました!!�
秋の漂いを感じつつ
‥‥緑の中で心地よく
プレーを楽しんでいた
だけました♪
ご参加いただいた皆さ
まありがとうございま
した＆お疲れ様でした。

ゴルフコンペ！！ 9/12㈬開催！！ ❖参加者数 19名❖

優　勝：  上田　 久 様
準優勝： 伊藤 裕夫 様
３　位： 堀岡 忠男 様
女性１位： 泉 　恵美 様

女性１位
優�勝


