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互助会だより
平成30年11月5日 発行

11 月 号
平成30年10月1日	現在
事業所数	 1,084　
会 員 数	  6,096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/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事業所紹介キャンペーン !!

福利厚生の大切さを、お 1 人でも多くの皆さんにお伝えするために、
ご紹介をお待ちしております。

　大津市勤労者互助会は、中小企業の福利厚生を大企業並みに
充実させよう！！ を目的に、大津市の任意団体として昭和５２年に
発足し、お陰様で今年で４１年になります。

（＾＾）入会して良かった！！　そんな笑顔が増えますように（＾＾）
お友達や、お知り合いの事業所をご紹介ください！！

キャンペーン期間……11月1日～12月28日まで♪

ご紹介くださった事業所様が入会されましたら、
会員1名につき1,000円を
現金でもれなくプレゼントいたします。
（＾＾）例えば。。。ご紹介事業所（複数可）で
10名新たに入会してくださったら
 1万円になります。

FAX またはお電話・メールでも構いませんので連絡
をいただきましたら、事務局職員がご説明に伺います。
　電話 522–6499　 　FAX 523 –3494
　メールアドレス　info ＠ otsu-gojokai.jp

ご紹介方法
◆入会資格◆ 大津市内の中小企業に勤務されて

いる事業主様と従業員　＊パート可
◆入 会 金◆ 500円／人　＊入会時のみ
◆会　  費◆ 月額500円／人

…………………………………………第4２回 労福協まつり !!
大好評！！ 年末恒例のおまつりデース！
今年で４2回目！！！ 永く、永～く親しまれている年末恒例のビッグイベント!!

今年もにぎやかに開催いたします。　
子どもさんから、おじいちゃん、おばあちゃん‥‥ご家族そろって遊びにきてください。
子どもさんには、サンタクロースからお菓子のプレゼントがあるよ！

◆日　時／12/16㈰ am11：00～pm３：00
◆場　所／大津市勤労福祉センター（打出浜1－6）

互助会事務局の
あるところデス！

●特価販売コーナー……�新鮮な野菜・果物・お魚など、いずれも驚きの価格 !!

●チャリティバザー……え～こんな値段でいいの ?�って！掘り出し品がどっさり !!

●模擬店……焼きそば・豚汁・たこ焼き‥‥他にもいっぱい！

●もちつき大会……�つきたてを召し上がれ！（○＾＾○）！

●昭和の香りたっぷり! 1日限りの駄菓子屋さん……子どもさんに大人気！

●大抽選会……�大人向け、子ども向け、それぞれ豪華賞品が多数デス。

　　イベント内容は他にもたくさんありますので、お楽しみに‥‥

♪おまつりイベントの内容♪
●チャリティバザーの商品を
　募集いたします。
　・�お家の中に眠っている不用品……タオ

ルやお鍋・シーツなどナド。。。食品や
生き物以外で、ご協力いただける品物
がございましたら、勤労者互助会事務
局（大津市勤労福祉センター）までお
持ちいただくか、ご連絡を頂きました
ら受取りに伺います。�

　　　　……�チャリティバザーの売上金は、
全額大津市社会福祉基金に寄
付いたします……

ご協力お願いしまーす（＾△＾）
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◆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／11/28㈬ 19時まで　※お渡しは12/6㈭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。お申し込みが多数の場合は抽選となり、12/５㈬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。

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・ココス・ロイヤルホスト・CASA・和食さと・ザ・めしや・魚民・笑笑・カレーハウスCoCo壱番屋・ジョリーパスタ
ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー・サーティワンアイスクリーム・リンガーハット・ドミノピザ・小僧寿し…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

　 ⬆大津市勤労者互助会 FAX：５２３－３４９４
　りんご予約注文書

事業所名 会員氏名

日中連絡先ＴＥＬ（ 　　 　）　　　－ 会員番号 －

品　　名 内　　容 単価（税込） 数　量 金　　額
① 贈答用　１０ｋｇ パック詰め 2 段 26 ～ 32 玉 ４,８００円 箱 円
② 贈答用　５ｋｇ パック詰め 1 段 13 ～ 16 玉 ２,６００円 箱 円
③ 家庭用　１０ｋｇ バラ入り ２,７００円 箱 円
④ りんごジュース １瓶１㍑入り ４７０円 本 円
ＮＥＷ

⑤ りんごジュース １瓶１㍑入り× ６ 本 ２,８００円 セット 円
合　　　計 円

“家庭用”とは、多少のキズやへこみ・サイズなど、見栄えにやや難がある規格外のりんごです。風味は規格品とさほど変わらず、生育にも問題ありません。

　長野県喬木村で育てられたりんごを予約販売いたします。贈答用りんごは、お世話になっている方へのお歳暮や大切なお
友達へのプレゼントに、家庭用りんごは、見栄えや大きさが規格から外れたりんごですが、味は贈答用りんごと変わりがな
いためご家族用にいかがでしょう♪今回からりんごジュースのセット販売も開始！喬木村から互助会事務局へ直送されてきま
すが、生ものですので『商品到着後３日以内に互助会事務局で受け取り可能な方』というのがご注文条件になります。
◆ご注文からお渡しまでのながれ （注）４日以上のお預かりはできません

ＦＡＸにてご注文
※下部注文書を
　ご利用ください ▶ 互助会より受付完了のご連絡

※連絡がない場合はお電話ください ▶ １２月中旬頃
互助会事務局へ

到着予定 ▶ 互助会事務局にて
お渡しとお支払い

◆締 切 日／11月２２日㈭ 厳守
◆注意事項／ ◦商品到着後お電話にてご連絡いたします。生ものにつき到着から

３日以内にお受け取り可能な方のみ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 ご注文ください。
 　※商工会でのお渡しはできません。
 ◦りんごはご自身で運んでお持ち帰りいただきます。
 ◦お申込み後のキャンセル・変更はできません。
 ◦お持ち帰り後すぐに開封し痛みなどないかご確認ください。
 　それにかかる連絡・お問合せ等は年内中に『たかぎ農村交流研修センター』☎0265-33-3999まで。

大人気！！ りんご（品種：ふじ）のあっ旋♬FAX
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　大変ご好評をいただいております『こども商品券』！全国5000店舗を超える百貨店や量販店・専門店
で、玩具やベビー・子供服、文具等の購入にご利用いただける商品券です。お孫さまやお子さまへの
クリスマスプレゼントやお年玉として是非ご利用ください。
◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／下記申込書をＦＡＸ（52３-３49４）で互助会事務局へ送信ください。
 お渡し準備が出来次第ご連絡させていただきます。
◆申込締切／11月26日㈪　　　◆有効期限／2023年12月31日まで
  〈市内の加盟店〉 西武・イオン・平和堂・トイザらス・エディオン・ジョーシン・ピアゴ……等
 ※最新の加盟店情報は、㈱トイカードのフリーダイヤル 0120-351-172
 　またはホームページ　ＵＲＬ http://www.toycard.co.jp をご覧ください。

FAX こども商品券あっ旋

★ こ ど も 商 品 券 あ っ 旋 申 込 書 ★
事業所名 会員氏名

日中連絡先ＴＥＬ（ 　　 　）　　　－ 会員番号 －

480円 （通常価格  500円） 枚 円

960円 （通常価格1,000円） 枚 円

合　　　　　計 枚 円

家庭常備薬等の特別あっ旋 「申込書」は
今月号に同封して
います。

12月中旬頃
お届け予定
＊送料無料

〈互助会〉 〈事業所〉 〈白石薬品株式会社〉
①案内書・申込書等配布

②申込書・斡旋申込取りまとめ書送付

③納品

④代金支払い

家庭常備薬や健康維持のための商品等のあっ旋です。皆さまの健康管理にお役立てください！
●申込方法／ ①事業所あてに「申込書」を送付しましたので、会員に配布してください。
 ② 事業所ごとに「申込書」を集めて、同封の「斡旋申込取りまとめ書」に鉛筆またはシャープ

ペンシルで記入してください。　 　＊取りまとめていただく際集計の必要はありません。
 ③「申込書」と「斡旋申込取りまとめ書」を互助会事務局まで送付、またはご持参ください。
●注意事項／ ※電話・ＦＡＸや瀬田・大津北（堅田・志賀支所）商工会でのお申し込みはできません。
 ※白石薬品株式会社への直接のお申し込みはご遠慮ください。
 ※ 事業所ごとのお申し込みになりますので、個別明細書の発行や事業所以外への配送はご容赦ください。
●申込締切／ 11月26日㈪	必着	
●支払方法／ 納品時に、業者から「納品明細書」「振込用紙」「申込書」「個人リスト」が同封されますので、
 事業所ごとに直接業者へお振り込みください。（商品到着後、振込はお早めにお願いします。）
 　※振込用紙はコンビニエンスストア・郵便局にてご利用いただけます。 ＊振込手数料は、業者負担
●取扱業者／ 〒５７８－０９５４　東大阪市横枕１２番１９号
 白石薬品株式会社　〔電話：０７２－９６１－７４７１〕　担当：小口
●納品方法／ 現品は、申込書ごとにまとめて業者から各事業所あてに送付します。
◇ご注文からお届けまでのながれ
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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）‖‖ 天橋立（10大かに食べ放題の昼食）・・・・・
・・・・元伊勢籠神社（参拝）‖‖海産物のお買物 ‖‖丹後ちりめん歴史館（見学）‖‖ 各地（17：00～17：40頃） 	

①茹で本ずわいがに脚食べ放題！ ②かに刺し食べ放題！ ③焼き茹で本ず
わいがに脚食べ放題！ ④せこがに（姿）食べ放題！ ⑤かに味噌食べ放題！ 
⑥かにグラタン食べ放題！ ⑦かに揚げ団子食べ放題！ ⑧かに親爪フライ
食べ放題！ ⑨かにめし食べ放題！ ⑩かに汁飲み放題！ 

◆開 催 日／ 12/8㈯
◆場　　所／ 京都府
◆旅行代金／ 会　　員 6,499円
 同居家族 ８,４９９円
 一　　般 ９,４９９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

　　　

◎昼食はふぐ4大食べ放題 !  ①ふぐ刺し食べ放題 !  ②ふぐ唐揚げ食べ放題 !  
　③ふぐ南蛮漬け食べ放題 !  ④ふぐ飯食べ放題 !  
◎読売旅行初登場 ! ｢世界一美しい海岸｣と言われるイタリア｢アマルフィ｣に似

ていると話題のインスタ映えスポットへ !  ◎みかん詰め放題（約１㎏）もお楽
しみ !  ◎自分だけのオリジナル｢梅酒｣作り体験 !  ◎軽夕食（たこむす）付き !

◆開 催 日／ 12/15㈯
◆場　　所／ ミステリー
◆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

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）‖‖どこへ行くかは当日までお楽しみ♪‖‖各地（17：40～18：20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）

天橋立10大かに食べ放題！コース番号：
 650－1832－05G

ふぐふぐミステリーツアー

※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）

コース番号：
 650－6442－05G

＊昼食1回・
　軽夕食1回付き
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びわ湖大津プリンスホテル
和食料理「清水」花会席のご案内

食欲の秋♪びわ湖大津プリンスホテル36階和食清水で会席ランチはいかが
でしょうか？ 女性に人気の会席料理！ お造りや天婦羅、こだわりのお寿司と
華やかな料理が季節を感じさせます。36階から広がる錦秋の山なみの景色
も最高です。ご家族やお友達と目と舌で秋の美味を是非お楽しみください！！

通常料金　3,850円　⇒　会員料金　3,300円
（税金サービス料込）　　　　　　　　　　　　　　 　　　（税金サービス料込）

◆開 催 日／ 11月１日㈭～１１月３０日㈮の平日	
◆営業時間／ １１：３０～１４：３０　ラストオーダー１４：３０
◆開催場所／ 和食料理「清水」
◆対 象 者／ 会員と会員の同伴者
◆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。

	 ※他サービスとの併用不可
	 ※ランチタイムのみの提供となります
	 ※11月27日～　料理内容が変更になります。

【お問合せ・ご予約】 TEL ：０７７-５２１-５５４４（直通）
   ：０７７-５２１-１１１１（代表）

11月の平日ランチ限定!!

※写真はイメージです

◆開催日時／ 11月23日（金･祝）	12：0０～１5：３０（予定）  

※小雨決行　※中止の場合は11/24㈯に順延

◆開催場所／ 阪神甲子園球場
 　１塁アイビーシート（年間予約席と同席）

◆応募資格／ 会　員 ◆参 加 費／無　料
◆募集席数／ ペア２組（４席） ◆応募締切／ １１月15日㈭ 必着

★申込先★ 〒５２０－０８０６ 大津市打出浜１－６　（一財）大津市勤労者互助会
 阪神タイガースファン感謝デー宛

阪神タイガースファン感謝デーハガキ
抽選

◆申込方法／
郵便はがきに、①「ファン感謝デー入場券」希望 
②事業所名 ③会員番号 ④会員名 ⑤電話番号

（日中連絡先）を書いて下記までお申し込み
ください。
※申し込みは、会員１人につきはがき１枚です。
※申込席数は、１枚のハガキでペア１組２名分です。
※電話・ＦＡＸ・インターネットでの受付はいたしません。
※申込多数の場合は、抽選を行います。
※当選者のみ電話でお知らせしますので、互助会事
務局までチケットの引き取りにお越しください。

※第三者への転売行為はご遠慮ください。
※締切日以降に届いたハガキは無効となります。
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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。※歴史講座探訪編は、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★

　
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／ 11月８日㈭ 午前8：40～11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／ 電話・FAX・互助会ホームページ（詳細は下記）

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
（軽スポーツ室） 12/4・18・1/15・29・2/12・26・3/12

火 19：０0～20：０0
7回 ２,800円

②
ピラティス＆ヨガ教室

（和室） 12/11・1/8・22・2/5・19・3/5・19 7回 ２,800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。身体をリラックスさせる効果もあります！

③
パワーヨガ教室 12/5・19・1/9・23・2/6・20・3/6 水 19：０0～20：０0 7回 ２,800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！

④
がんばらないヨガ教室 12/6・20・1/10・24・2/7・21・3/7 木 10：00～11：00 7回 ２,800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。「健康＆元気」を身体で感じていきましょう！（初心者）

⑤
ちょっとがんばるヨガ教室 12/6・20・1/10・24・	2/7・21・3/7 木 11：30～12：30 7回 ２,800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。「健康＆元気」を身体で感じていきましょう！（初級）

⑥
中学英語から始める

基礎英会話教室（初心者） 12/6・20・1/10・24・2/7・21・3/7 木 19：00～21：０0 7回 4,200円
（500円）

内容 「それ英語で言ってみよう！」中学英語の文法をおさらいしつつ、簡単なフレーズを繰り返し練習しながら、役立つフレーズを学んでいきます。

⑦
未生流　華道教室 12/7・21・1/11・25・2/8 金 10：00～12：０0 5回 3,000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✿

⑧
朝のゆるストレッチ教室 12/7・21・1/11・25・2/8・22・3/8 金 10：30～１1：30 7回 ２,800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！楽しく毎日を過ごしましょう♪

⑨
健康エアロビクス教室 12/7・21・1/11・25・2/8・22・3/8 金 19：０0～20：０0 7回 ２,800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！心とカラダを健康リフレッシュします♪
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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！！

滋賀の自然素材でつくる
手作りしめ縄教室

しめ縄の土台に、素材を飾り付ける教室です
お正月の準備で忘れてはならない「しめ縄」！  少し、古臭いかも
‥‥と思っていませんか？ 昔からある伝統には必ず意味があります。
特に「しめ縄」は、新しい年を迎えるための神聖な儀式です（^^） 
自然豊かな滋賀の素材を使って、今年はおしゃれに「しめ縄」を飾っ
てみませんか？ 12月26日から飾って神様をお迎えしましょう～♪

◆開催日時／ 12/19	水曜日	
	 10：00～12：00　 全１回
◆開催場所／ ３F 集会室
◆講　　師／ ながた　ちよ 先生　
◆持 ち 物／ 持ち帰り用の袋・
 汚れても良い服装・使いたい素材（あれば）

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 1,8００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／11/16㈮AM８:40～12/14㈮ ※先着順

お正月用	寄せ植え教室
～お正月の玄関は縁起物で華やかに！～

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！！（ただし、35歳未満の方が対象となります。）

心とからだのメンテナンスヨガ教室
◆開催日時／12/1、8、22、1/12、19、
	 26、2/2、9、16、23
	 	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 大杉　愛美 先生
◆持 ち 物／運動のできる服装、飲み物、汗拭きタオル
◆受 講 料／3,０００円　　　◆定　員／20名

◆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！

◆申込期間／11/８㈭AM８:40～11/30㈮ ※先着順

お正月には欠かせない縁起の良い植物「葉牡丹」を使った
寄せ植えをしてみませんか？新年の玄関に飾って幸福を
呼び込みましょう～♡ 春先まで長持ちしますよ♪

◆開催日時／ 12/10	月曜日	
	 10：00～12：00　 全１回

◆開催場所／ ４F 研修室
◆講　　師／ 中田園芸 中田　幸吉 先生　
◆持 ち 物／ 持帰り用袋（幅40ｃｍ高さ30ｃｍ奥行30ｃｍ以

上）・汚れてもよい服装・ビニール手袋（フィッ
トするタイプ）・移植用のスコップ

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 2,5００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／11/16㈮AM８:40～12/5㈬ ※先着順

年越し！	手打ちそば教室
蕎麦には「ルチン」が多く含まれ、高血圧の予防・改
善にも良いと言われています。自家栽培・無農薬のお
いしい蕎麦粉（信濃1号＝信州で改良され、品質も高く
評価されています）を使って手打ちそばに挑戦してみま
せんか？本当の蕎麦の香りと味を堪能してください。

◆開催日時／ 12/9	日曜日	
	 10：00～12：30　 全１回

◆開催場所／ ２F 調理実習室
◆講　　師／ 中井　あけみ 先生　
◆持 ち 物／ エプロン、三角巾、布巾（２枚）

◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 7００円）
◆定　　員／16名
◆申込期間／11/８㈭AM８:40～11/30㈮ ※先着順

歴史講座探訪編
「白洲正子と巡る近江の古社寺」

石山寺を歩く
1月から始まる「白洲正子と巡る近江の古社寺シリー
ズ1」の探訪編！白洲正子は、近江の古社寺を深く愛
し、その魅力を数々の作品を通して紹介しました。
◆開催日時／ 12/8	土曜日	13：00～16：00 全１回
◆開催場所／ 石山寺東大門前集合
◆講　　師／ NPO法人歴史資源開発機構 
 大沼　芳幸 先生　
◆持 ち 物／ 歩きやすい服装・タオル・飲み物
◆内　　容／ 今回は、「石山寺」を実際に歩き、「白洲正子

と歩く琵琶湖 江南編」 の著者大沼芳幸先生
に解説いただきます。何度も探訪・巡拝された
方にも新たな視点と魅力を発見できるはず！

◆参 加 費／ 2,０００円（入山料・本堂内陣拝観料含む）
◆定　　員／20名
◆申込期間／11/16㈮AM８:40～12/5㈬ ※先着順

（直径15cm程度）
※	写真はイメージです。
　	天候や仕入れ状況により、素材
が変更になる場合もございます。
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

人形劇団クラルテ
第109回公演こどもの劇場

11ぴきのねこどろんこ
平成31年 1月6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

全席指定 2,600円（前売り）→ 1,800円 10枚
※	3歳以上有料

　11ぴきのねこが
　　　恐竜の子と友達に?!

原作／馬場のぼる（こぐま社刊）

●締切日／11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

プロダクションさきら	vol.3	成果発表公演
時空の難破船―ロストシップ―

平成31年 1月26日㈯　14:00	開演
栗東芸術文化会館さきら　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 700円→ 500円 5枚

中学生以下 500円→ 400円 5枚
※	全席自由
※	3歳以上有料、
　2歳以下は膝上無料

●締切日／11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

Kiroroコンサート2018
12月22日㈯　15:30	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 6,000円→ 5,100円 10枚
※	3歳未満膝上鑑賞無料（お席が必要な場合有料）

●締切日／11月26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

中山道守山宿	旅への誘いコンサート	vol.5
～巡礼の年	第2年～

平成31年 1月12日㈯　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
全席自由 500円→ 400円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／11月26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

ニッポン全国市町村公演
昭和のうたコンサート

平成31年 1月31日㈭　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
全席自由 1,800円→ 1,300円 10枚
※	未就学児入場不可
※	高校生以下入場無料

●締切日／11月26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

福田こうへいコンサート	2019
～一所懸命～

平成31年 2月7日㈭　17:00	開演
野洲文化ホール

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

●締切日／11月26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
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

山田洋次監修･脚本
『裏長屋騒動記』

平成31年 1月5日㈯～14日（月･祝）　
11:00/15:30	開演
京都劇場（京都駅ビル）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一等席 10,000円→ 8,500円 各10枚

※	11日･12日のみ15:30公演取扱い
※	パンフレット付き

●締切日／11月26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

50周年+50周年てことは100周年！?
研ナオコ＆野口五郎

Anniversary	Special	Program

平成31年 1月29日㈫　18:30	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
夜の部 7,500円→ 5,500円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／11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

坂本冬美コンサート	2019
平成31年 2月22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
※	未就学児入場不可

●締切日／11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
喜劇	有頂天団地

平成31年	1月13日㈰　15:30	開演
	 1月16日㈬　11:00	開演

京都四条南座
区 分 あっ旋料金 予定枚数

1等席 12,000円（前売り）→ 6,000円 各10枚
※	全席指定
※	4歳以上チケット必要

●締切日／11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

桃月庵白酒	独演会
平成31年 1月27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 3,500円→ 2,800円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／11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

新歌舞伎座開場60周年記念特別企画
五木ひろし	天童よしみ	初春歌合戦

平成31年	1月13日㈰　12:00	開演
	 2月 9日㈯　11:00	開演

新歌舞伎座
区 分 あっ旋料金 予定枚数

2階席 7,000円→ 6,000円 各10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／11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
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★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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

新年号広告掲載募集！！

「互助会だより新年号」に各事業所様の
 新年のご挨拶を掲載します。
� ※平成30年の新年号をご参考ください。

◆料　　金／ １枠　２,０００円　
◆枠サイズ／ 約１．５～２㎝×約８㎝

※申込状況により掲載枠サイズが若干変動する場
合がございます。

◆申込方法／ １1月２6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ＦＡＸ、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）で送信ください。

3才から70代の生徒さんが。
公募展入選も。

MDS美術研究所
大津市千石台1－5

TEL：077－521－0890
FAX：077－521－0982

http://www.e510.jp/mds-biken/welcome
norikom.1105@gmail.com

より良い街づくりの不動産情報センター

株式会社	トータルライフ
大津市本堅田4－13－2
TEL：077－574－0677
FAX：077－574－0722
http://totallife.shiga.jp/
info@total-life.co.jp

10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】

松竹映画
｢こんな夜更けにバナナかよ
　　　　　　　愛しき実話｣

12月28日㈮～全国ロードショー
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,800円（当日）→ 1,050円 50枚
※互助会の映画特別優待券とは併用できません。
※	チケットの取り扱いは、互助会事務局のみとなります。（受け取りは
　	瀬田・大津北商工会でも可能
ですので、事前にお電話にて
お申し込みください）

●このチケットの販売は
　平成31年1月31日㈭
 までです。 ⓒ2018映画「こんな夜更けにバナナかよ

	愛しき実話」製作委員会

窓口


