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互助会だより12月号

互助会だより
平成30年12月5日 発行

12 月 号
平成30年11月1日	現在
事業所数	 1,084　
会 員 数	  6,094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/

しっとり濃厚クラシックショコラ♫
― ケーキ教室 ―電話

受付開始！
12月11日㈫

8時40分～

バームクーヘンで有名な洋菓子店『CLUB HARIE』はご存知ですか？ 今回講師をして
くださるのはCLUB HARIEでシェフを20年以上務め、退職後の現在は滋賀短期大学の
非常勤講師をされている石井明先生です☆そんな先生に教わるのは “格式のあるチョコ
レート菓子” という意味を持つクラシックショコラ♪ 出来上がったクラシックショコラは、
お一人さま1台ずつお持ち帰りいただけます！！ お皿に生クリームやフルーツを一緒に盛
りつけてスイーツプレートにすればインスタ映え間違いなしですね！ バレンタインデーの
贈り物にもおすすめです♪
◆日　　時／	平成31年 2月 2日㈯
  　　　午前の部：１０：００～１２：３０
	 　　　午後の部：１４：００～１６：３０
◆場　　所／	滋賀短期大学 1階　製菓実習室 （大津市竜が丘24-4）
◆講　　師／	滋賀短期大学非常勤講師　石 井 　明 先生
◆参 加 費／	会　　員	 ２，０００円
	 同居家族	 ２，５００円
	 一　　般	 ３，２４０円
◆持 ち 物／	エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオル・上履き・筆記用具
◆募集人数／	午前・午後	各２０名 	※先着順　　◆締 切 日／１月１６日㈬	
◆申込方法／	１２月１１日㈫８：４０より互助会事務局までお電話（522-6499）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。

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・
加入していて良かったことなどのご感想を書いて、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
※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）
※有効期限がございます
▪応募締切／１２月２６日（水）　必着

はがき 下記の賞品を抽選でプレゼントします。

＊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

元CLUB HARIE
シェフに教わる

※写真はイメージです

※参加対象は中学生以上となります。
※�お二人でペアになって２台作りま
す。（お一人での参加も歓迎）
※�ケーキの大きさは5号サイズ (直
径約15㎝)です。
※申込者以外の入室はできません。
※�申込多数の場合は会員と同居家
族を優先。
※駐車場あります。
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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）‖‖①八浄寺（裕福の神･大黒天）‖‖②宝生寺（長寿の神･寿老人）‖‖
‖‖③覚住寺（勇気の神･毘沙門天）‖‖ ④万福寺（律儀の神･恵美酒神）‖‖⑤護国寺（和合の神･布袋尊）‖‖

‖‖ ⑥長林寺（大望の神･福禄寿）‖‖⑦智禅寺（智恵の神･弁財天）‖‖ 各地（18：30～19：10頃） 	

◎国生みの神話の島・淡路島の七福神をめぐります！
◎各お寺の入山料（合計1,400円）ももちろん旅行代金込み！
◎七福神をめぐって 「参拝記念品」 や 「福笹」もいただけます！ 

◆開 催 日／	1/3㈭
◆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／	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

4 4 4 4 4 4 4

①
4

｣（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）に必要事項をお
間違いのないようご記入のうえ、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。
◦Ｐ2のツアーは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

　　　

◎平成最後の初詣はやっぱり伊勢神宮へ !
◎昼食はなんと ! 松阪牛・イセエビ食べ放題 !
◎さらにみえ真鯛の手こね寿司・マグロの造り・あおさうどんも食べ放題 !
◎バスガイド同行で道中もお楽しみ♪

◆開 催 日／	1/12㈯
◆場　　所／ 三重県
◆旅行代金／	会　　員	 8,999円
	 同居家族	 １０,９９９円
	 一　　般	 １１,９９９円
◆募集人数／	４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

大津京駅（9：20）‖‖大津駅前（9：30）‖‖草津駅西口（10：00）‖‖土山サービスエリア（10：40）‖‖
‖‖ 関（松阪牛･イセエビを含む5つの食べ放題！の昼食）‖‖伊勢神宮外宮（初詣）‖‖

‖‖伊勢神宮内宮（初詣とおかげ横丁自由散策）‖‖ 各地（18：10～19：30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）

めでたい！ 淡路島七福神めぐり

お伊勢さん初詣と
松阪牛 ・ イセエビ食べ放題！

※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、土山サービスエリア）

コース番号：
 650－３３７２－05G

コース番号：
 650－2492－05G

＊昼食付き
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推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

カニ料理を賞味する久美浜日帰り 互助会限定募集!!

大津京駅（8：30発）‖‖大津駅（8：45発）‖‖大津ＩＣ‖‖京丹後大宮ＩＣ‖‖観光	久美浜温泉･湯元館（11：45～13：45）‖‖
‖‖京丹後大宮ＩＣ‖‖与謝天橋立ＩＣ‖‖海産物お土産	橋立やまいち（14：4０～15：10）‖‖宮津天橋立ＩＣ‖‖大津ＩＣ‖‖

‖‖大津駅前（17：15）‖‖大津京駅（17：30）	　　＊各地の天候、交通事情等により多少行程が変更になる場合があります。

天然温泉･掛け流しの湯 久美浜温泉湯元館にて、
カニ2.5杯の豪華フルコース！
心ゆくまでご賞味ください！！

◆開 催 日／	平成31年 1/23㈬・27㈰
◆場　　所／	京都府　 	京丹後市方面
◆旅行代金／	会　　員	 	 7,70０円
	 同居家族		 ８,７００円
	 一　　般		１２,２００円
◆募集人数／	1/23	 40名（最少催行人員35名）
	 1/27	 80名（最少催行人員35名）
	 　　　※定員になり次第締切	

◆旅行企画実施旅行社／
観光庁長官登録旅行業第55号

名鉄観光サービス㈱ 大津支店
総合旅行業務取扱管理者	池田	満之輔
大津市末広町1-1 日本生命大津ビル2F
ＴＥＬ：077-510-0100
ＦＡＸ：077-510-0030

　　【営業時間】 ※土・日・祝日休み
平日／9：00～18：00

※２ページの ◆ 申込方法 ◆  ◆注意事項◆ をご覧下さい。

窓口 冬シーズンチケットのあっ旋 !!
　ご家族や会社の仲間とひらかたパークにお出かけはいかがですか？
　40を超えるアトラクションや各種イベントは、大人から子供まで幅広く楽しんでいただけます。
　　※今回のお取り扱いは、12月1日㈯～平成31年3月3㈰の間でご利用いただける冬季チケットです。

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。ウインターカーニバ
ル利用は別途料金が必要です。

入園+フリーパス引換券

おとな
（中学生以上） ４,４００円	 ３，７００円

小学生 ３,８００円 ３，２００円
2歳から未就学児 ２,６００円	 ２，２００円

入園+ウインターカーニバル
入場券

おとな ２,０００円	 １，６００円
こども

（2歳から小学生） １,２００円 １，０００円
◎スケート貸靴のご利用は、別途貸靴料金（６００円）が必要です。
■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。

【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

※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、大津駅前）

＊温泉をご利用される場合は、
タオル等をご持参ください。
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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。※歴史講座については、開催初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自主事業 ※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

ひきしめエクササイズ教室
あなたの身体能力はどれくらい？！
年末年始は、“忙しい？”“ゆっくり？”“おなかいっぱい？”・・・確実に生活リズムは乱れています。
新しい年を迎えた今、これからの快適な日常生活に向けて、
カラダをエクササイズでリセットしましょう♪
◆開催日時／ 1/15・22・29 火曜日 10：30～11：30　全３回
◆開催場所／ ２F 多目的室
◆講　　師／ 福永　郁代 先生　
◆持 ち 物／ 運動のできる服装、500mlの水（またはお茶）、タオル、シューズ
◆受 講 料／ 1,8００円　　　◆定　　員／15名
◆申込期間／12/17㈪AM8:40～１/11㈮　※先着順

もんぺおばさんの 手作り味噌教室
「日本人のおふくろの味」作れるのはこの時期だけ！
無農薬の大豆と環境こだわり米のコシヒカリを使って、おいしい味噌づくりに挑戦しよう！
２㎏の味噌をお持ち帰りできます。

◆開催日時／ 1/26 土曜日  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枚程度、深めのタッパー（食パンの入る大きさ）、
 塩（500ｇ）は重しに使います。
◆受 講 料／ 1,０００円（教材費 8００円）　　◆定　　員／18名
◆申込期間／12/17㈪AM8:40～１/18㈮　※先着順
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　 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。

柔らかいカラダを作りたい方！
肩コリ、むくみのある方！ ホルモンバランスを取りたい方！ におススメです♪
◆開催日時／①②１/16・30・２/13・２7・３/13・２7　水曜日
 　　　①10：00～11：30　全６回　②13：30～15：00　全６回
◆開催場所／ ２F 和室　　　　◆講　　師／ 須田　香織 先生
◆持 ち 物／ 動きやすい服装、飲料水、タオル
◆内　　容／ オーガニックのアロマクリームを使って、まずは手足をリンパマッサージ。あとは、ストレッチと

カンタン体幹トレーニング、また骨盤も調整しながら、深部のリンパを流します。アロマの香りに
癒されながら、90分、体をメンテナンスするクラスです。

◆受 講 料／ ①②ともに 2,4００円（教材費  ３，０００円） 　　◆定　　員／ ①②ともに 15名
◆申込期間／ 12/７㈮AM8:40～1/11㈮　※先着順

①アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ（女性限定）②アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ

「絵を描いてみたい！！」と思われる初心者向けの教室です。
◆開催日時／①②１/23・30・２/13・２7・３/6　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！！」と思われる初心者向けの教室です。スケッチはいつでもどこでも手軽に描けるも

の。日常の一コマ、身のまわりのもの、風景のすべてがテーマです。暮らしの中にあるもので、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 ３,０００円 ◆定　　員／ ①②ともに 15名
◆申込期間／ 12/17㈪ ～１/8 ㈫ 　 １/9 ㈬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

歴史講座「白洲正子と巡る近江の古社寺」シリーズ1
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。今回の
シリーズは、白洲正子の作品に登場する近江の代表的な古社寺を取り上げ、現在の姿を豊富な
画像を用い、徹底的に紹介します。これから近江の古社寺探訪を計画される方は無論のこと、
何度も探訪、巡拝された方にも新たな視点と魅力を提供します！
◆開催日時／ 1/19・2/9・3/9 土曜日 13：30～15：30　全３回
◆開催場所／ ５F 大ホール（2/9のみ4Ｆ研修室）
◆講　　師／（公財）滋賀県文化財保護協会・NPO法人歴史資源開発機構　大沼　芳幸 先生
◆持 ち 物／筆記用具 ◆受 講 料／ 1,8００円（教材費 ５００円）
◆定　　員／３０名 ◆申込期間／ 12/７㈮AM8:40～1/18㈮　※先着順
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ミシガン初日の出クルーズ
《琵琶湖船上から眺める2019年ご来光》

◆期日／平成31年１月1日 元旦
◆運航時間／※6：30	乗船開始

ご来光
　　　　　　　6：40	⇒	7：04頃	⇒	7：30
　　　　　　大津港発　　　　　　　大津港着

区 分 通常料金 会員料金
大　人

（中学生以上） 2,800円 2,340円
小　人 
（小学生） 1,400円 1,180円
◆お求め方法／ 当日、互助会の会員証を現地窓口にてご提示ください。
　※ご予約も可能です。
　※	会員証１枚につき５名まで会員料金にてご乗船いただけます。
　※大人１名につき未就学児１名無料。（２名は小人チケット１枚必要）

詳しくは‥‥ 琵琶湖汽船㈱　電話：５２４－５０００
 （予約センター受付9：00-17：00）

※当日の気象状況によ
り初日の出が拝めな
い場合がございます。
予めご了承ください。

※振舞サービスにつきま
しては無くなり次第終
了致します。

※ 船内では振舞酒
等の無料サービ
スがあります。
　�（数量限定）

美術展の会期：
平成31年 ２月20日㈬～２月24日㈰

9：00～17：00（2/24は12：00まで）
会　　場：草津市立草津クレアホール　展示ホール
●作品募集内容：「書道の部」「写真の部」「絵画の部」「工芸手芸の部」
●応募についての条件
＊作品は未発表のもので、自己の創造で作成したものに限る
＊各種目とも応募は一人1点（ただし、複数部門に出品することは可）
＊出品時、作品を保護するための梱包･包装が施されていること
＊	作品受付期間内および引取り期間に、定められた場所に作品を搬入、
搬出ができること
●作品受付期間および場所
受付期間：2/7･8（10：00～17：00）、2/9（10：00～12：00）
受付場所：（一社）滋賀県労働者福祉協議会　大津市打出浜2-1　コラボしが21	 6階
●お問合せ（一社）滋賀県労働者福祉協議会　ＴＥＬ（077）５２４－６２９０
※詳しくは同封の《作品募集要項》をご覧ください。

第64回 滋賀県勤労者美術展
作品募集

�

12月のびわ湖大津プリンスホテルご案内
ロビーラウンジ｢ポートＮＩＯ｣でいただく〝ふなずしロールケーキセット〟
今回ご案内するのは “おいしい紅茶のお店認定店” の『ポートNIO』でいただく、ふなずしロールケーキ
とお飲み物のセットです♫ 白く焼き上げたロールに、ふなずしの香りを移したホワイトチョコレートの
クリームを巻き込み美味しいロールケーキに仕上げました。単品のコーヒー・紅茶が900円ですので
大変お得な内容です！

通常料金　1,210円（税金サービス料込）　⇒　会員料金　900円（税金サービス料込）
◆開 催 日／ 12月１日㈯～１２月３0日㈰ 
◆営業時間／ ９：３０～１8：００ （ラストオーダー１8：００）
◆開催場所／ ロビーラウンジ『ポートNIO』
◆利用方法／ 来店時、会員証の提示をお願いしますので必ず会員証をお持ちください。

予約制ではございませんので、土休日は込み合う可能
性があります。ご了承ください。

◆対 象 者／ 会員と会員の同伴者　※他サービスとの併用不可

平日限定！！
　　　中国料理「李芳」ランチブッフェが再登場！！

互助会だより10月号でご案内いたしました中国料理｢李芳｣がご好評につき再登場です☆
広東料理をベースに四川、上海、北京料理を取り入れた約40種類のお料理食べ放題に加え、ソフト
ドリンクも飲み放題！ 90分間食べて飲んで、楽しいひとときをお過ごしください♪

通常料金　2,400円（税金込）　⇒　会員料金　2,000円（税金込）
◆開 催 日／ 12月３日㈪～１２月３１日㈪の平日 
◆営業時間／ １１：３０～１４：００ （最終入店 １４：００）
◆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】 TEL： ０７７-５２１-５５２３（直通）
 ： ０７７-５２１-１１１１（代表）

※写真はイメージです

【お問合せ】
 TEL： ０７７-５２１-５５４７（直通）
 ： ０７７-５２１-１１１１（代表）※写真はイメージです

ご好評につき
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1 ３ ４ ７

滋賀県勤労者互助会連合会

「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」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
料金で入園いただくことができ、コーポレートプログラム利用券を併用することで更にお得にパスポートが
購入いただけます。ただし、入園制限中のパークにはご利用いただけませんのでご注意ください。

実施期間(入園期間)：2019年1月7日㊊～３月20日㊌　※土日祝を含む全日

取扱チケット 券　　種 通常料金 特別料金

パスポート料金
大 人（18歳以上） ７，４００円 ６，８００円
中 人（中高生12～17才） ６，４００円 ５，８００円
小 人（幼児･小学生 4～11才） ４，８００円 ４，２００円

※ご利用対象者　会員と同居登録家族
※パスポート購入申込書1枚につき5名様まで購入できます。
※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。
※購入の際、勤務先が確認できる物の提示をお願いする場合があります。

　【購入方法】 下記の 「パスポート購入申込書」 をコピーまたは切り取り、必要事項も漏れなくご記入のうえチケット
販売窓口にご提出ください。

コーポレート
プログラム
契約限定

★★申込方法は、9 ページをご覧下さい。

アンサンブル･リュネット
～親と子どものためのコンサート～

平成31年 2月16日㈯�10:30/13:00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 1,000円→ 700円 各5枚

高校生以下 500円→ 400円 各5枚
※	0歳からチケットが必要
｢コンサートに行きたいけれど、小さ
い子どもがいるから･･･｣と演奏会に
足を運べないお父さん、お母さん
へ。未就学のお子さんと一緒に楽し
めるコンサートです。

●締切日／12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年度滋賀県アートコラボレーション事業
おうみ狂言図鑑 2018-2019

平成31年 2月17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 2,000円→ 1,400円 10枚

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

伊吹のホタルをテーマにしたおうみ狂言図鑑初の
能パロディ作品！

●締切日／12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

サンクス・フェスティバル
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★★申込方法は、9ページをご覧下さい。

音楽の扉 Room No.004
The Piano Trio

平成31年 3月3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
全席指定 3,000円→ 2,400円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／12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

チェコ国立ブルノ･フィルハーモニー管弦楽団
指揮：レオシュ・スワロフスキー

平成31年 2月24日㈰　14:00�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
S　席 9,000円→ 7,700円 10枚
A　席 7,000円→ 6,000円 10枚
B　席 5,000円→ 4,000円 10枚

※	全席指定　※	未就学児入場不可
プログラム
スメタナ：連作交響詩「わが祖国」より“モルダウ”
ベートーヴェン：交響曲第5番ハ短調「運命」op.67
ドヴォルザーク：交響曲第9番ホ短調「新世界より」op.95

●締切日／12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

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！！

平成31年 3月30日㈯　16:00�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
A　席 2,700円→ 1,900円 20枚

※	全席指定　※	1歳以上有料
※	1歳未満で保護者膝上での鑑賞1名
まで無料（お席が必要な場合有料）

出演	「ガラピコぷ～」の仲間たち
	 （チョロミ、ムームー、ガラピコ）、
	 速水けんたろう、山下はるか、
	 関沢圭司

●締切日／12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

親子で楽しむ！0歳からのコンサート
～きんかん五重奏～

平成31年 3月21日（木･祝）　14:00�開演
文化パルク城陽　ふれあいホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,200円→ 800円 10枚

3歳～高校生以下 700円→ 500円 10枚
親子ペア 1,500円→ 1,100円 10枚

※	3歳以上有料
※	2歳以下は保護者膝上での鑑賞無料
（お席が必要な場合有料）
※	約1時間の公演
出演	 新井宗平（うたのおにいさん）、
	 山本かずみ（うたのおねえさん）他

●締切日／12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

延原武春＆テレマン室内オーケストラ
オールバッハプログラム

平成31年 3月23日㈯　14:00�開演
文化パルク城陽　ふれあいホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,900円→ 2,000円 10枚

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

●締切日／12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

©NHK

改組 新 第5回 日展京都展
◆会期／12月15日㈯～平成31年 1月12日㈯
◆場所／京都市美術館・別館

みやこめっせ　日図デザイン博物館
＊開館時間／9:00～17:00　※入場は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、12/28～1/2　※ただし、12/24は開館

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

※京都市内在住70歳以上の方、障がい者手帳等提示の方は無料
（要証明）

●このチケットの販売は1月12日㈯までです。

窓口

京都展では、全国を巡回する基本作品と、京都・滋賀の
地元作家の作品を展覧します。
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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

世紀末ウィーンのグラフィック
～デザインそして生活の刷新にむけて～

驚異の超絶技巧！ 
明治工芸から現代アートへ

◆会期／平成31年 1月12日㈯～2月24日㈰
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9:30～17:00（金土は20:00まで）
※入館は閉館30分前まで

＊休館日／月曜日、1/15、2/12　※ただし、1/14、2/11は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,000円→ 600円 50枚
大学生 500円→ 300円 30枚

※高校生以下、心身に障がいのある方と付添者1名は無料（要証明）
※本料金でコレクション展もご覧いただけます
19世紀末のさまざまな民族が共生する世界都市ウィーンで、相互刺激
の中生まれた独自の文化の一端を紹介します。

●このチケットの販売は1月11日㈮までです。

◆会期／平成31年 1月26日㈯～4月14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）
＊休館日／1/28、2/18、3/4・18　　※入館は閉館30分前まで

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
されたご本人と付き添いの方1名まで当日料金の半額

●このチケットの販売は1月25日㈮までです。

窓口 窓口

◆会期／平成31年 2月16日㈯～5月12日㈰
◆場所／大阪市立美術館

＊開館時間／9:30～17:00　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日　※祝休日の場合は開館し翌平日休館。

ただし、4/30、5/7は開館

フェルメール展窓口

●このチケットの販売は2月15日㈮までです。

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,800円→ 1,100円 50枚
高大生 1,500円→ 900円 30枚

※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を
含む）は無料。西日本過去最大規模の6作品が集結!!	

日本初公開《取り持ち女》	大阪展のみ公開《恋文》ほか
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互助会だより12月号

…………………………………………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、おおつ光ルくん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（＾△＾）

　　

●会員異動報告書の提出
　12月末までの会員の退会及び1月か
らの入会の受付については事務処理の
都合により12月26日（水）必着でお願い
します。

●互助会だより1月号は
　　 1月8日（火）発行になります。

●年末年始窓口業務
　下記の期間休ませていただきます。
予約チケットの受取りや購入予定のチケットなどがありましたらお早め
にお越しください。
互助会事務局・瀬田商工会・大津北商工会（堅田/志賀支所）12月
29日（土）～ 1月3日（木）

●温水プール回数券の注文販売について
　12月注文分より、月に2回の注文締切日を設けます。5日までに
ご注文いただいた場合は10日以降のお渡し、20日までにご注文い
ただいた場合は25日以降のお渡しとなりますのでご注文はお早めに。
商工会受取り希望の場合はさらにお時間がかかります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊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、中小企業の事業主や従業員とそのご家族
の方々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


