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互助会だより3月号

互助会だより
平成30年3月5日 発行

3 月 号
平成30年2月1日	 現在
事業所数	 1,072　
会 員 数	  6,141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/

　　

●琵琶湖大橋回数通行券の取り扱いを終了します
　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
となります。それに伴い、早期契約終了となるため、平成30年３月末日をもって互助会事務局での販売を終了と
させていただきます。
　何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

●各種 助成金・給付金の申請はお済みですか
◆  各種助成金（講座受講･宿泊旅行･人間ドック受診･インフルエンザ予防接種 等）の平成29年度利用分の申請期限は、
４月５日（木）までです。（各種年度内１回限り）　期限を過ぎますと支給できませんのでご注意ください!!

◆ 共済給付金（祝金･見舞金･死亡弔慰金 等）の申請期間は、事由が発生した日から１年以内です。（退会餞別金は、
３ヶ月以内）また、平成30年度に小学校へご入学されるお子様をお持ちの会員（入会から２年以上）は、就学祝
金の給付が受けられます。教育委員会から送られる「入学（就学）通知書」（コピー可）または「在学証明書」の
いずれかを添付のうえ、共済金給付申請書をご提出ください。

　　※申請書は互助会ホームページよりダウンロードできます。
◆ 助成金・給付金のお支払い時にお送りしておりました「支払通知書」は平成30年３月振込分をもって終了とさせ

ていただきます。平成30年４月以降は通知書が届きませんので、各々、通帳記入等で入金をご確認いただきます
ようお願いいたします。

　　　締　日 ： 助成金‥‥毎月20日（月1回）　　給付金・・・毎月 5 日/20日（月2回）
　　　振込日 ： 助成金‥‥毎月 末日（月1回）　　給付金・・・毎月 15日/ 末 日（月2回）
　　　　　※振込日が土・日・祝にあたる場合は前または翌営業日となります。

●平成30年度 遊園地・レジャー施設等のあっ旋チケットの取り扱いについて
◆ 平成30年度分の遊園地・レジャー施設等のチケットは３月下旬から取り扱いを開始します!!
　　※ナガシマスパーランドは開始しています。
各種補助券等は、在庫枚数が限られているためご利用が確定してから会員証をご持参のうえ取りに来てください。
また、利用率が低いと次年度の配給枚数に影響し、必要枚数が確保できなくなる場合もありますので、お手元に保管したまま
未使用とならないよう、ご協力をお願いいたします。

●イオンシネマのチケットが「カード型」に変更となります
現在ご利用いただいています「イオンシネマチケット（紙仕様）」が「カード型チケット」に変更となります。
「カード型チケット」では下記の①②がご利用可能となります。
①WEBチケット購入サービス「ｅ席リザーブ」がご利用いただけます。
　（チケットに記載されている購入番号と暗証番号を利用して事前予約が可能です）
②劇場の自動券売機でチケットを購入いただけます。（有人窓口でも利用できます）
　※詳しいご利用方法は右記URLをご参照ください。http://www.aeoncinema.com/act/
注： チケットは取り寄せとなりますので、ご用意に１週間ほどかかります。
 カード型チケットは全国のMOVIX各劇場、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、東劇、神戸国際松竹では利用できません。

●事務担当者の皆様へ
年度末の事務手続きの関係で、４月からの入会または３月末での退会手続きについては、３月27日（火）までにご提
出ください。
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◎�イタリア料理界の巨匠として名高い「片岡護シェフ」がプロデュース
のトアロードホテルのレストランにて読売特別メニューの昼食に舌鼓！
シェフ自慢のコース料理をお楽しみください。
◎�神戸布引ハーブ園ではチューリップやマリーゴールド、ポピーなど
　春を彩る色とりどりの花々がご覧頂けます。

◆開 催 日／ 4/28㈯　　　◆場　　所／ 兵庫県
◆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

　 　
◆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。

　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

大津京駅（4/10発）または大津駅前（4/11発）‖‖海津大崎（桜のトンネﾙをバｽで通り抜け）‖‖<奧琵琶湖パ クーウェイ>‖‖
‖‖長浜豊公園（長浜城付近散策と桜見物）‖‖長浜港～<ビｱンカお花見クﾙ ズー！船上から海津大崎の桜見物>～長浜港‖‖ 各地（18：45～20：30頃） 	

◎�日本のさくら名所100選、海津大崎をバスで通り抜けとビアンカ号
に乗船して約２時間50分のクルーズをお楽しみください。
◎滋賀県有数の桜の名所、奧琵琶湖パークウェイをドライブ。
◎�日本のさくら名所100選、長浜豊公園で長浜城を囲むように咲くソ
メイヨシノなど約600本の桜を見物。

◆開 催 日／ 4/10㈫……大津京駅 ７時40分出発

　　  4/11㈬……大津駅前 ８時20分出発    
◆場　　所／ 滋賀県
◆旅行代金／ 会　　員 5,9８0円
 同居家族 ７,９８０円
 一　　般 ８,９８０円

◆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）

旅のポイント

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（7：20）‖‖ 大津駅前（7：50）‖‖ 大津京駅（8：00）‖‖ 神戸布引ハ ブー園・山麓駅 +++ 神戸ロ プーウェイ+++ 山頂駅（ハ ブー園散策やチュー リッ
プや見頃の花 を々見学）+++ 山麓駅 ‖‖ 神戸トｱロ ドーﾎテﾙ（イタリｱ料理界の巨匠「片岡護シェフ」が監修！ﾎテﾙ内「リｽトランテ	ｱﾙポﾙト」にて正統派イタリ
ｱンのコｰｽ料理の昼食）・・・生田神社（参拝）‖‖ 北野異人館（「風見鶏の館」を歴史案内人と見学）‖‖ 神戸風月堂本店（お買物と風月堂ミュー ジｱﾑ見学）
‖‖UCCコー ヒー 博物館（見学と試飲、お買物）‖‖各地（17：50～18：30頃）

旅のポイント

※助成済額で表記しています。

春彩り神戸の休日   
フルコース仕立て

海津大崎桜の通り抜けと
ビアンカお花見クルーズコース番号：650－1122－03G

＊昼食付き

コース番号：650－2042－03G

＊お弁当・
　お茶付き

※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）

◆募集人数／ 各４6名
　　　　　（最少催行人員25名）
　　　　　　　※定員になり次第締切
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◆場　　所／ 阪神甲子園球場
 　1塁アイビーシート（24段104～107）
◆料　　金／ 平日（巨人戦除く） ９,０００円→７,４００円（2席1組）
 土日祝・巨人戦 ９,６００円→８,０００円（2席1組）
◆席　　数／ 各試合４席
◆申込方法／ 「往復はがき」に右記の要領でお申し込みください。
　　　　　　　＊はがきは、会員一人につき１枚です。
　　　　　　　＊申込席数は、１枚のはがきで２席分です。
　　　　　　　＊電話、ＦＡＸでの受付はいたしません。
◆締 切 日／ ３月1６日㈮　必着
◆抽 選 日／ ３月2０日㈫

＊当落の結果をはがきにてお知らせします。当選さ
れた方は、はがきと代金をご用意のうえお早め
に事務局までお越しください。

＊当選後のキャンセル・変更はできません。
　（雨天等の中止の場合を除く）

★空席がある場合は、３月2３日㈮ 8：40以降、先着順にて受け
付けます。 〔電話：５22－６４９９〕

阪神甲子園球場年間予約席
《阪神タイガース公式戦観戦チケット》

はがき
抽選

※（交）………交流戦
※	 ……土日祝	・巨人戦

００２５ ６０８

往信

返信

　郵便往復はがき

大津市打出浜１－６
（大津市勤労福祉センター 内）

（一財）大津市勤労者互助会
宛

　郵便往復はがき

申込者の住所

氏名　様

（往信の裏面）

アイビーシート申込み
・会員番号
・事業所名
・会員名
・電話番号
・第１希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ
・第２希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ

試合日 カ　ー　ド 試合開始時間月 日 曜日

4

10 火 阪神－広島 18：00
11 水 阪神－広島 18：00
12 木 阪神－広島 18：00
13 金 阪神－ヤクﾙト 18：00
14 土 阪神－ヤクﾙト 14：00
15 日 阪神－ヤクﾙト 14：00
20 金 阪神－巨人 18：00
21 土 阪神－巨人 14：00
22 日 阪神－巨人 14：00

5

1 火 阪神－横浜 DeNA 18：00
2 水 阪神－横浜 DeNA 18：00
3 木･祝 阪神－横浜 DeNA 14：00
4 金･祝 阪神－中日 14：00
5 土･祝 阪神－中日 14：00
6 日 阪神－中日 14：00
15 火 阪神－横浜 DeNA 18：00
16 水 阪神－横浜 DeNA 18：00
17 木 阪神－横浜 DeNA 18：00
23 水 阪神－ヤクﾙト 18：00
24 木 阪神－ヤクﾙト 18：00
25 金 阪神－巨人 18：00
26 土 阪神－巨人 14：00
27 日 阪神－巨人 14：00
29 火 阪神－ソフトバンク（交） 14：00
30 水 阪神－ソフトバンク（交） 18：00
31 木 阪神－ソフトバンク（交） 18：00

6

5 火 阪神－オリックｽ（交） 18：00
6 水 阪神－オリックｽ（交） 18：00
7 木 阪神－オリックｽ（交） 18：00
8 金 阪神－ロッテ（交） 18：00
9 土 阪神－ロッテ（交） 14：00
10 日 阪神－ロッテ（交） 14：00
22 金 阪神－広島 18：00
23 土 阪神－広島 14：00
24 日 阪神－広島 14：00

試合日 カ　ー　ド 試合開始時間月 日 曜日

7

3 火 阪神－中日 18：00
4 水 阪神－中日 18：00
5 木 阪神－中日 18：00
6 金 阪神－横浜 DeNA 18：00
7 土 阪神－横浜 DeNA 18：00
8 日 阪神－横浜 DeNA 18：00
16 月･祝 阪神－巨人 18：00
17 火 阪神－巨人 18：00
18 水 阪神－巨人 18：00
24 火 阪神－広島 18：00
25 水 阪神－広島 18：00
26 木 阪神－広島 18：00

8

28 火 阪神－ヤクﾙト 18：00
29 水 阪神－ヤクﾙト 18：00
30 木 阪神－ヤクﾙト 18：00
31 金 阪神－横浜 DeNA 18：00

9

1 土 阪神－横浜 DeNA 18：00
2 日 阪神－横浜 DeNA 18：00
8 土 阪神－巨人 14：00
9 日 阪神－巨人 14：00
11 火 阪神－中日 18：00
12 水 阪神－中日 18：00
13 木 阪神－中日 18：00
14 金 阪神－ヤクﾙト 18：00
15 土 阪神－ヤクﾙト 14：00
23 日･祝 阪神－巨人 14：00
24 月･祝 阪神－巨人 14：00
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窓口

◆購入方法／
　①まずはご予約ください。
 　ＴＥＬ：0120-077-572（レークウエスト観光㈱）

※ご希望便にご乗船できない場合がございますのでご
了承ください。

②ご予約後、乗船券をお渡ししますので互助会事
務局へ会員証と代金をご用意のうえお越し下さい。
※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（堅田・志賀支
所）で可能ですので事前にご連絡下さい。〕

★詳細については、レークウエスト観光㈱へ直接、
お問い合わせ下さい。

★ご注意★  このチケットの販売は、４月13日㈮までです。

●各便約45分周遊　
●使用船舶
　リバーワンダラー号（定員40名）

海津大崎
お花見クルーズ

◆運行期間／ 4/5㈭～15㈰
◆発 着 港／ 大浦漁港
 （JR湖西線永原駅下車徒歩約2５分）

 区 分 あっ旋料金 予定枚数
大　人 

（中学生以上） 3,000円→ 2,6００円
2０枚小　人 

（小学生） 1,500円→ 1,3００円
※幼児は無料（お席が必要な場合有料）　
※開花状況により日程の変更をすることがあります。
※強風などの気象、湖象の状況により急遽運航コー
ｽ等の変更や運航の中止をする場合がございます。

① １０：45発
② １１：45発
③ １3：００発
④ １4：００発

１日4便

窓口 春シーズン入園券のあっ旋 !!
　ひらかたパークの春季チケットが、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、３月３日㈯～６月24日㈰の間でご利用いただける春季チケットです。

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。
◎フリーパスではご利用いただけない施設･イベント
があります。

フリーパス引換券付入園券
（有効期限：3/3～6/24）

おとな ４,４００円 ３，７００円
小学生 ３,８００円 ３，２００円

2歳～未就学児 2,６００円 ２，２００円

■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

窓口 海津大崎桜並木の眺望と
奧びわ湖クルーズの旅

★会員証提示で割引料金にてご乗船いただけます!!
長浜港発着便（予約制）

◆運行期間／ 4/7㈯～4/19㈭
◆乗 船 料／ 大　人 3,100円⇒ 2,880円

小　人 1,550円⇒ 1,440円
◆運行時間／14：20～17：10（乗合便）
 ※13日㈮ 限定　10：50～13：40便を運航
◆運行時間／長浜港～海津大崎桜並木～長浜港
 （船窓よりゆっくりご覧いただけます）

〇ボランティアガイドによる観光案内付き
◆利用方法／詳細については、直接、琵琶湖汽船㈱へ
 お問い合わせください。（ＴＥＬ：５2４-５０００）

	

★会員証提示で割引料金にてご利用いただけます!!
・ 	宿泊施設への予約+フロント受付で会員証をご提示いただくと、1泊2食

付基本料金より500円引き（会員及び中学生以上の同伴者5名まで）
また55歳以上の同伴者の場合、さらに50円引きとなります。

　　（年齢の確認できる証明書の提示が必要）
・ 	お電話で予約される際「全福センター 会員」とお伝えください。
　　　予約センター：TEL0570-550-078
・ 	互助会事務局で販売している「ご宿泊券」が併用可能です!!
　ご宿泊の際にぜひ、ご利用ください。
　　　※	ご予約やご宿泊に関する詳細等につきましては、
　　　　湯快リゾ トー（ご利用施設）へ直接、お問い合わせください。
　ご宿泊券につきましては、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（堅田支所・志賀支所）〕でも可能ですので、事前にご
連絡ください。

『湯快リゾート』窓口
全福センター割引提携施設のご案内
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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／ ①②　３月19日㈪ 午前8時40分～４月６日㈮まで　（先着順）　 ③～⑪ ３月22日㈭ 午前8時40分～４月20日㈮まで
◆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 アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ
（女性限定） 4/11・25・5/9・23・6/6・27

（水）
10：０0～11：30 6回 2,400円

（3,000円）

②

アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ
（女性限定） 4/11・25・5/9・23・6/6・27 13：30～15：00 6回 2,400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
の流します。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。

③ ピラティス＆ヨガ教室
　（軽スポーツ室） 4/24・5/8・22・6/5・19・7/3・17

（火）
19：０0～20：０0 7回 ２,800円

④
ピラティス＆ヨガ教室

　（和室） 5/1・15・29・6/12・26・7/10・24 19：０0～20：０0 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です。
身体をリラックｽさせる効果もあります！

⑤
パワーヨガ教室 4/25・5/9・23・6/6・20・7/4・18 （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‼

⑥
がんばらないヨガ教室 4/26・5/10・24・6/7・21・7/5・19 （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。
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♪　　※初心者向け

⑦
ちょっとがんばるヨガ教室 4/26・5/10・24・6/7・21・7/5・19 （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。
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♪　　※少しﾚベﾙUPしたい方

⑧
基礎英会話教室

　～お・も・て・な・しのことば～ 4/26・5/10・24・6/7・21・7/5・19 （木） 19：00～21：０0 7回 4,200円
（500円）

内容「こんな時どう言うの？」って思う事ありませんか？
「お・も・て・な・し」をテｰマに簡単な単語・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！

⑨
未生流　華道教室 4/27・5/11・25・6/8・22 （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✿

⑩
朝のゆるストレッチ教室 4/27・5/11・25・6/8・22・7/13・27 （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！楽しい毎日を過ごしましょう♪

⑪
健康エアロビクス教室 4/27・5/11・25・6/8・22・7/13・27 （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！心とカラダをリフﾚッシュします♪

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または077-525-1105）、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。
　※ 教材費は各講座の開催初日（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 申込方法★
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

ショパン＆シューマン・ピアノ作品
全曲演奏シリーズ完結記念

椿佳美ピアノ名曲コンサート(１)

5月19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

大学生以下 2,000円→ 1,400円 10枚
※	全席自由
※	6歳未満入場不可

●締切日／3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

福田こうへいコンサート2018
～真心伝心～

6月15日㈮　13：00/17：30	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

※	未就学児入場不可　

●締切日／3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

第三回　九團次の会
6月21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 6,000円（前売り）→ 5,100円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／3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

ウタのタネ in 守山
vol.8

6月24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
大　人 1,600円→ 1,100円 10枚

高校生以下 600円→ 400円 10枚
※	全席自由
※	小学生未満無料　

〔出演〕　　human note、平義隆、一般参加シンガー

●締切日／3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

京都フィル　オーケストラで聴く
懐かしのオールディーズ特集
5月12日㈯　14：00	開演

野洲文化ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

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

●締切日／3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

綾小路きみまろ
笑撃ライブ2018

6月3日㈰　14：00	開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 5,500円→ 4,400円 10枚
※	18歳未満入場不可

●締切日／3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

[出　演] 市川 九團次

[予定演目] 一、舞踊「翁千歳三番叟」
 二、舞踊「静と知盛」
 三、講談「新吉原百人斬り」～お紺殺し～
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

通崎睦美　コンサート
「今、甦る！木琴デイズ」 vol.9
丘を越えて～歌謡曲とタンゴ

5月15日㈫　14：00/19：00	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 4,000円→ 2,800円 各10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／3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

チェコ･フィルハーモニー･ゾリステン
来日10周年記念公演

5月25日㈮　19：00	開演
京都コンサートホール　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 5,000円→ 4,000円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／3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

仲道郁代　プレイエル・リサイタル
～いつもあなたとショパン 第1回(全3回)～
「ショパンが愛したプレイエル」

6月16日㈯　14：00	開演
京都コンサートホール　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 5,000円→ 4,000円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／3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

桂文珍独演会
JAPAN TOUR ～一期一笑～
4月17日㈫　13：00	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

全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／3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

ヨーナス・ハーヴィスト・トリオ
5月19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
※	3歳以上有料
※	2歳以下膝上無料
　お席が必要な場合有料

●締切日／3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

日本センチュリー交響楽団
第226回定期演奏会

6月14日㈭　19：00	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 10枚
B　席 4,500円→ 3,600円 10枚

※	全席指定　※	未就学児入場不可

〔出演〕 指揮：飯森範親（日本センチュリー交響楽団首席指揮者）
〔曲目〕 ワーグナー：舞台神聖祝典劇「パルジファル」より

“聖金曜日の音楽”
  ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調 WAB107（ハース版）

●締切日／3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

©Kiyotaka	Saito

©中川忠明
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

陽春特別企画
花盛り四人姉妹

～吉野まほろば物語～

4月15日㈰◦4月30日（月･祝）
両日とも	11：00	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／3月23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

特別展　恐竜の卵
～恐竜誕生に秘められた謎～

特別展　池 大雅
－天衣無縫の旅の画家－

ジブリの大博覧会
～ナウシカからマーニーまで～

ボストン美術館浮世絵名品展
鈴木春信

◆会期／3月10日㈯～5月6日㈰
◆場所／大阪市立自然史博物館

＊開館時間／9：30～17：00※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日　※但し4/2・30は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
高大生 800円→ 400円 30枚

※中学生以下無料
※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名含む）は無料
※本展チケットで常設展も入場可能　　　　　　（要証明）

●このチケットの販売は3月20日㈫までです。

◆会期／4月7日㈯～5月20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、5/1　※但し4/30は開館

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）

●このチケットの販売は4月6日㈮までです。

◆会期／4月7日㈯～7月1日㈰
◆場所／兵庫県立美術館

＊開館時間／10：00～18：00（金・土は20：00まで
6/1・2・8・9は除く）※入館は閉館30分前まで

＊休館日／月曜日、5/1　※但し4/30は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,600円→ 1,000円 50枚
高大生 1,200円→ 700円 30枚
小中生 700円→ 400円 30枚

※	障がいのある方（70歳以上除く）は各当日料金の半額、
その介護者1名は無料（要証明）

●このチケットの販売は4月6日㈮までです。

◆会期／4月24日㈫～6月24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／5/7・14・21・28の各月曜日

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚

一般ペア 2,000円→ 1,400円 10組
高大生 900円→ 500円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※障がい者およびその介護者1名は当日料金の半額
※ペｱチケットは1名様で2回、または2名様で利用可能（事務局のみの取扱）

●このチケットの販売は4月23日㈪までです。

窓口 窓口

窓口 窓口

ハッピードリームサーカス
大津公演

3月8日㈭～4月30日（月･祝）
10：00／13：00／15：30（土・日・祝のみ）

	※公演スケジュール等は、「ハッピードリームサーカス大津公演事務局」（TEL521-5066）

琵琶湖汽船前◦大テント特設会場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

SS
指定席

おとな 3,500円→ 2,500円 30枚
こども 2,500円→ 1,700円 30枚

ファミリー 
（4名まで）7,000円（前売り）→ 6,000円 30枚

ＢＯＸ
指定席

おとな 4,000円→ 2,800円 30枚
こども 3,000円→ 1,900円 30枚

①互助会事務局にて前売券を購入して下さい。※チケットの取り扱いは、互助会事務局のみとなります。
② 各自が直接、ハッピードリームサーカス大津公演事務局（ＴＥＬ：521-5066）へお席の

事前予約（公演日時）をして下さい。 

窓口

●このチケットの販売は3月23日㈮までです。ご利用は公演期間内有効です。

購
入
方
法
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◎事業計画
　１．共済給付事業……会員とそのご家族のお祝い事やお見舞い事があった場合に共済金の給付
　２．福利厚生事業
　　⑴　文化事業　◦公の機関及び大津市勤労福祉センタｰなどが実施する講座・講習の受講助成

◦コンサｰト、演劇、美術展覧会などのチケットあっ旋
　　⑵　体育事業	 ◦イワナ釣り大会、ゴﾙフコンペ、ソフトボｰﾙ大会、グランドゴﾙフ大会、びわ湖バﾚ

イ散策、ボウリング大会の実施	 ◦阪神甲子園球場年間予約席のあっ旋　
　　⑶　厚生事業　◦ケｰキ教室の実施	 ◦推奨バｽツｱｰの利用助成

◦人間ドック･がん検診･インフﾙエンザ予防接種の受診助成
◦宿泊施設の利用助成	 ◦家庭常備薬等のあっ旋
◦遊園地、映画鑑賞、県下の観光果樹園、びわ湖大花火大会などのチケットあっ旋・助成

　３．貸付斡旋事業……勤労者の生活資金、福祉資金などの融資あっ旋
　４．老後の生活安定事業……中小企業退職金共済制度の普及、促進
　５．互助会のＰＲと会員拡大の推進……互助会の制度を広くＰＲし、事業所訪問による会員拡大を図る
　６．その他………「互助会だより」の毎月発行、「利用ガイド」の作成配布、ﾎｰﾑペｰジの開示
　７．施設の管理運営事業……	大津市勤労福祉センタｰ維持管理業務　企業や団体の会議、研修の貸室、
	 	 	サｰクﾙ活動の貸室のほか、互助会主催の講座などを実施

平成30年度の事業計画・予算が決まりました

●一般会計予算
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

会費等収入 36,590,000

事業収入 11,157,000

補助金等収入 18,764,000

共済金掛金収入 1,400,000

その他 1,087,000

前期繰越金 2,438,000

収入合計 71,436,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 19,343,000

福利厚生事業費 21,972,000

人件費 21,865,000

一般管理運営費 8,104,000

その他 152,000

支出合計 71,436,000

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

施設管理事業収入 23,000,000

利用料収入 12,273,000

事業収入 3,449,000

雑収入 97,000

前期繰越金 2,172,000

収入合計 40,991,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

施設管理事業費 36,717,000

事業費 4,254,000

予備費 20,000

支出合計 40,991,000

●施設管理特別会計予算

窓口 なばなの里入村券付クーポン引換券
取扱チケット 券　　種 一般価格 あっ旋価格 ◎クーポン引換券はなばなの里販売窓口でなばな

の里入村券付クーポン(500円×2枚)引き換えが
必要です。（引換券では入村できません）

◎ご利用は会員と登録同居家族に限り、期間内1回
限り有効です。

◎料金は施設でお支払いください。

小学生以上入村券

イルミネーション3/1～5/6 2,３００円 ２，０００円
花まつり（春）5/7～7/8 1,６００円 １，３００円
夏　　季　　7/14～8/31 1,０００円 ７００円

　※7/9（月）～7/13（金）は施設の休業日となります。

【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。 
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本格宮崎料理の店

ひなはる～宮崎料理とうまい酒～
大津市真野2-27-3

TEL&FAX：077－535－5691
http://www.hinaharu.com/

info@hinaharu.com

愛の詰まった美味しさ、お届け！
（日替わり弁当）

唐印屋（KARAINYA）

TEL&FAX：077－563－7011

２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】

得 得プレゼント
①お誕生日プレゼント（金券1,000円分）
 　※３月にお誕生日を迎える会員様対象 ……… 5名
●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。

〒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／3月２3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。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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1

今大会は３３チームに参加いただき、各レーンでは、
ストライクにはハイタッチ、ガターには笑い、と大きな歓声が湧き、

楽しくも白熱した戦いが繰り広げられました。
ご参加いただいたみなさんありがとうございました。 	 互助会

事業報告2

　　大津発條㈱の皆さんありがとうございました。

大津地区労働者福祉協議会の

新春ボウリング大会に出場!!
＜団体の部＞

優　勝：戸倉商事Ａ
準優勝：福寿荘Ａ
３　位：㈲ロ ズー環境

サ ビーｽ

　　　　＜個人の部＞
優　勝：佐藤　　卓さん	〔戸倉商事Ｃ〕
準優勝：西澤　周平さん	〔戸倉商事Ａ〕
３　位：三田村　修さん	〔三光シｽテﾑ〕

結　　果

２月１６日（金）
第40回理事長杯争奪ボウリング大会を

開催しました!!


