互 助 会 だより 4 月号

互助会だより

平成30年 4 月 5日 発行

4 月 号

平成30年 3 月1日 現在
事業所数
1,072
会 員 数
6,131人

ﾎｰﾑペｰジ http://www.otｓu-gojokai.ｊ
ｐ
ﾒｰﾙｱドﾚｽ info@otｓu-gojokai.ｊ
ｐ
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
事務局 〒520-0806

＊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/

電話

自然豊かなびわ湖バレイでランチブッフェ

受付開始！
4 月10日㈫

標高1,100ｍ びわ湖バレイのレストラン「レイクビュー」 でのランチブッフェ！
食べて、遊んで、楽しいひとときをお過ごし下さい！
◆開 催 日／

6/3㈰

◆参加資格／会員・同居家族

◆募集人数／ ３０名 先着順

◆締 切 日／５月１５日㈫

◆申込方法／締切日までに互助会事務局へ電話（５２２-６４９９）
〔当日受付・集合場所〕 びわ湖バレイロープウエイ乗り場
でお申し込みください。 電話での
		 大津市木戸１５４７－１
予約後「事業共通申込書②」
（利
食事の時間は12：30～13：30
〔集合時間〕 11：45（時間厳守）
用ガイドP13、または互助会ホーム
食事の後は自由行動（解散）となります。
◆参 加 費／ 会
員
円 ※アトラクション「謎解きアドベンチャーラリー」 ページからダウンロード）に必要事

2,500

同居家族 大 人 ３,０００円
		
小学生 1,０００円
		 幼児（３歳～） ５００円

付き
※参加費にはロープウエイ往復チケット代、 食事
代、謎解きアドベンチャーラリー代を含みます。
その他
（駐車場等）
の費用は個人負担となります。

項をご記入のうえ、事務局へＦＡＸ
（５２３-３４９４）でお送りください。
参加費は、後日振込依頼書をお送
りしますので、到着後３日以内にお
振込みください。

「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」
プレゼントキャンペーン

コーポレート
プログラム
契約限定

コーポレートプログラム利用券を使ってパークチケットをご購入の上、対象期間中に東京ディズニーランド
東京ディズニーシーへご来園いただいた方に、抽選ですてきなプレゼントが当たります。

応募期間：4月4日㊌～7月7日㊏

下記の応募用紙をコピーまたは切り取って必要事項を記入の上、 パーク内のメールボックスにご投函ください。
※コーポレートプログラム利用券の個券番号／ご購入チケット番号が未記入の場合は無効となります。
※コーポレートプログラム利用券は、 互助会事務局と瀬田・大津北（堅田・志賀）商工会で取り扱っています。
※ご応募の際は、 応募用紙の注意事項を必ずご確認ください。
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推奨ツアー

旅行社

電話
旅行社

FA X

絶景の藤のカーテン「九尺藤」と
コース番号：650－2472－04G
1億輪の芝桜「花のじゅうたん」

◎全長120m、幅７mの藤棚「白毫寺（びゃくごうじ）の九尺藤」を見物 !
旅のポイント ◎約5,000㎡の畑に見事な１億輪の芝桜大群落を見物 !

◎食事２回付き !（昼食は「黒毛和牛陶板焼きと焼きあわび御膳」、夕食は「黒豆弁当」)
「丹波産コシヒカリ300g」「メロン１玉」「いちご
◎５つのお持ち帰り付き !（「野菜１㎏」
１パック約200g」
「黒豆煎餅１枚」
※すべて旅行代金に含まれます)。
＊昼食1回

◆開 催 日／
◆場

4/30（月･祝）

所／ 兵庫県

◆旅行代金／ 会

員

同居家族
一
般

5,999円
７,９９９円
８,９９９円

・夕食1回

（弁当・お茶なし）
※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、大津駅前、
大津京駅）

◆募集人数／４6名（最少催行人員25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：077-521-3636 ＦＡＸ：077-521-3862

【営業時間】※祝日休み ※TEL・FAXともに転送されます
電話受付
9：30～17：30（月～日）
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）‖‖ 三田花のじゅうたん（芝桜の大群落を見物）‖‖
‖‖ 篠山（ご昼食と城下町散策）‖‖ 白毫寺（九尺藤を観賞）‖‖ 各地（18：00～18：30頃）

推奨ツアー
旅のポイント

旅行社

電話
旅行社

母の日　 ミステリーツアー

コース番号：650－6372－04G

FA X

＊昼食付き

◎母の日にお届けするツアーのポイントはここ !

①海辺のリゾートホテルのレストランへ
②約75品種350本の春バラやブーゲンビリアなどを見学
③人気の道の駅にて地元名産品のお買物
④アートでフォトジェニックな街歩きへ !
⑤市場で新鮮な海産物のお買物をお楽しみ !
「ビワ1パック6～8個」
「アメリカンチェリー
⑥季節のフルーツお持ち帰り付き ! (「メロン1玉 約700g」
約100g」「甘夏みかん1個」 ※すべて旅行代金に含まれます)

⑦さらにうれしいちょっぴりプレゼントも !
◆開 催 日／

5/13㈰

◆旅行代金／ 会

員

同居家族
一

般

7,49９円

９,４９９円
１０,４９９円

◆場

所／

◆旅行企画実施旅行社／

観光庁長官登録旅行業第91号

⃝⃝県

※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／４6名（最少催行人員25名）※定員になり次第締切

㈱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：077-521-3636 ＦＡＸ：077-521-3862

【営業時間】※祝日休み ※TEL・FAXともに転送されます
電話受付
9：30～17：30（月～日）
店舗営業 10：00～17：30（月～土）

草津駅西口（7：50）‖‖ 大津駅前（8：20）‖‖ 大津京駅（8：30）‖‖ どこへ行くかは当日のお楽しみ ‖‖ 各地（18：40～20：00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◆

◦４月より大津営業所が京都営業所に統合され、営業所名が「京都滋賀
予約センター」になりました。これに伴い、お申込先、お問合せ先、
所在地が変更となっていますので、ご注意ください。

◦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。
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近江舞子いちご園入園補助券

窓口

◆開園期間／5/1㈫頃～５/ 31㈭頃

◆利用期間／ ４/1㈰～５/ 16 ㈬

9/ 22㈯～H31.3/ 31㈰

◆受付時間／９:００～１５:００
区

大

分

通常料金

人

小 人（小学生）
幼 児（3歳以上）

※休館日【第３木曜日・年末年始（12/31～1/1）】

会員負担額

◆滑走時間／１０:００～１７:００

1,1００円
7００円
60０円

1,500円
1,000円
800円

滋賀県立アイスアリーナ入場券

窓口

区

分

平 日
大 人
土･日･祝
平 日
小 人
（高校生以下） 土･日･祝

※露地栽培なので生育状況により開園期間が変更しますので、
必ず事前にお問い合わせのうえご来園ください。
※制限時間：60分
※各日、赤いいちごがなくなり次第終了します。
※会員とその同居家族人数分を上限とし、期間内１回に限り
利用可能です。

通常料金

1,200円
1,600円
550円
700円

会員負担額

1,0００円
1,4００円
5００円
60０円

※5/17～9/21は利用できません。
※9/22は「お客様感謝祭」のため無料開放日です。
※競技会等で滑走いただけない日もあります。ご確認のうえご利用ください。
※3歳から入場有料
※貸スケート靴使用料は別途必要（１足400円、15㎝～）

◆取扱方法／いちご園の窓口にて、「補助券」に代金を添
えてお支払いください。補助券につきましては、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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。

◆取扱方法／入場券につきましては、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。

※詳細については、直接、近江舞子いちご園へお問い合わせく
ださい。（ＴＥＬ：090－1155－1515）

※詳細については、直接、県立アイスアリーナへお問い合わせ
ください。（ＴＥＬ：547－5566）

窓口
◆取扱期間／

びわ湖クルーズ

H31.1/ 31㈭まで

⃝ミシガンクルーズ ⃝竹生島クルーズ
各コースとも

通常料金

人 2,260～3,070円
学 生 1,850～2,470円 2,0００円
（中・高・大学生）
小

人

（小学生）

◆取扱期間／

会員負担額 ※乗船は、貸切等がござ

大

1,130～1,540円 1,0００円

４/ 1㈰～１1/ 25㈰

いますので事前に必
ずご確認ください。
〔予約電話〕
大津港：077-524-5000
長浜港：0749-62-3390
今津港：0740-22-1747

区

分

大 人（中学生以上）
小 人（小学生）

※自由席
※学生はコースにより通常料金があっ旋料金を下回る場合がございます。その
場合は現地での購入をおすすめします。
（学生証提示必要）
※ミシガンクルーズのみ5/5、7/16は小学生以下のお子様は乗船料が無料。
（大人1名につきお子様5名まで）

通常料金

1,300円
700円

会員負担額

1,1００円
6００円

※小学生未満無料
※自由席
※障がい者手帳の提示のある場合は乗船料金の半額
（現地で
のみ取り扱い）

◆取扱方法／各港の窓口にて、「引換券」をご提出ください。乗船券
と引換えてくださいます。 引換券につきましては、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。
※運航スケジュールやダイヤ等の詳細については、直接、琵琶
湖汽船㈱へお問い合わせください。（ＴＥＬ：5２４－5０００）

窓口

リバークルーズ乗船券

レトロな外輪汽船で瀬田川清流から
雄大な琵琶湖への歴史クルージング

※チケットの有効期限はＨ31.2/28
◆取り扱いクルーズ／
区分

瀬田川・琵琶湖

窓口

クルージングチケット引換券

◆取扱方法／乗船券につきましては、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。
※運航スケジュールやダイヤ等の詳細については、直接、
レークウエスト観光㈱へお問い合わせください。
（アドレス http://www.lakewest.jp) （ＴＥＬ：０１２０－０７７－572）

全国中小企業勤労者福祉サービスセンター近畿ブロック協議会割引提携施設のご案内

◆施 設 名／ 神戸どうぶつ王国、 須磨海浜水族園、 須磨海づり公園、 平磯海づり公園、 六甲山牧場、

太陽公園・白鳥城、姫路市立遊漁センター、姫路市平和資料館、姫路市立手柄山温室植物園

◆割引内容／ 一般料金の１０％程度

割引

※会員と同居家族5名様まで適用
※施設により割引内容が違いますので、詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。

◆取扱方法／各施設の窓口にて、会員証の提示と
「提携施設利用券」に代金を添えてお支払いください。提携施設利用券につきましては、
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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。
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★★申込方法は、8ページをご覧下さい。
滋賀県勤労者互助会連合会
割引提携施設のご案内

●平成30年度版「利用ガイド」を同封いたしました～！

～ ご家族・お友達と潮干狩りを楽しみませんか ～

「利用ガイド」は、1年間の保存版デス！お１人1冊ずつございますので、職場で。。。
ご自宅で。。。ご家族みなさんでゆっくりご覧いただき、ぜひご活用ください♪

三重県津市香良洲海岸

『海の家 なお屋』

●平成30年度、
「就学祝金」
「還暦祝金」
「高齢者特別給付
金」の受給対象者の方に。。。

⃝潮干狩団体コース
Ｂセット 《焼き貝＋貝めし＋貝汁》

申請のご案内を同封いたしましたので、お忘れのないように申請してください♪
その他の給付金についても、年度に関係なく事由が発生してから1年以内とな
りますのでご注意ください♪

大人 ２，
０００円 ➡ 1,800円

中学生以下 １，
８００円 ➡ 1,600円

●平成30年4月1日より、「りらくる」 の割引料金が変更
されました。（※5/1より県内全ての店舗がご利用可能となります）

※専用駐車場があります。
※台風等でご利用できない場合があります。
※混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。

会員証のご提示にて、60分以上の全コースに対して
①1名でご利用の場合、
税込価格より 250円引き（変更前）⇒ 200円引き（変更後）
②２名以上でご利用の場合、
１名あたり税込価格より300円引（変更前）⇒ 200円引き（変更後）
また、初回ご利用時にりらくる会員登録が必要となります。

☎059－292－3388

会員証のご提示にて会員様を含め5名様まで
割引料金にてご利用いただけます!!

山崎まさよし

電話

Yamazaki Masayoshi
String Quartet “BANQUET”

FA X

インターネット

FA X

区分

大ホール

あっ旋料金

7,500円→ 6,400円

全席指定

7月16日（月･祝） 14：00 開演
予定枚数

※小学生以上チケット必要
※未 就 学 児の入 場は同 行の保
護者の座席範囲内で周りのご
迷惑にならないようにご覧いた
だくことを大前提とさせていただ
きます

区分

インターネット

あっ旋料金

区分

全５講座
セット

＊各回共通 14：00 開講＊
守山市民ホール 大ホール
●締切日／４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。
第2講

あっ旋料金

10,800円→

第3講

第4講

8月5日㈰
片岡鶴太郎

9月9日㈰
井村雅代

10月14日㈰
コロッケ

作家

俳優・画家

（一社）井村シンクロクラブ代表理事
シンクロナイズドスイミング日本代表ヘッドコーチ

ものまねタレント

富貴晴美（作曲家・ピアニスト）

「流れのままに」

予定枚数

9,3００円 １０セット

※全席指定 ※未就学児入場不可
※予定している講師が急病等により急遽講演が不可能になった場合、
日程の変更及び代理講師による講演を開催する場合があります。
なお、それに伴う受講料の返金等は行いません。

7月28日㈯
林 真理子
特別コンサート

10枚

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

もりやま市民カレッジ

「私の仕事から」

予定枚数

●締切日／4月25日㈬

第35回守山市民教養大学

第1講

小ホール

※未就学児入場不可

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

FA X

守山市民ホール

全席指定 3,000円（前売り）→ 2,400円

10枚

●締切日／4月25日㈬

電話

Piano × Voice

インターネット

6月9日㈯ 17：30 開演
守山市民ホール

音楽の扉 Room No.003

電話

「人を育てる」

～愛があるなら叱りなさい～
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「あおいくま」

第5講

11月18日㈰
杉 良太郎

歌手・俳優
法務省 特別矯正監
外務省 日越特別大使/日・ASEAN特別大使
越国外務省 越日特別大使
厚労省 肝炎総合対策推進国民運動特別参与

「福祉
想いのままに」

互 助 会 だより 4 月号
★★申込方法は、8ページをご覧下さい。

小野リサ

電話

30th Anniversary Tour
～旅 そして ふるさと～

FA X

インターネット

栗東芸術文化会館さきら

全席指定

あっ旋料金

インターネット

7月10日㈫ 18：30 開演

大ホール

4,000円→ 3,200円

ロームシアター京都

予定枚数

区分

全席指定

10枚

※未就学児入場不可

区分

あっ旋料金

5,000円（前売り）→ 4,000円
4,000円（前売り）→ 3,200円

FA X

インターネット

●締切日／4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

8月22日㈬ 18：30 開演
京都コンサートホール 大ホール

予定枚数

区分

S 席
A 席

10枚
10枚

※全席指定
※未就学児入場不可

区分

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。

電話

FA X

インターネット

劇団四季
『ソング＆ダンス 65』

6 月 28 日㈭
7 月 6 日㈮
7 月 7 日㈯
7 月14 日㈯

メインホール

あっ旋料金

予定枚数

●締切日／4月25日㈬

©ザ・シンフォニーホール

8月21日㈫ 12：30/15：30 開演
全席指定

あっ旋料金

6,500円→ 5,500円
5,000円→ 4,000円

※全席指定
※未就学児入場不可

キエフ・クラシック・バレエ
眠れる森の美女 全幕
梅田芸術劇場

ローマ・イタリア管弦楽団
映画音楽名曲選

電話

5月26日㈯ 15：30 開演
京都コンサートホール 大ホール

S 席
A 席

10枚

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
第1回京都定期演奏会

インターネット

7,500円→ 6,400円

予定枚数

●締切日／4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

メインホール

あっ旋料金

※3歳未満入場不可
※3歳以上チケット必要

●締切日／4月25日㈬

電話

Concert Tour 2018
－Urban Velocity－UV

FA X

7月16日（月･祝） 18：00 開演

区分

Hiromi Go

電話

予定枚数

4,500円→ 3,600円 各10枚

※3歳以下入場不可
※4歳以上有料
※演奏は特別録音音源を
使用

区分

S 席
A 席

13：30
13：30
17：30
13：00
大阪四季劇場

開演
開演
開演
開演

あっ旋料金

撮影：荒井健

予定枚数

10,800円→ 9,300円 各10枚
8,640円→ 7,300円 各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／4月25日㈬

●締切日／4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。

※一旦お申し込みいただきますとキャンセル・変更等はできません。
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互 助 会 だより 4 月号
★★申込方法は、8ページをご覧下さい。

日本センチュリー交響楽団
第227回定期演奏会

電話

FA X

インターネット

梅沢富美男劇団

電話

梅沢富美男・香西かおり

FA X

特別公演

インターネット

7月5日㈭ 19：00 開演
区分

A 席
B 席

※全席指定

ザ・シンフォニーホール
あっ旋料金

6,000円→ 4,800円
4,500円→ 3,600円

5月19日㈯ 11：00 開演
予定枚数

区分

2階席

10枚
10枚

※未就学児入場不可

●締切日／4月25日㈬

◆会期／ 4月21日㈯～6月17日㈰

◆場所／ 奈良国立博物館

◆場所／ 龍谷大学

＊開館時間／9：30～17：00（金・土は19：00まで）※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日 ※但し4/30は開館

1,500円→
1,000円→
500円→

900円
600円
200円

＊休館日／月曜日

予定枚数

区分

50枚
30枚
30枚

一 般
高大生

色彩の画家

◆会期／ 4月28日㈯～6月24日㈰

50枚
30枚

横山大観展

◆場所／ 京都国立近代美術館

＊開館時間／10：00～18：00（金は19：30まで）
※入場は閉室30分前まで
＊休館日／月曜日 ※但し4/30、5/1は開館

900円
600円
300円

予定枚数

◆会期／ 6月8日㈮～7月22日㈰

◆場所／ 京都文化博物館

1,500円→
1,000円→
600円→

700円
400円

生誕150年

窓口

シャガール・カンディンスキー・クレーとともに

一 般
高大生
小中生

あっ旋料金

1,200円→
800円→

●このチケットの販売は4月20日㈮までです。

オットー・ネーベル展

あっ旋料金

※入館は閉館30分前まで

※但し4/30は開館

※小中生有料（チケットの取扱なし）
※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名含む）は無料
（要証明）

●このチケットの販売は6月8日㈮までです。

区分

龍谷ミュージアム

＊開館時間／10：00～17：00

※障がい者手帳等をお持ちの方
（介護者1名含む）
は無料（要証明）
※本展チケットで名品展もご覧いただけます
※会期中に一部作品の展示替えあり

窓口

春季特別展 お釈迦さんワールド
－ブッダになったひと－

窓口

◆会期／ 4月14日㈯～6月10日㈰

一 般
高大生
小中生

10枚

※締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

創建1250年記念特別展
国宝 春日大社のすべて

あっ旋料金

5,000円→ 4,000円

予定枚数

●締切日／4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。

区分

あっ旋料金

※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。

〔出演〕 指揮：クリストフ・ケーニッヒ / チェロ：ジャン・ワン
〔曲目〕 チャイコフスキー：幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
ショスタコーヴィチ：チェロ協奏曲第1番 変ホ長調 作品107
シューマン：交響曲第3番 変ホ長調 作品97「ライン」

窓口

新歌舞伎座

＊開館時間／9：30～17：00 ※入館は閉館30分前まで
（6/30までの金･土は20：00まで 7/6からの金・土は21：00まで）
＊休館日／月曜日、
7/17 ※但し7/16は開館

予定枚数

区分

一 般
大学生
高校生

50枚
30枚
30枚

※障がい者およびその介護者1名は無料（要証明）

あっ旋料金

1,500円→
1,100円→
600円→

900円
600円
300円

予定枚数

50枚
30枚
30枚

※中学生以下無料
※障がい者手帳をお持ちの方とその付添者1名は無料（要証明）

●このチケットの販売は4月27日㈮までです。

●このチケットの販売は6月7日㈭までです。
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互 助 会 だより 4 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。

大津市勤労福祉センター講座 ～ 受講生募集 ～
◆申込期間／ ①② ４月10日㈫ 午前 8 時 40分～４月24日㈫
（先着順） ③④⑤ ４月10日㈫ 午前 8 時 40分～４月27日㈮
⑥
４月18日㈬ 午前 8 時 40分～５月18日㈮
※①②は、応募多数の場合、抽選させて頂きます。

◆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８ページ）
講

③

④

⑤

名

開催期間

お手軽スケッチ教室Ⅰ

①
②

座

5/9・23・6/6・20・7/4

（午前の部）

お手軽スケッチ教室Ⅱ

回数

10：０0～12：00

5回

3,000円

13：30～15：30

5回

3,000円

5/7・21・6/4・18・7/2・23・
8/6・20・9/3・10

（月） 18：30～20：30 10 回

5/12・19・26・6/2・9

（土） 10：30～11：20

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。

はじめてのキッズダンス教室
（４歳～６歳）

（教材費）

6,000円
（4,600円）

5回

２,500円

5回

２,500円

6回

3,000円

内容 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

5/12・19・26・6/2・9

（６歳～８歳）

（土） 11：30～12：30

内容 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～

スポーツリズムトレーニング
⑥

受講料

時間

スケッチはいつでもどこでも手軽に描けるもの！
日常のひとコマや身のまわりのモノ・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♪

お茶の心とお点前講座
内容

（水）

5/9・23・6/6・20・7/4

（午後の部）

内容

曜日

5/28・6/4・25・7/9・23・8/6

（４歳～小学３年生）

内容

（月） 16：00～17：00

リズム感を高めよう！
子どもたちの大好きな「リズムジャンプ」を使って楽しみながら運動能力を向上させましょう♪
リズム感を高めることで、動きにメリハリが付き、パフォーマンスの向上のみならず、ケガの予防にもつながります。
音楽に合わせて、みんなで楽しく
トレーニングをしましょう！

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

ゆう子先生の

ちょっと気になる家庭料理教室

◆開催日時／ 5/ 12・19・26・

いまさら聞けないお料理の基本のあんなこと、こんなこ
と。 だんどり良く作ることを学びましょう。

6/ 2・9・16・23・
7/ 7・14・21 土曜日

◆開催日時／ 5/ 9・23・6/ 13・27・

7/ 11・25・8/ 1・22・
水曜日
9/ 12・26
18：45～20：30

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
秋山 典子 先生
◆持 ち 物／運動のできる服装・飲み物・汗拭きタオル
◆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！

全10 回

◆開催場所／ ２F 調理実習室
◆講
師／ 南 ゆう子 先生
◆持 ち 物／ エプロン・三角巾
（バンダナ）
・布巾２枚・
タッパー等
◆内
容／旬の素材を生かして、おいしく作るコツが
わかると、お料理することがきっと楽しく
なります♪本物ってやっぱりおいしい‼
Let's try
注）遅刻・欠席をされる場合は、必ずセンターへ連絡
してください。
◆受 講 料／ 3,0００円（材料費 9,０００円）
◆定
員／ 16名
◆申込期間／ 4 /10 ㈫ AM 8：40～4 /27 ㈮

◆受 講 料／ 3,0００円
◆定
員／ 20名
◆申込期間／ 4 /10 ㈫ AM 8：40～4 /27 ㈮
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互 助 会 だより 4 月号

★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 申込方法★
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。
※スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、４月25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。

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は、
休 館 日／ 毎月第３日曜日、祝祭日
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。

得 得 プレゼント
① 新・都 ホテル

●応募方法／郵便ハガキに、事業所名・会員番号・住所・

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

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。
レストラン券をペアで応募される場合は、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。）

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 阪神タイガース公式イヤーブック2018
…………………………１名

〒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／4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。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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。

＜美術館など＞

窓口

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
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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