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互助会だより5月号

互助会だより
平成30年5月7日 発行

5 月 号
平成30年4月1日	 現在
事業所数	 1,067　
会 員 数	  5,962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/

森を遊びつくそう！フランス生まれの大人気森林アス
レチックパークが滋賀県初上陸！！自然の樹木や地形
を生かしたコースでダイナミックなターザンスイング
を体験してみてはいかがですか。お弁当を持って自然
豊かなパークへ是非お出かけください♪

区　分 一般料金 会員価格
大人・小人 3,600円 3,000円

【ご利用条件】
・小学生4年生以上もしくは身長140㎝以上、体重130㎏以下。
・ 中学生以下が利用される場合、保護者の同伴必要です。（保
護者1名につき3名まで）

・高校生が利用される場合、誓約書を記入いただきます。
・コー ｽに入られる方は安全講習の受講が必要です。（約30分）
※営業日等詳細についてはフォレストアドベンチャー・栗東へ

お問合わせください。
☎090-5794-0420 HP：www.foret-aventure.jp

利用方法▶現地窓口にて「補助券」に代金を添えてお支払いくだ
さい。補助券の受取りは互助会事務局へ、会員証をご用意
のうえお越しください。（受取りは瀬田・大津北商工会可）

補助券 自然共生型アウトドアパーク
『フォレストアドベンチャー・栗東』

大阪府河内長野市の金剛生駒紀泉国定公園内
にあるテーマパーク。自転車をテーマにした楽しいアトラクション
や、人気のキャラクターショー、キャンプ場やプールもあり、こ
どもからおとなまで楽しめるエンターテイメントが盛りだくさん！
気候のいいこの時期に出掛けてみてはいかがですか♪

入場
+

フリー
パス

区　分 一般料金 会員価格
大　人　（中学生以上） 2,800円 2,400円

こどもA（3歳～小学生、身長110㎝以上） 2,500円 2,100円
こどもB（3歳～小学生、身長110㎝未満） 1,700円 1,300円

シルバー（60歳以上） 2,000円 1,900円
※2歳以下無料　※シﾙバｰの方は年齢が確認できるものをご提示ください。
※施設により保護者同伴（高校生以上･有料）をお願いする場合があります。
※一部フリー パｽが利用できない施設もあります。
※詳細については関西サイクルスポーツセンターへお問合わせください。

☎0721-54-3101 HP:http://kcsc.or.jp/
利用方法▶会員証と代金をご用意のうえお越しください。チケットの取扱いは、

互助会事務局のみとなります。（受取りは瀬田・大津北商工会でも可能
ですが、お時間がかかりますので事前にお電話にてお申し込みください）

販売 関西サイクルスポーツセンター びわ湖バレイロープウェイの
会員割引料金が改定

会員証提示（本人を含め5名まで）にて
ロープウェイ往復料金が

通常料金より 
大人300円、
小人(小学生)100円、
幼児(3歳以上)100円引き

※営業状況などのお問合わせはびわ湖バレイへ。
　☎077-592-1155
　HP:http://www.biwako-valley.com/

利用方法▶会員証と代金をご用意のうえお越しください。チケッ
トの取扱いは、互助会事務局のみとなります。（受取りは
瀬田・大津北商工会でも可能ですが、お時間がかかりま
すので事前にお電話にてお申し込みください）

滋賀県を拠点に活動するサッカークラブMIOびわ
湖滋賀を応援しよう��今回互助会では、日本フッ
トボールリーグ加盟、滋賀県内ホームゲーム券のお
取扱いが可能になりました。ワールドカップが開催
される今年。ますますサッカーから目が離せない！

区　分 一般料金 会員価格
大　人 1,000円 800円

小中高生 500円 400円
※全席自由
※未就学児無料
※2018年度最終戦の11月11日までのﾎｰﾑ
ゲｰﾑチケットが対象です。

※試合地は、東近江市布引運動公園陸上競技
場（布引グリー ンｽタジｱﾑ）と甲賀市陸上競
技場（水口ｽポ ツーの森）です。

販売 ＭＩＯびわ湖滋賀
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◎�砂糖のように甘いという意味も込めて名付けられた日本を代表するさくらんぼ
｢佐藤錦｣。軸が青く太く、ヘタのくぼみが深いツヤのあるものがおいしいと
言われています。
◎昼食は「メガ盛り豚陶板焼きと信州そば御膳」をご用意

◆開 催 日／ 6/16㈯
◆場　　所／ 長野県
◆旅行代金／ 会　　員 7,980円
 同居家族 ９,９８０円
 一　　般 １０,９８０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（7：50）‖‖大津駅前（8：20）‖‖大津京駅（8：30）‖‖ 玉水ゆり園（約60種類約10万本のゆり園見学）‖‖
‖‖篠山（ご昼食と佐藤錦など5つのフﾙ ツー食べ放題）‖‖ 美山かやぶきの里（あじさい咲く日本の原風景･かやぶきの里散策）‖‖ 各地（16：20～17：00頃） 	

◎�サクランボの王様｢佐藤錦｣･メロン･オレンジ･グレープフルーツ･マンゴー食べ放題！
◎約10万本のゆり園とあじさいを見物！　　◎昼食は丹波牛すき焼き御膳
◎�ど～んと約3.9㎏のお持ち帰り付き！～メロン2玉（約1.2㎏）･佐藤錦（約200ｇ）･オレ
ンジ（約200ｇ）･パイナップル（約1㎏）･野菜（約1㎏）･丹波産コシヒカリ（約300ｇ）
※すべて旅行代金に含まれます。

◆開 催 日／ 6/23㈯
◆場　　所／ 兵庫県
◆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

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

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）

サクランボの王様｢佐藤錦｣　　　　　　　　　
もぎ取り食べ放題

サクランボの王様｢佐藤錦｣　　　　　　　　　食べ放題と
約10万本の玉水ゆり園・あじさい花めぐり

コース番号：
650－2052－05G

＊昼食付き

コース番号：650－3302－05G

※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。（大津京駅、大津駅前、
草津駅西口）

◆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 ※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）

◆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 ※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）

　 　

　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

大津京駅（7：00）‖‖大津駅前（7：10）‖‖草津駅西口（7：40）‖‖ 飯田（昼食）‖‖
‖‖サクランボ農園（佐藤錦もぎ取り食べ放題）‖‖各地（17：40～18：20頃） 	
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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。

６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

～皆様の健康管理の一環として、
家庭常備薬や健康管理のための商品等を格安にあっ旋します～

●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）�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できません。　

●申込締切／ ５月29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：坂下
●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。

試合日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー24段
月 日 曜日 104･105 106･107

５

15 火 横浜DeNA 18：00 × 〇

17 木 横浜DeNA 18：00 × 〇

23 水 ヤクﾙト 18：00 × 〇

24 木 ヤクﾙト 18：00 〇 〇

29 火 ソフトバンク（交） 18：00 〇 〇

31 木 ソフトバンク（交） 18：00 〇 〇

６
5 火 オリックｽ（交） 18：00 × 〇

6 水 オリックｽ（交） 18：00 〇 〇

　毎年ご好評をいただいております阪神甲子園球場の
年間予約席の空席状況（4/24現在）をご案内いたし
ます。先着順にて受付をしております。まずは互助会
事務局（電話５２２－６４９９）までお申込みください。

試合日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー24段
月 日 曜日 104･105 106･107

７ 3 火 中日 18：00 × 〇

８
30 木 ヤクﾙト 18：00 × 〇

31 金 横浜DeNA 18：00 〇 〇

9

12 水 中日 18：00 〇 〇

13 木 中日 18：00 〇 〇

14 金 ヤクﾙト 18：00 × 〇

	　○……空席

区　分 あっ旋料金
一塁アイビーシート 
（24段104～107） 

2席1組

平　日
（巨人戦除く） 9,000円→ ７,４００円
土日祝
巨人戦 9,600円→ 8,0００円

阪神甲子園球場年間予約席　空席状況電話
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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。

歴史講座
「白洲正子と歩く琵琶湖  江南編」

～カミと仏の融け合う処～

今なお、根強い人気を誇る白洲正子。彼女の思想の根底
に流れるものは、自らが 「自然信仰」と表現している自
然に宿る日本の古い神に対する信仰です。この信仰を目
覚めさせたのは、自然の中に宿る近江の神仏たちでした。
◆開催日時／ ６/10・７/1・８/5・
 ９/２　日曜日　全４回
 13：30～15：30
◆開催場所／ ５F 大ホール
◆講　　師／ （公財）滋賀県文化財保護協会
 大沼　芳幸 先生
◆持 ち 物／ 筆記用具
◆内　　容／ 今回は、近江の南部に宿る様々な神仏の姿を「白

洲正子と歩く琵琶湖 江南編」の著者、大沼芳
幸氏が白洲正子の作品に筆者の感性を交え、臨
場感あふれる画像を駆使し解り易く解説します。

◆受 講 料／  ２,4００円（教材費 5００円）
◆定　　員／30名
◆申込期間／ ５/16㈬AM8：40～６/８㈮ ※先着順

演歌＆歌謡曲を　
基礎から学ぼう！

◆開催日時／ ６/8・15・22・29・
 ７/6・13・20・27・
 ８/3・10　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／ 5/10㈭AM8：40～5/31㈭ ※先着順

水彩プラスαで描こう！
身近にある花や野菜、思い出の風景を絵はがきに描いてみませんか？他の教室では体験できない、水彩絵の具と墨を
同時に使って描く一筆画のような描き方も学べます。また、色鉛筆、筆ペン、ボールペン、色コンテなど好きな画材
で気軽に描ける方法を一緒に見つけましょう♪
◆開催日時／ ６/7・14・28・７/5・12　木曜日　10：00～12：00　全５回
◆開催場所／ ３F 集会室  ◆講　師／川村　昌子 先生　　　
◆持 ち 物／  鉛筆（2B）・消しゴム（ハンコ用）・カッターナイフ小サイズ・描きたいモチーフ（初回は果物・花・野菜など）・

水彩絵の具・筆・パレット・筆洗・色鉛筆・ポケットティッシュ・雑巾・お持ちの方は、絵はがき用の紙
 ※画材を持っておられない方は、講師から初回に説明いたしますので、新しく購入しないでください。
◆受 講 料／3,0００円　　◆定　員／１5名　　◆申込期間／5/10㈭AM8：40～5/31㈭ 　※先着順

飾って楽しい♪ かんたん絵はがき教室

◆開催日時／６/5・12・19・26・7/3　火曜日　10：30～11：30　全５回
◆開催場所／ ２F 多目的室
◆講　　師／ 福永　郁代 先生　　　◆持 ち 物／汗拭きタオル・ペットボトル500mlの水またはお茶・動きやすい服装
◆内　　容／ ストレス発散レッスン！　筋肉はいくつになっても貯めることができる。自分で貯めておくしかないのです…

そして、筋肉を貯める唯一の方法は「使うこと」老後に備えて楽しく貯筋運動を始めましょう♪頑張っても
結果が出ない…自分に合った方法が分からない…など悩んでいる方！一緒に楽しく運動しませんか？

 いつまでも自分で行きたいところに行ける体でいるために！
◆受 講 料／ 3,0００円　　◆定　員／１０名　　◆申込期間／5/10㈭AM8：40～5/31㈭ 　※先着順

楽楽♪ 貯筋運動教室
～使って貯めよう筋肉貯筋～
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ＥＹＥ  ＬＩＰ  ＦＡＣＥ　～癒しのメイク～
特にアイメイクは、メイクの中でも重要な部分です。
強さも欲しいけれど不自然なのも嫌ですよね！
そこで、今回は癒しを感じさせる「ぬくもりヒーリン
グカラー」を使った大人メイクでマイナス10歳の幸せ
フェイスをめざしましょう♪
◆開催日時／ 5/29　火曜日
 10：30～12：00　全1回
◆開催場所／ ３F 講座室
◆講　　師／ 岡本　利恵子 先生
◆持 ち 物／ 鏡・髪留め・普段使っているメイク道具・

ハンドタオル
◆受 講 料／ 1,0００円（教材費 5００円）
◆定　　員／ 15名
◆申込期間／ ５/10㈭AM8：40～５/22㈫ ※先着順

今はやりのエコな紙バンドで籠バッグ又はカゴ＆コサー
ジュを作りましょう～！
針や糸を使わずに、クラフトテープを編んで可愛いクラ
フトバッグやカゴを一緒に作りませんか？
◆開催日時／ ６/11　月曜日・ ６/15　金曜日
 ９：30～12：00  全２回
◆開催場所／ ４F 研修室
◆講　　師／ 生野　千穂 先生
◆持 ち 物／はさみ・手拭タオル
◆内　　容／ ①初心者： ９色の色目より選んでいただきます。
 ②経験者： カゴは６色、コサージュは４色の

色目より選んでいただきます。
　　※ 仕上げにスプレーニスを塗りますが、雨の場合は

乾かないので、作品を預かることになります。
◆受 講 料／ 1,2００円（教材費 ①②各1,5００円）
◆定　　員／ 15名
◆申込期間／ ５/16㈬AM8：40～５/29㈫ ※先着順

マイナス10歳をめざそう！
大人のメイクアップ教室

～ぬくもりヒーリングカラーを使って美メイク～

クラフトバンド教室
①初心者の方は、籠バッグ
②経験者の方は、カゴとコサージュを作ります。

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。

　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、受講料・教材費は講座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「受付完了」の返信の２通が送信されます。）
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。

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♬
◆開催日時／ ５/25　金曜日　10：00～12：30　全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
◆受 講 料／１,0００円（教材費 1,0００円）　
◆定　　員／１６名　　
◆申込期間／５/10㈭AM8：40～５/22㈫ ※先着順

パティシエ気分で♪ケーキづくり教室 
「紅茶と桃のケーキ」＆「ソーダゼリー（フルーツ入り）」を作ります。

　
◆内　容／ 今回は、“紅茶と桃のケーキ”と“ソーダゼリー

（フルーツ入り）”に挑戦！ 　 作り方をマス
ターして、レパートリーを増やしましょう♪

＜イﾒー ジ画像＞
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

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・かつくら・カレーハウス CoCo 壱番屋・ケンタッキーフライドチキン・ココス・和食さと…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選
◆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／5/28㈪ 19時まで　※お渡しは6/6 ㈬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、6/5 ㈫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。

 ※チケット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。

中山道守山宿・旅への誘いコンサート
～中山道守山宿から始まる<音楽の旅>～

vol.04 旅するモーツァルト

6月2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／5月21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
ほたる寄席

8月12日㈰・10月20日㈯･
2月11日（月･祝）　　　　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

単独公演 1,600円→ 1,100円 10枚
2公演セット 2,000円→ 1,400円 5枚
3公演セット 3,000円→ 2,400円 5枚
※	全席指定　※	未就学児入場不可
※	セット購入の際、全て同一座席でご用意できない場合があり
ます　

●締切日／5月28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

ジブリの思い出がいっぱい
オーケストラによる
ドリームコンサート

8月19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→ 2,400円 20枚

高校生以下 2,000円→ 1,400円 10枚
親子ペア 4,500円→ 3,600円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	親子ペｱとは3歳以上高校生以下1名と一般1名
※	3歳以上有料。
　保護者1名につき2歳以下1名まで膝上鑑賞無料

●締切日／5月28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
平原綾香

9月1日㈯　17:30 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 6,800円→ 5,800円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／5月28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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ルシオール音楽塾
(全3回)

9月2日㈰･10月21日㈰･
12月16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

単独講座 800円→ 600円 10枚
3講座セット 2,000円→ 1,400円 10枚
※	全席自由
※	未就学児入場不可　

●締切日／5月28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

ヨーロッパ企画 20周年ツアー
｢サマータイムマシン･ワンスモア｣　　　　　　　　　

栗東プレビュー公演

7月28日㈯　15:00 開演
栗東芸術文化会館さきら　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,500円→ 1,400円 10枚
学　生 1,800円→ 1,100円 10枚

※	未就学児入場不可

●締切日／5月28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･バレエ
眠れる森の美女

7月29日㈰　12:30/15:00 開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,800円→ 3,000円 各10枚
※	4歳以上入場可能

●締切日／5月28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

三山ひろし
コンサート2018

8月2日㈭　12:30/16:30 開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,000円→ 5,100円 各10枚
※	未就学児入場不可

電話
XFA

インターネット

八神純子 Live
 キミの街へ～Anniversary Year
7月29日㈰　16:00 開演

近江八幡市文化会館　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 5,500円→ 4,400円 20枚

●締切日／5月28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
松竹大歌舞伎

7月21日㈯　14:00 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
一　般 5,000円→ 4,000円 10枚

25歳以下 4,000円→ 3,200円 10枚
※	全席指定
※	6歳未満の入場不可

〔出演〕	 尾上菊之助、坂東彦三郎、中村梅枝、中村米吉、
	 市村橘太郎、中村萬太郎、市川團蔵

●締切日／5月28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／5月28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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ミッキーマウスのア
ニバーサリーをお祝
いした完全オリジナ
ル作品！
｢アナと雪の女王｣は
もちろん、史上最多
のプリンセス９人が
登場！

◆申込方法／
互 助 会 事 務 局 ま で お 電 話（522－
6499）でお申し込みください。
完売の場合は申込後２日以内（土日祝除
く）にご連絡いたします。

８　　月
日 4 5 6 7 8 9 10 11 12

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日

時
　
間

★10:30 10:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 ★10:30 ★10:30
※14:30 14:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 14:30 ※14:30
18:30 ※18:30 19:00 19:00 ※18:30

ⒸDisney,ⒸDisney/Pixar

〔コスチューム特典公演〕
※�の公演時間のチケットをお持ちでディ
ズニー・� キャラクターの全身コス
チュームでご来場の方に、当日会場に
てオリジナルグッズをプレゼント！
★�開場15分前（予定）にエントランスで
ミッキーマウスが皆様にごあいさつ

◆期間／８月4日㈯～８月12日㈰ 全２3公演
◆場所／大阪城ホール
◆料金／ あっ旋料金 予定枚数

Ｓ席 土日祝 大人 5,950円→ 4,8００円

随時
Ｓ席 土日祝 こども
（3歳～小学生） 4,950円→ 4,0００円
Ｓ席 平日 大人 5,450円→ 4,4００円
Ｓ席 平日 こども
（3歳～小学生） 4,450円→ 3,6００円
※全席指定　※2歳以下のお子様は保護者1名につき１名膝上無料

※チケットは7月中旬頃のお渡しとなります。	（お席が必要な場合は有料）

●締切日／6月22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

＜大阪公演＞

ご希望日がすでに完売の場合も
ありますのでご了承ください。

工藤静香
POP IN 私とピアノ･･････

そしてあなた

7月28日㈯　18:30 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 6,500円（前売）→ 5,500円 20枚
※	未就学児入場不可

●締切日／5月28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

千住真理子
ヴァイオリン･リサイタル 2018

10月14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
全席指定 4,000円→ 3,200円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／5月28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

キッサコライブツアー2018
｢出発点-Startline-｣　　　　　　　　　

7月28日㈯　16:30 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 5,000円（前売）→ 4,000円 10枚
※	3歳以下入場不可

●締切日／5月28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

結成30周年記念公演
ザ･ニュースペーパー

京都 2018

8月26日㈰　14:00/17:30 開演
ロームシアター京都　サウスホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 5,800円（前売）→ 4,600円 各10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／5月28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（SCOPE）
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プラド美術館展
ベラスケスと絵画の栄光

◆会期／6月13日㈬～10月14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）
※入場は閉館30分前まで

＊休館日／月曜日　※但し休日の場合は開館、翌火曜日休館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,600円→ 1,000円 50枚
大学生 1,200円→ 700円 30枚

※6月の平日は大学生無料（要証明）
※	障がいのある方（70歳以上を除く）は各当日料金の半額、
その介護の方1名は無料（要証明）

●このチケットの販売は6月12日㈫までです。

松竹映画
｢妻よ薔薇のように
家族はつらいよⅢ｣　　　　　　　　　

5月25日㈮～全国公開
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）

◆上映映画館◆
http://kazoku-tsuraiyo.jp/
theaters/

●このチケットの販売は
　6月25日㈪までです。 ⓒ2018「妻よ薔薇のように　家族はつらいよⅢ」

製作委員会

窓口 窓口

天童よしみコンサート
7月2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
全席指定 7,000円→ 4,900円 各10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／5月28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228回定期演奏会

9月13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：ガエタノ・デスピノーサ／ピアノ：アレクセイ・ヴォロディン
〔曲目〕	 ラヴェル：組曲「クープランの墓」
	 プッチーニ：交響的奇想曲
	 ブラームス：ピアノ協奏曲第２番変ロ長調作品83

●締切日／5月28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

　遊園施設を含む５,５００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。お盆の帰省シーズンに、お孫様やお子様へのプレゼント
としてご活用ください。
◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／互助会事務局へお電話ください。お渡し準備が出来次第ご連絡させて
 いただきます。取り寄せとなりますので、お早めにご注文ください。
◆有効期限／2022年12月31日
  〈主な加盟店〉  姫路セントラルパーク・オービィ大阪・甲賀の里忍術村・西武・そごう・
 高島屋・阪急・阪神・ピアゴ・イオン・西友・平和堂・トイザラス……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。

こども商品券のご案内電話
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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

中谷組グﾙ プーは
『地球環境の維持･保全』に取り組んでいます

株式会社 中谷組
大津市大江6－2－14

TEL：０７７－534－9797
FAX：０７７－534－9798

http://www.nakatanigumi.net/
shiga@nakatanigumi.co.jp
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大津公設地方卸売市場311
株式会社 丸泰

大津市瀬田大江町59－1
TEL：０７７－543－8363
FAX：０７７－543－8364
http://tako.jw-hp.com

株式会社 ティフリ
大津市打出浜12－28　T s̓lst	1F

TEL：０７７－527－5081
FAX：０７７－527－5083

www.t-free.co.jp/
top.t-free@dream.jp

４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

温水プールの取扱について
変更いたします！！

　下記３施設が共通利用できる入場券でしたが、
各施設限定利用の入場券に変更となりました。

★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

■購入方法■
　事前に事務局へお電話（522-6499）にてお
申し込みください。お手配ができ次第、ご連絡
いたしますので、ご希望の受取場所【互助会事
務局・各商工会（瀬田・大津北）】へ会員証と代
金をご用意のうえ、お越しください。

お弁当を作って下さる会員事業所さまを
募集いたしま～す！！
　互助会事務局があります「大津市勤労福祉センター・勤
労者体育センター」 の会議室や体育館をご利用してくださ
る利用者の皆さまに、勤労者互助会のネットワークを最大限
に活かし、通常料金よりちょっぴりお安く。。。美味しいお弁
当のサービスを提供しようと思っています。
　そ・こ・で！勤労者互助会の会員事業所さまの中で 「うち
もお弁当作るよ～！！」ってご協力くださる事業所さま！！ 事務
局までご一報いただければ嬉しいです！！ 料金設定等詳細は
ご相談に伺いますので♪お気軽にお問合わせください！
　お待ちしております！！！ ☎（077-522-6499）

勤労者互助会のネットワークを活かそう大作戦 !! 


