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互助会だより
平成30年7月5日 発行

7 月 号
平成30年6月1日	 現在
事業所数	 1,078　
会 員 数	  6,076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/

ご好評につき
お早めに！！

2018びわ湖大花火大会観覧席券電話

受付開始！
 7月１2日㈭
 ８時40分から

◆日 時 ／　８月７日㈫　【荒天延期日１0日㈮】
１９：３０～２０：３０（打ち上げ時間）

★★お申し込み★★
◎７月１2日㈭ ８時４０分から お電話（５２２－６４９９）でお申し込みください。
　観覧席券のお渡しは手配の都合上、７月１8日㈬以降となりますので互助会事務局まで
　会員証と代金をご用意のうえ、お越しください。

※お申し込み後のキャンセル・変更等はできません。 ※予定枚数になり次第締め切ります。（先着順）
※会員と同居家族以外のご利用は通常料金での販売となります。
※お席は順次お取りしていきますので指定はできません。ご了承ください。 

場　所 開場／集合時間
区　分

あ	っ	旋	料	金 予定
枚数 備　　　考

お問い合わせ 取扱締切日 通常料金 会員料金

●大津港湾周辺 17時00分 全席指定 4,400円→ 3,30０円
（前売り３,９００円）

８０枚
両日とも中止の場合のみ払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券を
ご持参のうえ、お越しください。

びわ湖大花火大会
実行委員会事務局

（びわこビジターズビューロー内）
　ＴＥＬ：５１１-１５３０　

7/23㈪
※予定枚数になり

次第締切

※３歳以上有料
※お席が必要でない３歳未満の乳児等が保護者同伴

の場合は無料（お席が必要な場合有料）
※公共交通機関をご利用ください

●柳が崎湖畔公園・び
わ湖大津館芝生広場
周辺

16時00分 全席指定 4,300円→ 3,20０円
（前売り３,８００円）

２４枚 両日とも中止の場合のみ払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券を
ご持参のうえ、お越しください。びわ湖大津館

　ＴＥＬ：５１１-４１８７
（9：00～19：30）

7/23㈪
※	予定枚数になり

次第締切

※お席が必要でない未就学児は無料（お席が必要な場
合有料）　※ベビーカーでのご入場はご遠慮ください

※当日は終日公園の一般公開はありません
※公共交通機関をご利用ください

事 業 報 告

　心配しておりましたお天気は、爽やかな晴天に恵まれ、山頂やロープウェイか
ら眺めるびわ湖や滋賀の大地がとても美しく感動いたしました！！
　近年の人気で多くの方がお越しになられていたので、ロープウェイ乗り場は長
蛇の列に‥‥。でも、スタッフの方の誘導にて予定どおり進行できました。
　ランチブッフェは和洋折衷のメニューが並び、皆さんのお皿も色とりどりのお
料理で飾られおなかもい～っぱい
　お昼からは、謎解きアドベンチャーラリーにご参加くださったり、人気のテラ
スにてゆっくりとした時間をお過ごしいただいたりと各々が自由に寛ぎ、びわ湖
バレイを満喫していただけました。ありがとうございました。

６月３日（日）自然豊かなびわ湖バレイでランチブッフェに
行ってきました♪ 　❖参加者 30名
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今年のイワナ釣り＆つかみ取り大会は、バーベキュー付き！
美しい自然に囲まれて、鳥のさえずり、
川のせせらぎを聞きながらゆっくり過ごしませんか？
大切な家族や気の合う同僚と…夏の思い出を作りましょう！
釣りの後は大人も子どもも池に入ってつかみ取り！!
　※ただし、つかんだイワナは参加者全員で分けさせていただきます（無料参加者除く）。

＜内　容＞
⃝競技は行いません。
⃝釣竿の持込禁止。
⃝バーベキューの食材（おにぎり等

含む） の持込禁止　（お菓子・果
物は持込可）

⃝釣った魚は持ち帰ることができます
⃝サンダル・軍手（つかみ取り用）・

タオル・着替え・クーラーボックス
等は各自ご用意ください。

イワナ釣り＆つかみ取り大会電話

◆公開時間／ 午前=９：００～１２：００（富士見を除く）　午後=１３：００～１６：００
 夜間=１7：００～２０：００（富士見のみ）
 ※におの浜は９：００～２０：４５（土曜日は１３：００～２０：４５）
◆料 　 金／ 区　　分 あ っ 旋 料 金 予定枚数

※ 入場券につきましては、互助会事務局
のみの販売となります。会員証と代金を
ご用意のうえお越しください。

通常料金 会員料金
大　人（高校生以上） １，６００円 → １，４００円 17組
小　人（中学生以下）
高齢者（65歳以上） １，０５０円 →  ９００円 6組

施　設　名 ＴＥＬ 公　開　日

皇子が丘公園プール
５０ｍプール

５２６－３０８５

7月２０日～８月３１日　※7/21・27・28・31・8/9・10・
31は休み（7/23～26・30・8/１～3・６・7は午後のみ公開）

２５ｍプール 7月２０日～８月３１日 ※7/27・28・8/9・10は休み
幼児プール 7月２０日～８月３１日 ※7/27・28・8/9・10は休み

雄琴臨水公園プール ５7８－８６６１ 7月２０日～８月３１日
なぎさ公園プール ５２7－３９６０ 7月２０日～８月３１日
唐橋公園プール ５４５－２３５０ 7月２０日～８月３１日
南郷公園プール ５３7－４６０１ 7月２０日～８月３１日
田上公園プール ５４６－４６０９ 7月２０日～８月３１日

におの浜ふれあいスポーツセンター ５２7－３５５３ 7月１日～８月３１日　※火曜定休　※教室の開催により開館
時間の変更あり（入館時間から３時間利用できます）

伊香立市民プール
坂本市民プール
富士見市民プール 入場券のお取り扱いはございません。
晴嵐市民プール
曽束市民プール

◆５枚１組の
　料金です

公園プール・
におの浜ふれあい
スポーツセンター共通 大津市営プール平水入場券

◆伊香立・坂本・富士見・
晴嵐・曽束市民プールは
ご利用になれません

◆１回半日入替制（におの
浜のみ１回３時間入替制）

事務局
窓口

売切御免!!

受付開始！
 7月１１日㈬

8時40分から

◆開 催 日／ 8月19日㈰　※小雨決行
 荒天の場合は中止します

◆受付・集合場所／ 朽木渓流魚センター　高島市朽木小川

◆集　　合／ 10：00　
◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆参 加 費／ 会　　員 2,000円
 家 族（中学生以上） ２，５００円
 小　学　生 １，５００円
 竿　１　本 ４５０円
 一　　　般 ４，０００円

※小学生未満は無料ですが食事のご用意がありま
せん。食事の持込は一切できませんので食事
が必要なお子様は参加費1,500円が必要です。

◆募集人数／ 30名 （最少催行人数 20名）※先着順

◆締 切 日／８月３日㈮
◆申込方法／ 締切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（事務局から送信または、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。
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推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

草津駅西口（8：3０）‖‖ 大津駅前（9：00）‖‖ 大津京駅（9：10）‖‖カップヌードルミュージアム大阪池田（マイカップヌードル作り体験）‖‖ 伊丹（ホテルにて
ランチバイキング）‖‖伊丹スカイパーク（飛行機の離発着を間近で見学）‖‖六甲山カンツリーハウス（真夏の雪まつりをお楽しみ）‖‖ 各地（17：20～18：00頃） 	

◎�約100ｔの氷で作られる関西最大級の雪の広場が登場！雪の中からおもちゃ
やお菓子を探し出す人気の「宝探しゲーム」などお楽しみ！
◎マイカップヌードル作り体験！出来上がったものはもちろんお持ち帰り！
◎伊丹スカイパークでは飛行機の離発着を間近でご覧いただけます！
◎昼食はバイキングをご用意！

◆開 催 日／ 8/18㈯
◆場　　所／ 大阪府
◆旅行代金／ 会　　員 4,990円
 同居家族 ６，９９０円
 一　　般 7，９９０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　10：00～17：30（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

　　　

◎�エコファームとは？　①たい肥など施用技術　②化学肥料低減技術　③化学農薬低減技術
　　この3つの技術を一体的に行い、環境にやさしい農業を実践する「導入計画」
を策定し、当該計画を知事に認定された農業者です。

◎巨峰・ピオーネ・シャインマスカット3種類のぶどうを各1房狩り体験 ! 狩ったぶどうは
　もちろんお持ち帰り !　◎食べごろの冷え冷え巨峰一房ご賞味 !
◎8月平均気温23.3℃（気象庁2017年調べ）と夏でも涼しい !�
高野山・奥之院めぐりへ !

◆開 催 日／ 8/26㈰　　　◆場　　所／ 和歌山県
◆旅行代金／ 会　　員 6,980円
 同居家族 ８，９８０円
 一　　般 ９，９８０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）‖‖ 道成寺（昼食と各自道成寺参拝）‖‖ 有田（3種のぶどう狩り体験！狩ったぶどうはお持ち
帰り！さらに冷え冷え巨峰1房ご賞味）‖‖高野山（案内人とともに奥之院めぐり）‖‖各地（18：40～19：20頃）

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　10：00～17：30（月～土）

＊昼食付き

ひんやり！ 六甲山「真夏の雪まつり」と
 マイカップヌードル作り体験コース番号：650－2632－05G

エコファーム農園で ～巨峰･ピオーネ･シャインマスカット～
 ３種類のぶどう狩りと高野山奥之院めぐりコース番号：650－3332－05G
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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。
※「唐橋焼陶芸教室」と「歴史講座番外編」につきましては、開催当日に参加費を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／ ①② ７月17日㈫ ～７月30日㈪まで
　 ③④ ７月17日㈫ 午前8時40分～８月17日㈮まで
　 ⑤⑥ ７月19日㈭ 午前8時40分～８月17日㈮まで
 ※①②は、応募多数の場合、抽選させて頂きます。
 ※③～⑥は、先着順になります。

◆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（詳細は下欄へ）

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

① お手軽スケッチ教室Ⅰ
（午前の部）

8/8・22・9/5・19・10/3

（水）

10：０0～12：00 5回 3,000円

②

お手軽スケッチ教室Ⅱ
（午後の部）

8/8・22・9/5・19・10/3 13：30～15：30 5回 3,000円

内容 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♪

③ ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室）

8/21・9/4・18・10/2・16・30・11/13

（火）

19：０0～20：00 7回 2,800円

④

ピラティス＆ヨガ教室
（和室）

8/28・9/11・25・10/9・23・11/6・20 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 アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ
（女性限定）

8/22・9/5・19・10/3・17・31

（水）

10：０0～11：30 6回 2,400円
（3,000円）

⑥

アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ
（女性限定）

8/22・9/5・19・10/3・17・31 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ージして
リンパを流します。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。
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※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自主事業 ※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

今なお、根強い人気を誇る白洲正子。歴史講座「白洲正子と歩く琵琶湖 江南編」
の番外編として、日帰りバスツアーを開催します！ 全行程を「白洲正子と歩
く琵琶湖 江南編」の著者、大沼芳幸先生に語っていただきながら、東近江市
を中心に白洲正子も辿った聖徳太子の足跡を訪ねます。昼食には、太郎坊宮
からの絶景を楽しみながら「近江牛」のお弁当を召し上がっていただきます！
　※主催旅行会社は、（一社）東近江市観光協会です。

◆開催日時／ ①	９/９㈰　②	９/12㈬
 両日とも 9：50～16：30 各１回
◆開催場所／ JR近江八幡駅集合・解散
◆講　　師／  （公財）滋賀県文化財保護協会
 　大沼 芳幸 先生
◆持 ち 物／ 歩きやすい服装（歩きやすい靴）・タオル・
 飲み物・雨具等天候により各自準備
◆内　　容／   	JR近江八幡駅南口集合9：50～太郎坊宮・阿賀神社（参

集殿にて近江牛弁当の昼食）～瓦屋禅寺～石馬寺～
大城神社～五個荘観光センター（休憩）～近江八幡駅南
口解散予定16：30頃　	※石段は、総数650段あります。

◆受 講 料／５,０００円（昼食代・拝観料含む）
◆定　　員／各20名（最少催行人員：10名）
◆申込期間／7/17㈫ AM8：40～
 　8/31㈮ 　 ※各日先着順

夏休みの自由工作にも！今年もやっぱりカレー皿♪
唐橋焼 陶芸教室

～家族でカレー皿を作ろう～
夏はやっぱりカレー♪
昨年に引き続き、今年もカレー皿を作ります。家族みん
なでお皿をそろえたらステキ♡
◆開催日時／ ８/４㈯　10：00～12：00
  　　　　　全１回
◆開催場所／ ５F 大ホール
◆講　　師／ 唐橋焼窯元　若山　義和 先生　
◆持 ち 物／ 汚れても良い服装（エプロンなど）・飲み物・タオル
◆内　　容／  	粘土でパーツをはりつけてお皿を作っていきます！
	 好きな絵柄を考えたり、楽しくカレー皿を作ってみよう♪
	 小さい子どもさんは大人と一緒に♪お父さんお母さ

んやおじいちゃんおばあちゃんと…小学４年生以上
なら一人でも作れます。

	 （８月30日には焼き上がりお渡しできます）
	 ※小学３年生以下は保護者同伴が必要です。
◆参 加 費／1,8００円（教材費含む）
◆定　　員／50名
◆申込期間／7/10㈫ AM8：40～7/31㈫ ※先着順

歴史講座番外編　日帰りバスツアー
「白洲正子が読み解く近江と聖徳太子」

①８月28日（火）　★目力UP！メイクの力で更なる魅力をみつけよう！（１回）
教材費：700円　　持ち物：�お持ちのメイク道具・髪留め・卓上鏡（大き目）
目の形は10人いれば10人違います。その人その人にあった目を魅力的にしてみませんか？
今回は、「つけまつげ」にもチャレンジして、目元にナチュラルな華やかさをプラスしてみよう♪
（「つけまつげ」を部分カットして装着する方法です）。
初めてでも大丈夫‼ 自然なメイクで、いつもと違う自分を発見しましょう！

②９月４日（火）　③９月18日（火）　★アロマでリンパを流しましょう！（２回）
教材費：1,500円　　持ち物：�半袖等腕の出せる服装（9/4�座学）・動きやすい服装（9/18�ヨガマットの上で）・

タオル・飲料水（全てオイル・クリームが付いてもよいもの）
ホルモンバランスをとってキレイな体作りを！
１日目は、アロマについて学びながらマッサージオイルを作り、指先～肩までのセルフマッサージを紹介します♪
２日目は、アロマクリームを使って、ストレッチで体を動かし、首や足をマッサージしてリンパを流します。

④10月２日（火）　⑤10月16日（火）　★お茶の心とお点前体験（２回）
教材費：1,000円　　持ち物：帛紗・古帛紗・扇子・懐紙・菓子切（ようじ）・帛紗ばさみ・白ソックス
美しい女性とは？いざという時に役立つ、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。

申込期間：７/17㈫AM８：40～８/20㈪
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。

びわ湖ホール オペラへの招待
モーツァルト作曲

歌劇「ドン･ジョヴァンニ」

9月15日㈯･9月16日㈰　14:00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 5,000円→ 4,000円 各10枚
青少年

（25歳未満） 2,000円→ 1,400円 各10枚
※	全席指定
※	6歳以上入場可
※	イタリア語上演･日本語字幕付

●締切日／7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
松竹大歌舞伎

9月2３日㈰　12:30/17:00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 6,000円→ 5,100円 各10枚
A　席 5,000円→ 4,000円 各10枚
青少年

（25歳未満） 4,000円→ 3,200円 各10枚
※	全席指定
※	6歳以上入場可

【出演】片岡愛之助、中村壱太郎 ほか

●締切日／7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

沼尻竜典オペラセレクション
モーツァルト作曲 

歌劇「魔笛」

10月6日㈯　15:00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 11,000円→ 9,500円 10枚
A　席 9,000円→ 7,700円 10枚

※	全席指定
※	6歳以上入場可
※	ドイツ語歌唱･日本語台詞･日本語字幕付

●締切日／7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

プラハ国立劇場オペラ
「フィガロの結婚」

平成３1年 1月1３日㈰　15:00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 19,000円→ 17,500円 10枚
A　席 16,000円→ 14,500円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	原語上演･日本語字幕付

●締切日／7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

財津和夫 2018
with 姫野達也

8月19日㈰　17:00開演
大津市民会館　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 4 枚
※	未就学児入場不可
※	締切日後抽選　当選者のみ25日
までに連絡

●締切日／7月20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

大津はつらつ寄席番外
｢大津納涼寄席｣

8月4日㈯　14:00開演
大津市伝統芸能会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 2,500円（前売）→ 1,800円 10枚

●締切日／7月20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

電話
抽選

●申込枚数／
　会員ひとり２枚まで
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。

ＲＡＧＡ
北インド古典音楽

9月29日㈯　14:00開演
大津市伝統芸能会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,300円（前売）→ 1,600円 10枚

●締切日／7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

世良公則
O-kiraku Live 2018
アコースティック・ソロライブ

11月11日㈰　16:30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（前売）→ 5,100円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／7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

ガーガーズ
ファミリーコンサート

8月11日（土･祝）　13:30開演
文芸セミナリヨ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 500円→ 400円 10枚

小学生以下 300円→ 200円 10枚
※	全席自由
※	保護者ひざ上の3歳未満の
お子さまは無料

●締切日／7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

城奈緒美
パイプオルガンコンサート

ゲスト：KENTA fromTSUKEMEN

9月8日㈯　14:00開演
文芸セミナリヨ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,500円→ 1,800円 10枚

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

●締切日／7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

サンドロ・クトゥレーロ presents 
超絶！ヤヴォルカイ兄弟の

ピアノ三重奏

11月22日㈭　18:45開演
京都コンサートホール　アンサンブルホールムラタ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,900円→ 3,100円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／7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

キエフ・バレエ
-タラス･シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ-

「白鳥の湖」

12月16日㈰　15:00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 14,000円→ 12,500円 5枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／7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

©平野タカシ
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★★申込方法は、12ページをご覧下さい。

プーシキン美術館展
ー旅するフランス風景画

明治維新150年
NHK大河ドラマ

特別展 西郷どん
写真展

「岩合光昭の世界ネコ歩き2」

◆会期／7月21日㈯～10月14日㈰
◆場所／国立国際美術館（大阪・中之島）

＊開館時間／10:00～17:00（金・土曜日は21：00まで）
　　　　　　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日
　　　　　※8/13、9/17、24、10/8は開館、9/25は休館

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 600円→ 400円 30枚

※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7月31日㈫までです。

◆会期／7月28日㈯～9月17日（月･祝）
◆場所／大阪歴史博物館

＊開館時間／9:30～17:00（金曜日は20：00まで）
　　　　　　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／火曜日　※8/14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 900円→ 500円 30枚

※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7月31日㈫までです。

◆会期／8月1日㈬～8月1３日㈪
◆場所／大丸ミュージアム<京都>

＊開館時間／10:00～20:00（最終日は17：00まで）
　　　　　　※入場は閉館30分前まで

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 800円→ 400円 50枚
高大生 600円→ 300円 30枚

※中学生以下無料

●このチケットの販売は8月13日㈪までです。

窓口

窓口窓口

コロッケ特別公演
8月26日㈰･9月8日㈯　11:00	開演

新歌舞伎座
区 分 あっ旋料金 予定枚数

2階席 5,000円→ 4,000円 各10枚
※	全席指定　※	3歳以下入場不可
※	座席は｢特別優待対象席｣になります
オモロすぎて腹筋崩壊！ものまねレジェンド降臨！
第一部　爆笑人情時代劇！水戸黄門VS和牛十兵衛
第二部　コロッケオンステージ　夏の紅白ものまね歌合戦
　出演：野村将希、前田耕陽、山田スミ子ほか

●締切日／7月20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

　　

● 岩盤浴 エステに垢スリ 女房だけ

● 年金は 温泉券に 早変わり

● 貴方ぬき たまには一人で お買物

● 「いつ買った？」 返事はいつも 「安かった」

● あれほしい リストは完璧 あとは金だけ

● 年金じゃ 妻と畳は 変えられぬ

● 「おーい」 母さん 私は貴方の 母じゃない 【投稿者：K.Sさま】

様子が目に浮かび、ププッと吹いちゃう癒しの川柳ですね☆彡
K.Sさま、どうもありがとうございましたm(._.)m

久々に シルバー川柳  が届きました～！！

待ってました !!

＊会期中無休
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【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

1 ３ ４ ７

滋賀県勤労者互助会連合会

大人（１８歳以上）
通常料金7,400円⇒ 6,800円

小人（４歳～１１歳）
通常料金4,８00円⇒ 4,400円

中人（１2歳～１7歳）
通常料金6,400円⇒ 5,900円

下記の購入申込書をコピーまたは切り取ってチケット販売窓口にご提出ください。
さらに!! 『コーポレートプログラム利用券』も併せてご利用いただけます。〔会員：1,500円／家族：500円割引（年度内一回限り利用可）〕
　　※ご利用対象者は、購入申込書１枚につき会員とその同居家族５名様まで購入可能です。
　　※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。
　　※ご購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする場合があります。　

「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」
実施期間(入園期間)：９月１日㊏～９月30日㊐　※土日祝を含む全日

※上記どちらかのパークにて、実施期間中のお好きな１日に特別料金でお楽しみいただけます。
※入園保証なし（入園制限中のパークではご利用いただけません。）

コーポレート
プログラム
契約限定

夏シーズン入園券のあっ旋 !!事務局
窓口

◎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。
◎プールでの有料スライダーご利用は別途料金が必要です。
◎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。

　家族や同僚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とプールは、大人
から子供まで幅広く楽しんでいただけます。夏の思い出作りに是非ご利用ください！
　※今回のお取り扱いは、６月30日㈯～9月２日㈰の間でご利用いただける夏季チケットです。
　※プールは7月7日㈯からとなりますのでご注意ください。

取扱チケット 券　　種 一般価格 あっ旋価格

フリーパス引換券付入園券
（有効期限：6/30～9/2）

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
プール入場付入園券
（有効期限：7/7～9/2）

おとな ２，３００円 １，９００円
こども（2歳から小学生） １，３００円 １，１００円



–1 0–

互助会だより7月号

　平成30年度第１回理事会（5/24開催）及び定時評議員会（5/29開催）において、「平成29年度事業報告及び
収支決算報告」について承認を得ましたのでご報告します。

●一般会計事業報告
項目 内　　　　訳 合　計

共
済
給
付

祝金 477件

833件
見舞金 73件

死亡弔慰金 130件

退会餞別金 153件

文
化
事
業

講座等受講助成 67名

1,240名展覧会・美術展等 636名

コンサート・演劇等 537名
体
育
事
業

自主
事業

イワナ釣り・グラウンドゴルフ・ソフトボー
ル大会・ボウリング・ゴルフコンペ 242名

458名
斡旋
事業 甲子園年間予約席等 216名

厚
生
事
業

自主
事業 ケーキ教室 6名 6名

助
成
事
業

宿泊施設利用助成 2,446名

4,315名
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 484名
がん検診・人間ドック受診助成・
インフルエンザ予防接種 1,018名

推奨ツアー 367名

斡
旋
事
業

映画優待券・前売券 2,184名

5,234名

遊園地・レジャー施設等 1,288名

スポーツ施設（プール・アイスアリーナ・スポーツクラブNAS） 114名

果樹園等（県内果樹園・いちご園・りんご＆ジュース） 250名

イベント利用（花火・映画・サーカス） 149名
グルメカード・回数券（琵琶湖大橋）・
こども商品券・得得等 1,249名

　	●一般会計収支決算報告
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

基本財産利息収入 45,798 

会費収入 36,733,500 

入会金収入 309,000 

事業収入 10,163,400 

補助金等収入 19,264,000 

雑収入 1,124,877 

共済金掛金収入 2,359,000 

特別会計繰入金 500,000 

前期繰越金 1,332,758 

収入合計 71,832,333 

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 20,040,690 

福利厚生事業費 20,771,197 

人件費 21,333,311 

一般管理運営費 7,058,002 

特定預金支出 16,242 

過年度修正損 2,500 

次期繰越金 2,610,391 

支出合計 71,832,333 

◆ 平成２9年度　一般会計・施設管理事業特別会計事業報告及び収支決算報告 ◆

●施設管理事業特別会計事業報告
項　目 内　　　　訳 件　数 人　数

施設利用
状　況

大津市勤労福祉センター 5,181件
105,587人

大津市勤労者体育センター 4,835件

自主
事業

第41回労福協まつり

26件 1,595人
唐橋焼　陶芸教室
ポーセラーツ教室
もんぺおばさんの手作り味噌教室
パティシエ気分でケーキ作り教室　他

センター
講座

ピラティス＆ヨガ教室

63件 1,055人
お手軽スケッチ教室ⅠⅡ
歴史講座
がんばらないヨガ教室ⅠⅡ
お茶の心とお点前講座　他

ホーム
講座

心とからだのメンテナンスヨガ教室

10件 90人
やまとなでしこ体験講座
ハワイアンフラ教室
ちょっと気になる家庭料理教室
ボイストレーニング講座　他

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

事業収入 3,521,673 
補助金等収入 33,500 
施設管理委託金 28,209,000 
利用料収入 12,176,465 
雑収入 108,036 
前期繰越金 2,825,529 

収入合計 46,874,203 

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

自主事業費 620,249 
センター事業費 3,924,000 
施設管理事業費 39,856,872 
一般会計繰入金支出 500,000 
次期繰越金 1,973,082 

支出合計 46,874,203 

●施設管理事業特別会計収支決算報告

●会員数・事業所数報告
事業所数 会員数

4	月 1,060件 5,998人
5	月 1,056件 6,096人
6	月 1,059件 6,121人
7	月 1,059件 6,117人
8	月 1,065件 6,132人
9	月 1,067件 6,145人
10月 1,068件 6,144人
11月 1,071件 6,145人
12月 1,071件 6,161人
1	月 1,073件 6,144人
2	月 1,072件 6,141人
3	月 1,072件 6,131人
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◆平成30年度　役員・評議員・事業推進員等のご紹介◆

　平成30年度の役員等の皆様は次のとおりです。
　互助会の福利厚生事業推進のため、どうぞ宜しくお願い申しあげます。

〈名誉会長・顧問・参与〉	 	
職 名 氏　　名 事�業�所�名

名誉会長 越　　直美 大津市長

顧　問
柴田　　貢 ㈱ニューブライダル花嫁の館
辻川　幹男 ㈱つじ川
後藤　又久 ㈱マルゴ

参　与

浮守　隆夫 滋賀県勤労者住宅生活協同組合	専務理事
白川　尚正 全労済滋賀推進本部	事務局長
松畑　　誠 近畿労働金庫	大津支店長
西岡　正光 大津地区労働者福祉協議会	会長

〈理事〉
　2017年5月30日～2019年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

理事長 永味　義國 あかね工芸社

副理事長
星田　知信 都建設㈱
和田　一夫 ㈲三共自動車
坂口　昌弘 坂口テレビサービス㈱

理			事

泉谷　勝彦 社会福祉法人大津におの浜障害者福祉協会
大西　壽子 三協電気工業㈱
川端　二郎 大津北商工会
小寺　昌一 ㈱小寺製作所
中山　幸子 ㈱中山スポーツ
西川　　聡 瀬田商工会
西村　一男 ㈲西村商店
二柳　裕蔵 みのり苑㈱
若林　武彦 大津美工㈱
清水　美幸 大津市商工労働政策課長

専務理事 杉江　　進（新任）互助会事務局長

〈監事〉
　2017年5月30日～2019年定時評議員会終結の時まで
役員名 氏　　名 事�業�所�名

監　事
久保　惠史
横井　昭次 税理士法人	横井会計
玉井　泰子（新任）大津市会計管理者

〈評議員〉
　2017年5月30日～2021年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

評議員

猪飼　　勉 宮川印刷㈱
奥村　利樹 奥村管工㈱
笠原　　陵 医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
草野　吉方 ㈱ケイテック
坂上　早苗 ㈱ＳＩＮ
城　　　務 滋賀硝子㈱
竹之内米貴 ㈱タケノウチ
西村佳代子 滋賀県広告美術協同組合
平田　一郎 平田建築設計事務所
福島　行宏 ㈱滋賀給食
前原　敏文 ㈱月の輪自動車教習所
和田　光平 ダイワ看板㈱
金利　辰夫（新任）大津市産業観光部長

〈事業推進員〉
　2018年5月29日～2020年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

事　業
推進員

西村　一男 ㈲西村商店
西岡　功一 ㈱ニシオカ
岡田　朋子 華頂看護専門学校
竹内　健司 比良ゴルフ倶楽部
二柳明日香 みのり苑㈱
前川　善一 ㈱パイプラインサービスおおつ
山本　貴由 グロービック㈱
渡辺新太郎 滋賀県消火栓標識㈱
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●今年度より “びわ湖大津プリンスホテル
スイミングプール”のお取り扱いはござ
いません。
互助会窓口にて割引券をお配りしております
のでご利用ください。（なくなり次第終了）

●7/31㈫は、互助会夏まつりの為、事
務局の窓口（電話）業務は、1７時まで
とさせていただきます。

得 得 プレゼント

①ユナイテッド･シネマ
　映画特別招待券1枚
　……………………２名
②びわ湖バレイ 2018

グリーンシーズンロープ
ウェイご招待券1枚

　……………………２名

※①・②とも有効期限がございます

下記の賞品を抽選でプレゼントします。

●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／７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 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

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

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

６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

登記のことなら当事務所へご相談下さい

中村司法書士事務所

大津市木戸１６１－1
TEL：０７７－575－8407
FAX：０７７－592－1012

ふすま　障子の張替　新調の事なら輝兆表装
あみ戸　クロス　カーテン　カーペット内装

輝兆表装

大津市真野大野1－18－1
TEL：０７７－572－3689
FAX：０７７－572－3695

安全な環境の中で身体的、精神的発達が得られる
保育サービスを提供します。

ほっぺるランド堅田
大津市今堅田2－37－15
TEL：０７７－526－5207
FAX：０７７－526－5217

httpｓ://hoppel-land.com/introduces/753

　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。ご説明にうかがいます。
　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、宜しくお願い致します。 互助会事務局【電話：５２２－６４９９】


