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互助会だより8月号

得 得プレゼント

互助会だより
平成30年8月6日 発行

8 月 号
平成30年7月1日	 現在
事業所数	 1,081　
会 員 数	  6,078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/

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・ココス・ロイヤルホスト・CASA・和食さと・ザ めしや・魚民・笑笑・カレーハウス CoCo 壱番屋・
ジョリーパスタ・ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー・サーティワンアイスクリーム・リンガーハット・
ドミノピザ・小僧寿し…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／8/30㈭ 19時まで　※お渡しは9/6 ㈭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、
9/5 ㈬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。

▪応募方法／�郵便ハガキに、事業所名・会員番号・住所・氏名・商品名・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

▪①は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）
▪①・②・③とも有効期限がございます
▪応募締切／８月２７日（月）　必着

はがき 下記の賞品を抽選でプレゼントします。

①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
②ユナイテッド・シネマ映画特別招待券１枚	 …………………２名
②ひらかたパーク入園招待券１枚	………………………………２名
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�

第40回理事長杯争奪ソフトボール大会
◆開 催 日／ ９月30日㈰　午前８時30分 集合　※試合開始　午前９時
◆場　　所／ 皇子山総合運動公園グラウンド　※雨天中止
◆参加資格／ 会員・同居家族
◆募集チーム／１５ チーム
◆参 加 費／	１チーム	７，０００円	　　個人参加	1人	8００円
◆締 切 日／ ９月７日㈮
◆参加方法／ ◦１事業所１チームとし、選手登録は1５名以内です。

◦１事業所で１チーム編成不可の時は混成チームまたは個人参加も可能です。
　＊個人参加の場合、チーム編成は事務局で行います。
◦申込書には、出場メンバー・審判３名をご記入ください。
　＊組み合わせ抽選は、締め切り後に事業推進員会議で行います。

◆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日以内にお振り込みください。
◆試合方法／ ①トーナメント方式（参加チーム数によって変更あり）　②１試合５回戦（５0分を越えて新しいイニングに入

らない）　	③同点の場合は、ジャンケンで勝敗を決める。
	 ＜大会特別ルール＞
	 ◦投球方法は、“スローピッチ” に限ります。
	 ◦１試合において、５0歳以上又は女性が５回を通して出場した時は、１人につきハンディ１点を追加する。
	 ◦盗塁は禁止。

受付開始！
	8月6日㈪から電話

＜昨年の様子＞

　個人の参加もＯＫです！！
みなさんのご参加をお待ちしています。

�

◆開 催 日／ 9月12日㈬
◆場　　所／ 比良ゴルフ倶楽部
	 大津市小野１６１１　TEL：077－5７３－１１００

◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆募集人数／ 10組 40人

◆集　　合／ 午前８時30分　現地集合
	 　　スタート　午前９時10分～
	 　　　 	ＯＵＴ、ⅠＮスタート
◆参 加 費／ 会　 員 １0,0００円
 同居家族 １2,0００円
 一　 般 １5,00０円
◆申込方法／ ４人１組またはお一人からでもお申し込み

ください。組み合わせは事務局で行います。
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。所定の申込書をＦＡＸでお送り
します。必要事項をご記入のうえ、事務局まで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日以内にお振り込みください。

◆締 切 日／ 8月24日㈮　※定員になり次第締め切ります。

★参加費
※一般参加の方は、優勝の対象にはなりませんのでご承知
ください。

※参加費には、セルフプレー代、昼食代、パーティー代、
賞品代が含まれています。　

※セルフプレーとなります。キャディ付プレーを希望される方
はお申し出ください。（+3,240円の追加料金がかかります）

※レストラン・コース売店での飲物代、ショップでのお買い物
は個人負担です。

※比良ゴルフ倶楽部会員の方は、申込時にお申し出ください。
★競技方法
　１８ホールズストロークプレー
※ハンディキャップはダブルぺリア方式にて算出します。
★キャンセル料
　9月5日㈬以降必要

電話
会社の仲間やご家族をお誘い合わ
せのうえ、ぜひご参加ください。�
プレーの後は、表彰式を兼ねて、
軽食とソフトドリンクでの懇親
パーティーを行います。

ゴルフコンペ
受付開始！

	８月６日㈪から
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推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

草津駅西口（7：2０）‖‖大津駅前（7：50）‖‖大津京駅（8：00）‖‖ <明石海峡大橋> ‖‖福良港（秋の大潮鳴門うずしおクルーズ）‖‖
‖‖休暇村南淡路（ランチバイキング）‖‖ 淡路花さじき（季節の花鑑賞）‖‖淡路ハイウェイオアシス（お買物）‖‖ 各地（18：00～18：40頃） 	

◎�秋の大潮の日に世界最大級直径約20ｍのうずしおに迫る！
◎昼食は和食・洋食・デザート約40種類のバイキング！
◎この時期サルビアが咲き誇る「あわじ花さじき」へご案内！
◎昼食はバイキングをご用意！

◆開 催 日／ 9/9㈰
◆場　　所／ 兵庫県
◆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

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

　　　

◎�今年は合計約４㎏お持ち帰り！～梨約 3㎏+新鮮野菜 3種約1㎏
　※梨のお土産は海産物セットに変更できます
◎昼食は 8種海鮮丼とせいろ蒸し御膳をご用意 !

◆開 催 日／ 9/23㈰
◆場　　所／ 鳥取県
◆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（7：15）‖‖大津駅前（7：45）‖‖大津京駅（7：55）‖‖ 賀露港（海産物のお買物）‖‖鳥取砂丘（昼食と鳥取砂丘自由散策）‖‖
‖‖梨農園（本場鳥取の20世紀梨狩り食べ放題）‖‖とうふちくわの里（お買物）‖‖ 粟倉 ‖‖各地（18：50～19：30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

秋の大潮に行く ！
鳴門うずしおクルーズコース番号：650－2022－05G

とっとり20世紀梨狩り食べ放題コース番号：650－5132－05G



–4–

互助会だより8月号

★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

◆期間／10月1日㈪～１０月２９日㈪　◆場所／中之島ビッグトップ（特設会場）
◆時間／ 11:30/12:00/12:30/15:00/15:30/16:00/16:30/19:00�開演
◆料金／ あっ旋料金 予定枚数

★ 土日祝 大 人 13,500円→ 12,0００円

30枚
★土日祝 こども 9,500円→ 8,1００円
● 平 日 大 人 12,500円→ 11,0００円
● 平 日 こども 8,500円→ 7,2００円

※全席指定　※取扱いはS席のみ　※大人（中学生以上）、こども（3歳～小学生）
※3歳未満は無料（お席が必要な方は有料）

電話

中村美律子コンサート2018
～歌う門には福来る	Vol.2～

10月7日㈰　14:00開演/18:00開演
京都劇場（JR京都駅ビル内）

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／8月27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
中村美律子コンサート

11月8日㈭　12:30開演/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（前売）→ 5,100円 各10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／8月27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

フォレスタコンサート	in	滋賀
10月15日㈪　14:00開演
びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 5,800円→ 4,600円 10枚

電話
XFA

インターネット

●締切日／8月27日㈪
※	締切日を過ぎますとキャンセル・変更はできません。

※写真はイメージです。

※	未就学児入場不可

ダイハツ	キュリオス	大阪公演

10月 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29
月 火 水 金 土 日 月･祝 火 水 金 土 日 月 火 金 土 日 月 火 水 金 土 日 月

11：30 ★ ★ ★ ★ ★
12：00 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
12：30 ★ ★ ★ ★
15：00 ●
15：30 ★ ★ ★ ★ ★
16：00 ● ● ● ● ● ● ● ●
16：30 ★ ★ ★ ★
19：00 ● ● ●

★印：土日祝料金　　●印：平日料金

サーカスの歴史が変わる！シルク・ドゥ・ソレイユ30年の集大成!!

2014年開幕以来、モントリオール、シカゴ、
ニューヨークなど20都市以上を巡り、300万
人を超える観客を魅了してきた、まさにシルク
30周年にふさわしいサーカス・エンターテイン
メントが、本公演『キュリオス』。
『キュリオス』とは、「好奇心」「骨董品」とい
う意味をもつ言葉。大道芸人からスタートした
シルク・ドゥ・ソレイユが30年かけて、その好
奇心と独自の想像力で進化させた、究極の技
の数々を披露！

◎このチケットの販売は8月31日㈮までです。
※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

Photos:	Martin	Girard,	Pierre	Manning	/	
shootstudio.ca	ⓒ	2014	Cirque	du	Soleil
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

OSAKA	SHION	WIND	ORCHESTRA
ドラゴンクエストコンサート

in	MORIYAMA

9月24（月･祝）　15:00開演
守山市民ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／8月27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

｢流星音｣
岡田兄弟コンサート2018
11月11日㈰　14:00開演

滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 2,800円→ 2,000円
10枚25歳以下 1,500円→ 1,100円

小中学生 1,000円→ 700円
※	未就学児無料　※	全席自由

出演:岡田兄弟（岡田健太郎、岡田和宏、岡田通利）

●締切日／8月27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

AROUND	40	MEMORY	CONCERT	2018
沢田知可子/中西圭三

11月10日㈯　16:00�開演
京都劇場	（JR京都駅ビル内）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,300円→ 5,400円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／8月27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

香西かおりコンサート
in	京都

11月11日㈰　13:30開演/16：30開演
京都劇場	（JR京都駅ビル内）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,500円→ 5,500円 各10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／8月27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

ロシア国立サンクトペテルブルグ･アカデミー･バレエ
｢くるみ割り人形｣

12月30日㈰　14：00�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 7,500円→ 6,400円 10枚
A　席 5,000円→ 4,000円 10枚

※	全席指定
※	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

●締切日／8月27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

アッ！とおどろく夢芝居
梅沢富美男＆研ナオコ

10月9日㈫　14:00�開演/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
昼の部 7,560円→ 4,900円 各10枚
夜の部 7,560円→ 3,900円 各10枚

※	未就学児入場不可

●締切日／8月27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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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

北島三郎コンサート2018
歌と共に･･･

11月6日㈫　14:00�開演/17：30�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
昼の部 8,500円→ 5,900円 各10枚
夜の部 8,500円→ 4,900円 各10枚

※	未就学児入場不可

●締切日／8月27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

ラテン＆ジャズフェスティバル
East	vs.	West

10月2日㈫　14：00�開演
文化パルク城陽　プラムホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 5,800円→ 4,600円 10枚

※	全席指定　※	未就学児入場不可

●締切日／8月27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

春風亭一之輔独演会
11月11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
全席指定 3、500円（前売）→ 2,800円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／8月27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

桂雀々	新春独演会
～いのししの巻～

平成31年 1月12日㈯　14:00�開演
京都府立文化芸術会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,600円→ 2,900円 10枚
※	未就学児入場不可
出演：桂雀々、笑福亭晃瓶
演目：桂雀々｢池田の猪買い｣｢かぜうどん｣
　　　　笑福亭晃瓶｢ふぐ鍋｣　※�順不同

●締切日／8月27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

クレール＝マリ･ル･ゲ
ピアノ･リサイタル

平成31年	1月9日㈬　19:00�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 5,500円→ 4,400円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／8月27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	in	新歌舞伎座
10月6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 10枚
※	未就学児入場不可
※	座席は｢特別優待対象席｣になります

●締切日／8月24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

写真	キッチンミノル
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★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

世界遺産	下鴨神社
糺の森の光の祭
Art	by	teamLab

生誕110年
東山魁夷展

画業50年“突破”記念
永井GO展

秋季特別展
｢水木しげる	魂の漫画展｣

ルーヴル美術館展
肖像芸術―人は人をどう表現してきたか

特別展	京
みやこ

のかたな
匠のわざと雅のこころ

◆会期／8月17日㈮～9月2日㈰
◆場所／下鴨神社

＊開催時間／18:30～22:00
　　　　　　※入場は30分前まで

区 分 あっ旋料金 予定枚数
平　日 1,000円→ 700円 50枚
土　日 1,200円→ 800円 50枚

※小雨決行　※小学生以下無料　※会場内は全面禁煙
※駐車場はございません　※内容が変更になる場合があります

～世界遺産の森に広がる神秘的な光の空間～

●このチケットの販売は9月2日㈰までです。

◆会期／8月29日㈬～10月8日（月･祝）
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9:30～17:00（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、9/18、9/2５	 ※但し9/17、24、10/8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 1,100円→ 600円 30枚
高校生 600円→ 300円 30枚

※	中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方とその付添者1名は無料（年齢
の分かるもの、障がい者手帳等要提示）※本料金でコレクション展観覧可

日本画の巨匠。東京は10年ぶり、京都は30年ぶりの大回顧展。東山芸術の集
大成「唐招提寺御影堂障壁画」を再現展示

●このチケットの販売は10月8日（月･祝）までです。

◆会期／9月8日㈯～9月24日（月･振休）
◆場所／大阪文化館･天保山（海遊館となり）

＊開館時間／10:00～17:00　※入場は30分前まで

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
高大生 900円→ 500円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は当日料金の半額
～マンガ界の鬼才･永井豪。画業50年 “突破” を記念した大展覧会！～

●このチケットの販売は9月7日㈮までです。

◆会期／9月22日㈯～11月25日㈰
◆場所／龍谷大学	龍谷ミュージアム

＊開館時間／10:00～17:00　※入場は30分前まで
＊休館日／月曜日　※但し9/24、10/8は開館、翌火曜日休館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,200円→ 700円 50枚
高大生 800円→ 400円 30枚
小中生 400円→ 200円 30枚

※障がい者手帳等をお持ちの方とその介助の方1名は無料（要証明）
～生原稿･原画のほか、少年期に描いた作品など未公開作品を含む約300点を紹介～

●このチケットの販売は9月21日㈮までです。

◆会期／9月22日㈯～平成31年 1月14日（月･祝）
◆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　12/28～1/2
　　　　　※祝休日の場合開館、翌火曜日休館（但し12/2５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

※大阪市在住の65歳以上の方も一般料金が必要
※高校生は土曜日無料（要証明）
※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）
～古代から19世紀まで。肖像の傑作が集結。まさに “ルーヴルの顔” が来日～

●このチケットの販売は9月21日㈮までです。

◆会期／9月29日㈯～11月25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　※但し10/8は開館、翌火曜日休館

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 700円→ 400円 30枚

※中学生以下、心身に障がいのある方と付添者1名は無料（要証明）
～�京都国立博物館120年にして初挑戦の本格的な刀剣展。

山城系鍛冶による国宝刀剣のほぼ全てを展示～
●このチケットの販売は9月28日㈮までです。

窓口 窓口

窓口窓口

窓口窓口

＊期間中無休

＊期間中無休
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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／ ８月９日㈭	午前8時40分～８月31日㈮まで　※先着順
◆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９ページへ）

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

①
パワーヨガ教室 9/5・19・10/3・17・31・11/14・28 （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！

②
がんばらないヨガ教室 9/6・20・10/4・18・11/１・15・29 （木） 10：０0～11：00 7回 2,800円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れる時の中で、心身のバランスを整えていきます。
「健康＆元気」を身体で感じていきましょう！（初心者）

③
ちょっとがんばるヨガ教室 9/6・20・10/4・18・11/１・15・29 （木） 11：30～12：30 7回 2,800円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れる時の中で、心身のバランスを整えていきます。
「健康＆元気」を身体で感じていきましょう！レベルUPされたい方にお勧めの教室です。（初級）

④

基礎英会話教室
～お・も・て・な・しのことば～

9/6・20・10/4・11・11/１・15・29 （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！

⑤

未生流　華道教室 9/14・28・10/12・26・11/９ （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だけ学べば、普段の生活にも取り入れられます！
注）欠席をされる方は、後日必ず花材を取りに来てください。

⑥
朝のゆるストレッチ教室 9/14・28・10/５・12・26・11/９・16 （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！楽しく毎日を過ごしましょう♪

⑦
健康エアロビクス教室 9/14・28・10/５・12・26・11/９・16 （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♪

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。但し35歳未満の方対象

心とからだのメンテナンスヨガ教室
◆開催日時／ ９/1、8、15、22、29、
	 10/6、13、20、27、11/10
	 	土曜日　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／運動できる服装・飲み物・汗拭きタオル
◆受 講 料／3,０００円　　　◆定　員／20名

◆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！

◆申込期間／８/９㈭AM８:40～８/31㈮	 ※先着順
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　中部の美しい山々に囲まれた土岐プレミアム･アウトレットをご存知ですか？
今回のご案内は、土岐プレミアム・アウトレットでお得にお買い物やお食事をしていただけ
る “クーポンシート” です。
　雄大なロッキー山脈に抱かれたアメリカ･コロラドをイメージした土岐プレミアム･アウト
レットでは、約180店舗のお店が軒を並べ貴方をお出迎え。 少し足をのばしてお出かけし
てみてはいかがですか♬

◆利用期間／～平成31年3月31日㈰
◆受付場所／土岐プレミアム･アウトレットのインフォメーション
◆申込方法／上記場所で互助会会員証を呈示
◆特　　典／会員お1人様につきクーポンシート4枚

までお渡し
◆利用方法／精算時にクーポンシートをご提示ください

（飲食店はオーダー時提示）

【土岐プレミアム ･アウトレット】
〒509-5127
岐阜県土岐市土岐ヶ丘 1-2
TEL/0572-53-3160
営業時間／ 10：00～ 20：00
休業日／年 1回（2月第 3木曜日）

『土岐プレミアム・アウトレット』クーポンシートのご案内

　

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。教材費は講座初日に徴収いたします。
　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・大津市勤労青少年ホーム講座	申込方法★

予告！

詳細については
9月号をご覧ください

県内10互助会･サービスセンター合同のウォーキング事業第３弾！今回は高島市です♪
江戸時代の宿場や港町をしのばせる町並み、湖岸の石積みが残る地域を散策！昼食は『奥琵琶湖
マキノグランドパークホテル』のびわこ･海津ご膳をお召し上がりいただきます。

◆日　　時／ １1月１8日㈰ 10：00～14：00（予定）
◆集合場所／ マキノ高木浜無料駐車場
◆募集人数／ 連合会全体で70名（定員を超えた場合は抽選）
◆行　　程／  高木浜駐車場～西浜～海津の町並み・石積み散策～
 奥琵琶湖マキノグランドパークホテル昼食～現地解散　（約5㎞）

高島《海津まちなみ》水辺景観ウォーキングのご案内♬
第３回 滋賀県勤労者互助会連合会共同事業
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●びわ湖大花火大会について
びわ湖大花火大会当日は、事務局前の道路が17：
00～22：00まで歩行者専用道路となります。車やバ
イクの通行はできませんので、お越しの際はご注意く
ださい。※互助会窓口は通常通り19：00までです

●お盆休みについて
互助会事務局‥‥‥‥‥お休みはございません
※日･祝日はお休みをいただいております
瀬田、大津北商工会‥‥8/13（月）～8/15（水）
※土･日･祝はお休みです

衣食住のセレクトよろず屋です

ビオチェド
大津市比叡平3－21－23

TEL＆FAX：077－529－0028
http://biochedo.shop-pro.jp/
shop@biochedo.shop-pro.jp

７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、宜しくお願いいたします。

互助会事務局【電話：５２２－６４９９】

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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

●7月分会費の口座振替についてお詫び
会費を指定金融機関預金口座から自動振替いただ
いている事業所様につきまして、本来、振替日は
毎月２０日（土日祝は翌営業日）となっておりますが、
今回、海の日（祝日）のシステム変更処理ができ
ておらず、７月２３日（月）　に振替させていただき
ました。この件につきましては、請求書兼領収書の
みでの周知となり、十分な周知ができずご迷惑をお
かけし、深くお詫び申し上げます。今後は、細心の
注意をはらって参りますので、ご理解くださいますよ
うお願い申し上げます。


