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互助会だより9月号

互助会だより
平成30年9月5日 発行

9 月 号
平成30年8月1日	 現在
事業所数	 1,081　
会 員 数	  6,105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/

	

◆開 催 日／ 10月28日（日）
◆場　　所／ 矢橋帰帆島公園グラウンド・ゴルフ場
	 草津市矢橋町字帰帆2108
◆参加資格／ 会員・同居家族（小学生以上）
◆募集人数／ ８組 32人
◆集　　合／ 午前９時 現地集合	 午前９時30分	スタート

◆参 加 費／ １チーム　　 2,0００円
 個人参加　１人　　  5００円

電話 グラウンド・ゴルフ 受付開始！
 9月５日㈬から

◆申込方法／ ◦4人１組でお申し込みください。
	 ◦個人参加も可能です。
	 	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（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。

◆締 切 日／ 10月12日㈮　※定員になり次第締切
※雨天または参加者が16名未満の場合は中止します

試合は４コース（32ホール）で行います。
ゲームに関するルールはグラウンド・ゴルフ
協会の基本ル－ルにより行います。
用具の持ち込み可、また無料で貸出もします。

滋賀県勤労者互助会連合会では、平成28年度より県内10互助会･サービスセンター合同で
ウォーキング事業を実施しています。今回は『高島市』。江戸時代の宿場や港町の姿をしのば
せる町並み、湖岸の石積み残る地域を散策します♪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（高島市マキノ町高木浜1-10）　10：00 集合
◆行　　程／ 高木浜駐車場～西浜～海津の町並み《重要文化的景観》・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５ｋｍ〕

◆参加資格／  会員・同居家族（小学生以上）

◆参 加 費／ １，０００円（昼食・傷害保険料・ボランティアガイド料含む）
◆定　　員／  連合会全体で7０名（定員オーバーの場合は抽選）

◆申込締切／  ９月2１日㈮　17：00
◆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。締切後、ご参加いただける方

にのみご連絡させていただきます。
＊小雨決行。雨具等ご用意ください。
＊JRマキノ駅から来られる方はスタッフが誘導します。
＊集合場所までお車をご利用の場合は、高木浜無料駐車場が利用できます。
＊11/2（金）までのキャンセルは全額返金。以降のキャンセルは返金出来ませんのでご注意下さい。

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電話
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推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

大津京駅（7：2０）‖‖大津駅前（7：30）‖‖草津駅西口（8：00）‖‖ 名古屋（コスモスやバラなど季節の花々見物）‖‖
‖‖合掌レストラン大蔵（黒毛和牛薄切りカットステーキの昼食）‖‖犬山城下町（散策）‖‖

‖‖ 名古屋城本丸御殿（見学と金シャチ横丁でお買物をお楽しみ）‖‖徳川園（庭園見学）‖‖ 各地（17：40～18：20頃） 	

◎�10年間の復元計画を経て、6月8日に名古屋城本丸御殿が遂に完成！
◎名古屋城前の新スポット「金シャチ横丁」もお楽しみください！
◎�昼食は合掌造りレストランにて「黒毛和牛薄切りカットステーキ」をご用意！

◆開 催 日／ 10/14㈰
◆場　　所／ 愛知県
◆旅行代金／ 会　　員 5,980円
 同居家族 ７,９８０円
 一　　般 ８,９８０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　10：00～16：00（月～金）

　 　

　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

　　　

◎�海女さんが目の前で焼き上げる海鮮焼き料理の昼食 !
◎海女さんとの会話もお楽しみください !
◎伊勢神宮内宮参拝とおかげ横丁散策もお楽しみください !

◆開 催 日／ 10/20㈯
◆場　　所／ 三重県
◆旅行代金／ 会　　員 8,980円
 同居家族 １０,９８０円
 一　　般 １１,９８０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

京都駅八条口（7：20）‖‖四条大宮（7：40）‖‖大津駅前（8：10）‖‖草津駅西口（8：40）‖‖相差（海女小屋で海鮮焼きの昼食）‖‖
‖‖伊勢神宮（内宮参拝とおかげ横丁散策）‖‖各地（18：30～20：00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）

◆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　10：00～16：00（月～金）

＊昼食付き

華絢爛！ 名古屋城本丸御殿一般公開と
黒毛和牛薄切りカットステーキランチ

コース番号：
650－3082－05G

伊勢志摩の海女小屋で味わう！
伊勢海老・あわび・車えび海鮮焼き料理

コース番号：650－3710－05G
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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／ ①～⑤ ９月７日㈮　午前8時40分～９月28日㈮まで　 ※先着順
   ⑥　　 ９月18日㈫ 午前8時40分～10月10日㈬まで　※先着順
   ⑦⑧　 ９月18日㈫ 午前8時40分～10月９日㈫まで　※定員を超えた場合は抽選
◆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５ページへ）

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費） 定員

①

飾って楽しい♪	
かんたん絵はがき教室 10/11・18・25・11/8・15 木 10：０0～12：00 5回 3,000円

（500円） 15名

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

開催
場所 3F 集会室

内容
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♪　※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。

②

はじめてのキッズダンス教室
（４歳～６歳） 10/13・27・11/10・24・12/8 土 10：30～11：20 5回 2,500円 20名

講師 宮田　裕子 先生 持ち物 動きやすい服装・飲み物・タオル・シューズ 開催
場所 2F 多目的室

内容 ４歳～６歳を対象に、子ども向けＪ-POPのリズムに合わせて元気いっぱい踊りましょう♪

③

かんたんキッズダンス教室
（６歳～８歳） 10/13・27・11/10・24・12/8 土 11：30～12：30 5回 2,500円 20名

講師 宮田　裕子 先生 持ち物 動きやすい服装・飲み物・タオル・シューズ 開催
場所 2F 多目的室

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♪

④

リズム感を高めよう！
スポーツリズムトレーニング

（４歳～小学３年生）
10/15・29・11/5・12・12/3・10 月 16：00～17：00 6回 3,000円 20名

講師 森　宜裕 先生 持ち物 動きやすい服装・飲み物・タオル・シューズ 開催
場所 2F 多目的室

内容
「リズムを変える。すべてが変わる。」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す。
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、怪我の予防にもつながります。
音楽に合わせて、楽しくトレーニングをしましょう♪

⑤

お茶の心とお点前講座 10/15・29・11/12・26・12/3・17・
1/21・2/4・18・3/4 月 18：30～20：30 10回 6,000円

（4,600円）15名

講師
裏千家専任講師
徳田　宗枝 先生 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
開催
場所 2F 和室

内容 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。

⑥

ハタヨガ教室 10/15・29・11/12・26・12/10 月 10：30～11：30 5回 2,000円 15名

講師 近藤　清美 先生 持ち物 運動のできる服装・飲み物・タオル 開催
場所 2F 和室

内容
「ハタヨガ」…サンスクリット語で「ハ」はha太陽、「タ」はtha月を意味します。深い呼吸とポーズを組み合わせることで内臓を
活性化し、代謝をあげていきます。デトックスや引き締め、美肌などに効果があり、身体の陰と陽のバランスを整えて、不調や
ストレスも和らげていきます！いつまでも若 し々く、健康でいるためのヨガを一緒に楽しみましょう♪

⑦ お手軽スケッチ教室Ⅰ
10/17・31・11/14・28・12/12 水

10：00～12：00 5回 3,000円 15名

⑧

お手軽スケッチ教室Ⅱ 13：30～15：30 5回 3,000円 15名

講師 児玉　紘一 先生 持ち物 描きたいもの（野菜・果物・花など何でも）
現在お手持ちの絵具・筆・色鉛筆・スケッチブックなど

開催
場所 ３F 集会室

内容
「絵を描いてみたい‼」という初心者向けの教室です。花、野菜、果物など自分の描きたいものを描きます。
絵を描くことを楽しんでください。
注）絵の具等については、初回に講師より	説明がありますので、新しいものは	購入しないでください。
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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。

応急手当講習会
～大切な人の命を守るため！～

大津市中消防署の救急救命士から一般家庭で発生する
救急事故の応急措置方法や、心肺停止時の救命措置（心
肺蘇生、ＡＥＤの使い方）を学ぶことにより、家庭や野
外での緊急時に慌てず対応できます！
◆開催日時／ 10/10 水曜日 
 10：00～11：30　 全１回
◆開催場所／ ２F 多目的室
◆講　　師／ 大津市中消防署救急係（救急救命士）
◆持 ち 物／ 筆記用具
◆受 講 料／	無料
◆定　　員／20名
◆申込期間／	９/７㈮AM8:40～
	 ９/28㈮ ※先着順

 アイフォン・アイパッド
使い方基本講座
～便利に使いこなそう！～

初心者を対象に、お持ちのiphone&ipadの基本的な
使い方や、設定からはじめます。
意外と知られていない便利機能や小技の紹介・代表的
な便利アプリの操作方法を学びます。
随時質問を受けるスタイルで行いますので、「上手く使
えるか不安」という方にもおススメです！
◆開催日時／ 9/29、10/6、13、20、27
 土曜日　９：30～10：30　 全５回
◆開催場所／ ４F 会議室2
◆講　　師／キーデザイン 加藤　弘貴 先生　
◆持 ち 物／ 筆記用具・お持ちのアイフォンまたはアイパッド
◆受 講 料／	3,０００円（教材費 7００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／ ９/７㈮AM8:40～９/28㈮ ※先着順

プレゼンで困っていませんか⁇
初心者や未経験者の方はもちろん、自己流でパワーポイ
ントを使っているけれど、基本をもう一度より効率の良
い作業法を習得したい！という方にもおススメです。　
※随時質問を受けるスタイルで行います。
◆開催日時／ 9/29、10/6、13、20、27
 土曜日　11：00～12：00　 全５回
◆開催場所／ ４F 会議室2
◆講　　師／キーデザイン 加藤　弘貴 先生　
◆持 ち 物／ 筆記用具・パソコン
◆受 講 料／	3,０００円（教材費 7００円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／ ９/７㈮AM8:40～９/28㈮ ※先着順

 プレゼンで便利に使おう！
 はじめてのパワーポイント
使い方基本講座

質の良い睡眠をとること！…それは、生体リズムが整え
られ、美容と健康に必要な必須条件です。
大人に必要な平均睡眠は、７時間といわれています。
BUT！忙しい毎日を送っている私たちには、なかなか難
しいのではないでしょうか。。。
そこで、脳と体をリラックスさせ快適な睡眠をとるための
ストレッチを一緒に実践してみましょう♪
◆開催日時／ 10/18 木曜日 
 19：00～20：00　 全１回
◆開催場所／ ２F 和室
◆講　　師／ 福永　育代 先生　
◆持 ち 物／ ウエストetcしめつけない服装・タオル
 ※素足になります
◆受 講 料／	1,０００円　　◆定　　員／15名
◆申込期間／	９/18㈫AM8:40～10/12㈮ ※先着順

 眠りを上達させる！
 安眠ストレッチ教室

～脳と体をリラックス～

布と厚紙で作るカルトナージュ教室
◆開催日時／10/30 火曜日
	 10：00～12：00　全１回
◆開催場所／３Ｆ 集会室
◆講　　師／沢村　泉 先生
◆持 ち 物／布用はさみ・ウェットティッシュ
◆受 講 料／	1,０００円（教材費 1,0００円）
◆定　　員／20名

◆内　　容／ 布と厚紙で身のまわりの小物を作ろう♪
	  まずは１DAYレッスンから始めましょう!	２種類の生地（ウィリア

ムモリスの「イチゴ泥棒」または、ＵＳＡコットンの「グレーの
キラキラドット」）から選んでいただき、お家で便利に使える「バッ
グ型小物入れ」を作りましょう！お部屋のインテリアにも♪

	  持ち手を付けたい方は、別途１ヶ350円で当日決めていただ
けます。	（サイズ：幅約28㎝×高さ約９㎝×奥行き約10㎝）

	 	❖布地は事前に選んでいただきます。
◆申込期間／９/18㈫AM8:40～10/19㈮ ※先着順

～バッグ型の小物入れを
 作ります♪～
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窓口 秋シーズン入園券のあっ旋 !!
　ひらかたパークの秋季チケットが、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、９月８日㈯～11月25日㈰の間でご利用いただける秋季チケットです。

取扱チケット（引換券） 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。

フリーパス引換券付入園券
（有効期限：9/8～11/25）

おとな
（中学生以上） 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

　

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。
※�スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、10月10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。
　※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

ゆう子先生のちょっと気になる家庭料理教室 
◆開催日時／ 10/10、24、11/14、28、
  12/12、1/16、30、2/13、27、  
 3/13  水曜日　18：45～20：30　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）・
  タッパー等

◆受 講 料／3,０００円（教材費 9,000円）
◆定　　員／16名

◆内　　容／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。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。

◆申込期間／９/７㈮AM8:40～９/28㈮
※先着順　
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★★申込方法は、9ページをご覧下さい。

声優朗読劇
VORLESEN フォアレーゼン

10月21日㈰　15:00	開演
大津市民会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 5,000円→ 4,000円 10枚
A　席 4,000円→ 3,200円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
逢坂良太、廣瀬大介、酒井広大　人気声優による
他では見られないオリジナル朗読劇。声優の声とと
もにチェンバロの生演奏で送るモーツアルトの物語。

●締切日／9月25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
大津なぎさ寄席

10月27日㈯　14:00	開演
大津市民会館　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,000円（前売）→ 1,400円 10枚

スマイル
（小学生～20歳） 1,000円（前売）→ 700円 10枚
※	全席自由
※	未就学児入場不可

出演：桂紅雀、桂鯛蔵、桂弥っこ

●締切日／9月25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

スタインウェイ “ピノ”シリーズ vol.5
ベルカンティッシモ！

～ロッシーニ没後150年を迎えて～

11月23日（金･祝）　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 2,000円→ 1,400円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,000円→ 700円 10枚
※	全席指定　※	6歳以上入場可

出演：	園田隆一郎（ピアノ）
	 松下美奈子（ソプラノ）
	 森　季子（メゾ･ソプラノ）
	 清水徹太郎（テノール）
	 山本康寛（テノール）

●締切日／9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

気軽にクラシック18
Adam アダム（サクソフォン四重奏）
12月9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

全席指定 1,000円→ 700円 10枚
※	6歳以上入場可

今最も勢いのある若手サックス四重
奏団Adamが、古今東西の名曲を集
め、カラフルで疾走感溢れる楽しい
ステージをお届けします！

●締切日／9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

びわ湖ホール四大テノール
謹賀新年笑い初め新春コンサート

in 大ホール

平成31年 1月6日㈰　14:00	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
一　般 3,000円→ 2,400円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,000円→ 700円 10枚
※	全席指定
※	6歳以上入場可　

●締切日／9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

びわ湖ホール名曲コンサート
神尾真由子

ヴァイオリン・リサイタル
平成31年 1月14日（月･祝）　14:00	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 3,000円→ 2,400円 10枚
A　席 2,000円→ 1,400円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,000円→ 700円 10枚
※	全席指定　※	6歳以上入場可
2007年に第13回チャイコフスキー国際コンクールで
優勝し、聴く者を魅了する若手演奏家として世界で活
躍。同コンクール最高位入賞のピアノ、ミロスラフ･ク
ルティシェフと共にヴァイオリンの名曲をお贈りします。

●締切日／9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
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★★申込方法は、9ページをご覧下さい。

さきらジュニアオーケストラ
第9回定期演奏会

11月23日（金･祝）　15:00	開演
栗東芸術文化会館さきら　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,000円→ 700円 10枚

高校生以下 500円→ 400円 10枚
※	全席指定
※	4歳から入場可

指揮：	秋山和慶　チェロ独奏：横坂源
曲目：	ブラームス作曲/交響曲第1番
	 ハイドン作曲/チェロ協奏曲第2番

ほか
●締切日／9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

T-BOLAN
30th Anniversary LIVE Tour

 ｢the Best｣ ～励～

10月20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（前売）→ 5,800円 10枚
※	4歳以上有料
※	3歳以下は保護者1名につ
き1名まで膝上鑑賞可能
（お席が必要な場合有料）

●締切日／9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

ルシオール AFK 秋色
新谷キヨシ ユニット

｢音の遊園地Ⅴ｣
11月25日㈰　12:30	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
※	3歳以上有料
※	3歳未満は保護者1名につき1名まで
膝上鑑賞可能（お席が必要な場合有料）

●締切日／9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

ルシオール AFK 秋色
オーケストラは楽しい！

～ルシオール“びっくり”音楽会～
11月25日㈰　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

大　人 1,800円→ 1,300円 10枚
高校生以下 800円→ 600円 10枚
※	全席指定
※	3歳以上有料
※	3歳未満は保護者1名につき1名まで膝上
鑑賞可能（お席が必要な場合有料）

●締切日／9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

青木隆治
～ものまね集大成となる最後のツアー～

10月8日（月･祝）　15:30	開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,800円→ 5,800円 10枚
※	未就学児は保護者1名につき1名まで
膝上鑑賞可能（お席が必要な場合有料）

●締切日／9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

電話
XFA

インターネット

及川浩治
ピアノ･リサイタル

11月23日（金･祝）　15:00	開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,000円→ 1,400円 10枚

18歳以下 1,500円→ 1,100円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／9月25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

©Ayumu	Gombi
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★★申込方法は、9ページをご覧下さい。

桂文珍 独演会
12月16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 4,000円→ 3,200円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／9月25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
島津亜矢コンサート2018

11月13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
S　席 7,000円→ 6,000円 各10枚

※	未就学児入場不可

●締切日／9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

イルジー･ヴォディチュカ＆笠原純子
ヴァイオリンとピアノの午後

12月2日㈰　14:00	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 4,000円→ 3,200円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／9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

劇団四季ファミリーミュージカル
『魔法をすてたマジョリン』
11月10日㈯　14:00	開演

オリックス劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S席大人 5,400円→ 4,300円 10枚
S席子ども 3,240円→ 2,600円 10枚
※	全席指定
※	子ども＝公演当日3歳以上、
小学校6年生以下

※	2歳以下の着席観劇有料

●締切日／9月25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

坂本冬美特別公演
泉ピン子友情出演

11月24日㈯　16:00	開演
新歌舞伎座

区 分 あっ旋料金 予定枚数
2階席 7,000円→ 5,500円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	座席は｢夜の部特別優待
対象席｣になります

第一部：	恋桜－いま花明かり－
第二部：	坂本冬美オンステージ2018
	 艶歌の花道

●締切日／9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

撮影：阿部章仁

企画展 神仏のかたち
―湖都大津の仏像と神像―

◆会期／10月13日㈯～11月25日㈰
◆場所／大津市歴史博物館

＊開館時間／	9:00～17:00
	 ※展示室への入場は16:30まで
＊休館日／月曜日

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 800円→ 400円 50枚
高大生 400円→ 200円 30枚
小中生 200円→ 100円 30枚

※チケットのお渡しは10/5日㈮以降となります

電話
XFA

インターネット

●締切日／9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
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明治150年記念 華ひらく皇室文化
―明治宮廷を彩る技と美― 没後50年 藤田嗣治展

◆会期／10月2日㈫～11月25日㈰
◆場所／京都文化博物館

＊開館時間／10:00～18:00（金曜日は19:30まで）
	 ※入場はそれぞれ閉館30分前まで
＊休館日／月曜日
	 ※祝日の場合は開館、翌日休館（10/22は臨時開館）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
高大生 1,000円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※障がい者手帳などをご提示の方と付き添い1人まで無料（要証明）
※学生料金で入場の際には学生証をご提示ください

●このチケットの販売は10月1日㈪までです。

◆会期／10月19日㈮～12月16日㈰
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／	9:30～17:00（金･土曜日は20:00まで）
＊休館日／月曜日	 ※入館は閉館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
大学生 1,100円→ 600円 30枚
高校生 600円→ 300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）
※本料金でコレクション展もご覧いただけます

パリに愛された画家フジタ、史上最大規模の大回顧展！

●このチケットの販売は10月18日㈭までです。

窓口窓口

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 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

　　

●阪神甲子園球場年間予約席について
阪神タイガースがクライマックスシリーズ・日本シリー
ズの出場権を得た場合の甲子園球場入場券の取扱いに
ついては、案内時期次第では会報誌での掲載が難しい
場合があるため、案内が届き次第当会ホームページま
たは事務局窓口にてお知らせします。

●宿泊利用助成の申請について
今年度宿泊旅行をされた方、宿泊料金の一部（上限
5,000円）を助成いたします。
　※キャンプ場･バンガロー等は除く　※１年度１回
申請書に①宿泊者名（フルネーム） ②宿泊先 ③宿泊
日 ④宿泊者数が確認できる領収書を添えてご申請くだ
さい。①～④が確認できない場合、助成ができないこ
とがございますのでご注意ください。
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障害者・高齢者の権利擁護	支援（成年後見）活動に
取り組んでいます

認定特定非営利活動法人	あさがお
大津市浜大津3－2－4

TEL：077－522－0799
FAX：077－522－0845
npo-asagao.sakura.ne.jp

８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】

　

　イワナ釣り＆つかみ取り大会！！でしたが
なんと。。。今年の猛暑によりイワナが夏バテ?? 繊細なお魚だけ
に弱ってしまって‥‥急遽、アマゴとニジマスに変更させていた
だき、初めての朽木渓流魚センターで開催いたしました。まずは、
イクラとねりエサで釣りを楽しんでいただき、その後は水を抜
いてのつかみ取り! 子供さんたちがキャッキャッと声を上げなが
ら、岩陰に逃げるお魚たちを追いかけつかまえてくれました♪
お魚は各自がさばいて、塩焼きに！！炭で焼くお肉やお魚は絶品！！
心配していた天候にも恵まれて、朽木の自然あふれる中、たっ
ぷりと楽しんでいただけました。ありがとうございました。

８月19日㈰ 朽木渓流魚センターへ行ってきました！！ ❖参加者 32名互助会
事業報告２

　 　
互助会

事業報告１

◆景品をご提供いただいた事業所様・関係団体様◆
※敬称略（抽選順）

　琵琶湖汽船㈱、レークウエスト観光㈱、大津アレックスシネマ、ユナイ
テッド･シネマ大津、イオンシネマ草津、㈲デリ・アート、㈱トイカード、び
わ湖バレイ㈱、芝政ワールド、スポーツクラブNAS㈱大津一里山、湯快リ
ゾート㈱、名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク、志摩スペイン
村パルケエスパーニャ、㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー、ロイ

ヤルオークホテル	スパ＆ガーデンズ、びわ湖大津プリンスホ
テル、琵琶湖ホテル、白石薬品㈱、きまま亭しま、㈲三共自
動車、お香みのり苑㈱、坂口テレビサービス㈱、㈱寺新鶏肉
店、御菓子司金時堂、浪乃音酒造㈱、㈲花治商店、小松水
産㈱、青木煮豆店、イノウジャパン㈱、滋賀ビジネスマシン㈱、
㈱中山スポーツ、㈱滋賀鉱泉飲料、正・副理事長
　　		〔協力：瀬田商工会、大津北商工会（堅田・志賀支所）〕

戻ってまいりました！！
互助会夏まつり♪　
好評いただいておりますまぐろ
の解体ショーは、な・な・なんと
50㎏越えの大きなまぐろで迫力
満点！！
解体後は、美味しいお寿司に早
変わり♪
また、抽選会では過去最高の当
選率! !
多くの方が景品を握りしめ、笑
顔でおかえりいただきました。
今年も多くの会員様やご家族様
にひとときの夏の夜を楽しんで
いただけました。
ご参加いただいた皆様、景品を
ご提供いただきました事業所様・
関係団体様、本当にありがとう
ございました。

７月31日㈫　互助会夏まつりを開催いたしました♪
 ❖参加者 261名


