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互助会だより10月号

互助会だより
令和元年10月4日 発行

10 月 号
令和元年 9月1日	現在
事業所数	 1,058　
会 員 数	  6,011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/

電話
新感覚！
生きているミュージアム『N

ニ フ レ ル
IFREL』のご案内

　大阪の人気水族館『海遊館』が初プロデュース！ ニフレル
という名称は、コンセプトの「感性にふれる」から採用され
ました。“生きているミュージアム”と名づけられたニフレルに
は魚をはじめ、昆虫類や両生類など水生生物のほか、哺乳類、
鳥類まで約150種2000点の生き物が展示されています。生
き物たちとの距離が近いニフレルに是非お出かけください♪

入館券

区　　分 あっ旋料金
大　人

（16歳または高校生以上） ２,０００円→ 1,700円
こども

（小・中学生） １,０００円→ 900円
幼　児

（３歳以上） ６００円→ 500円
■お電話（☎522︲6499）にてお申し込みください。
■取り寄せチケットとなりますので、ご用意に10日ほどかかります。
■お申し込みいただいたチケットは、キャンセﾙ・変更はできません。
■	チケットのご準備ができ次第ご連絡させていただきますので、連絡があり
ましたら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。

■	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
能ですが、お渡しまでにかなりのお時間がかかりますのでご了承ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事業所紹介キャンペーン !!

福利厚生の大切さを、お1人でも多くの皆さんにお伝えするために、
ご紹介をお待ちしております。

　大津市勤労者互助会は、中小企業の福利厚生を大企業並みに充実
させよう！！を目的に、大津市の任意団体として昭和52年に発足し、お
陰様で今年で42年になります。。
（＾＾）入会して良かった！！　そんな笑顔が増えますように（＾＾）

お友達や、お知り合いの事業所をご紹介ください！！
キャンペーン期間……10月１日～11月30日まで♪

ご紹介くださった事業所様が入会されましたら、
会員1名につき1,000円を
現金でもれなくプレゼントいたします。
（＾＾）例えば。。。ご紹介事業所（複数可）で
10名新たに入会してくださったら
� 1万円になります。

FAX�またはお電話・メールでも構いませんので連絡
をいただきましたら、事務局職員がご説明に伺います。
　電話 522–6499　 　FAX 523 –3494
　メールアドレス　info ＠ otsu-gojokai.jp

ご紹介方法
◆入会資格◆�大津市内の中小企業に勤務されて

いる事業主様と従業員　＊パート可
◆入�会�金◆�500円／人　＊入会時のみ
◆会　��費◆� 月額500円／人
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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。

　ご宿泊券につきましては、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。

　

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。教材費は各講座当日に徴収いたします。※歴史講座番外編と、唐橋焼幸せの干支づくり教室は、開催当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

★令和元年度　大津市勤労福祉センター自主事業申込方法★

◆開催場所／２Ｆ　調理実習室
◆講　　師／堀　香織 先生
◆持　ち　物／エプロン、手拭きタオル
◆内　　容／食べたい！ でも勿体ない～！
 作ってみたいけど難しそう……なんて思っていませんか？ 今回は、初めての方でも楽

しんでいただけるような、ちょっと小粋な和柄のアイシングクッキーを作ります。
 美味しくて可愛い「和柄」に挑戦してみませんか♪

※３種類の和柄を１ヶずつ作ります。
※対象：４歳以上（小学３年生以下は保護者同伴）
※クッキｰには小麦粉・卵・牛乳を使用しています。ｱﾚﾙギｰの方はご注意ください。

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費 1,000円）
◆定　　員／16名　　◆申込期間／10/9㈬AM8：40～10/30㈬　※先着順

◆開催日時／11/2　土曜日　10：00～12：00　全１回

和柄で可愛く アイシングクッキー教室
～親子でも楽しめまーす♪～

◆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／汚れてもよい服装（エプロンなど）、手拭きタオル
◆内　　容／来年の干支は子（ねずみ）です！
 子（ね）は、十二支の第一番目の動物で、繁殖力が高く古来より「子孫繁栄」「財力」

の象徴とされています。ちなみに……縁起の良い「甲子」の年に完成された甲子園球
場の名前の由来ともなっているそうです。

 子どもさんから、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ご家族みんなで、
心のこもった手作りの「幸せの干支」で新年を迎えませんか？
※小学3年生以下は保護者同伴。
※焼き上がりは12月20日㈮です。

◆受　講　料／ 2,000円（材料費含）
◆定　　員／50名　　◆申込期間／10/9㈬AM8：40～10/30㈬　※先着順

◆開催日時／11/9　土曜日　10：00～12：00　全１回

毎年恒例！ 子どもから大人まで楽しく作れる♪
唐橋焼“幸せの干支づくり教室”～2020年の干支「子」～
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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。

◆集合場所／京阪電鉄石坂線「坂本比叡山口駅」　※雨天決行
◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構　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／歴史講座「諸説あり　奇々麒麟　近江と明智光秀」の番外編！
 明智光秀は西教寺に帰依し、是を篤く保護します。なぜ光秀は西教寺を愛したのか？ 

その訳を西教寺そして坂本の町を散策し、“明智光秀と琵琶湖（2019年11月刊行予
定）”の著者大沼芳幸先生に語っていただきながら歩きます。

 昼食には、坂本菊を使った西教寺名物の「菊御膳」を召し上がっていただきます！
【行程】集合10：00　京阪電鉄石坂線「坂本比叡山口駅」→11：00西教寺着・散策→12：00昼食	
「菊御膳」→13：00西教寺お堂拝観→14：00西教寺境内見学→15：30ごろ西教寺総門解散予定
※11月9日以降のキャンセﾙについては、参加費をいただく場合があります。

◆受　講　料／ 4,500円（昼食代・拝観料含む）
◆定　　員／15名　　◆申込期間／10/16㈬AM8：40～11/8㈮　※先着順

◆開催日時／11/15　金曜日　10：00～15：30予定　全１回

歴史講座番外編
「明智一族が眠る“西教寺”を訪ねる」

◆開催場所／２Ｆ　調理実習室　　◆講　　師／三田　清美 先生
◆持　ち　物／エプロン、三角巾、布巾２枚程度、筆記用具
◆内　　容／寒くなる冬に備え、肺を労わり風邪の予防に役立つ美味しいメニューを作ります！
 三田先生のオリジナルブレンド茶と一緒にいただきます♪

【ﾒニュー 】
①	秋鮭のﾎイﾙ焼き……鮭は胃腸を温め消化機能を増進し、胃弱疲れによい食材です。水分代謝が良
いので、むくみ解消や風邪のひきやすい人、冷え症の人におｽｽﾒです！

②	豆腐ユリ根梅肉あんかけ……肌にうるおいを与える百合根と食欲を促進し消化を助ける梅干しを湯豆腐
にかけます。

③	雑穀ご飯の菊花添え……はとむぎは、デトックｽ効果があり、吹き出物・シミ・そばかすを改善し美白効
果が期待できます。また、菊花は、眼精疲労に効果的です。

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費 1,000円）
◆定　　員／16名　　◆申込期間／10/16㈬AM8：40～11/8㈮　※先着順

◆開催日時／11/19　火曜日　10：00～12：30　全１回

三田三のキッチン♪健康長寿の薬膳料理教室
～秋は白の食材で冬に備えましょう！～

◆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
◆内　　容／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

♬ 今回は、生クリームの塗り方のポイントをレッスンする“イチゴのデコレーション
ケーキ”と基本の焼きっぱなしタルト“バナナナッツタルト”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♪
※イチゴのデコﾚ シーョンケ キーとバナナナッツタﾙトは、それぞれ18㎝の1/4台をお持ち帰りいただけます。

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費 1,000円）
◆定　　員／16名　　◆申込期間／10/16㈬AM8：40～11/8㈮　※先着順

◆開催日時／11/10　日曜日　10：00～12：30　全１回

パティシエ気分で♪ ケーキづくり教室
～クリスマスまでに美味しいケーキをマスターしよう！～



　全国5000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『こども商品券』！お孫さまやお子さまへのクリスマスプレゼントやお年玉として是非ご利用
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／下記申込書をＦＡＸ（52３︲３49４）で互助会事務局へ送信ください。
 お渡し準備が出来次第ご連絡させていただきます。
◆申込締切／10月29日㈫　　　◆有効期限／2024年12月31日まで
  〈市内の加盟店〉 西武・イオン・平和堂・トイザらス・エディオン・ジョーシン・ピアゴ…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。

FAX こども商品券あっ旋

★ こ ど も 商 品 券 あ っ 旋 申 込 書 ★
事業所名 会員氏名

日中連絡先ＴＥＬ（ 　　 　）　　　－ 会員番号 －

480円 （通常価格  500円） 枚 円

960円 （通常価格1,000円） 枚 円

合　　　　　計 枚 円
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温水プール回数券

※お電話（☎522-6499）にてお申し込みください。
※	月に２回の注文締切日を設けております。５日までにご注文いただいた場合は、10日以降のお渡し、20日までにご注文いただ
いた場合は、25日以降のお渡しとなります。

※回数券のご準備ができ次第ご連絡させていただきますので、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。
※	回数券の受け取りは各商工会〔瀬田・大津北（堅田/志賀）〕でも可能ですが、お渡しまで更にお時間がかかりますのでご了
承ください。

※皇子が丘公園温水プｰﾙと、におの浜ふれあいｽポ ツーセンター 温水プｰﾙの回数券には有効期限があります。
※利用等の詳細については各施設へ直接お問い合わせください。

★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

施　設　名 電　話

皇子が丘公園温水プール ５２６︲３０８５

富士見市民温水プール ５３３︲３１１３

におの浜ふれあいスポーツセンター
温水プール ５２７︲３５５３

電話

区　　分 あっ旋料金

大　人 ８︐２５０円→ 7,0００円（11枚１組）

高校生 ５︐５００円→ ４,７００円（11枚１組）

小　人 （中学生以下）
高齢者（65歳以上）
障がい者

４︐０７０円→ ３,５００円（11枚１組）
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ザ・グレン・ミラーオーケストラ 
Ｊapan Ｔｏｕｒ 2019

11月24日㈰　14：30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 6,000円→ 5,100円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 10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

中山道守山宿 旅への誘いコンサート vol.09 
リスト 巡礼の年 第3年

令和2年1月11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／ 10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

歌声喫茶

12月7日㈯　14：30開演
野洲文化小劇場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 1,000円（前売り）→ 700円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 10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

				 				

クリスマスファミリーコンサート 
～オーケストラで聞くジブリ音楽～

12月22日㈰　15：00開演
草津クレアホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 3,500円（前売り）→ 2,800円 10枚
子ども

（高校生以下）2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満は保護者膝上鑑賞1名無料
（お席が必要な場合有料）
  

●締切日／ 10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

さきらジュニアオーケストラ 
第10回定期演奏会

11月24日㈰　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 1,500円→ 1,100円 10枚
高校生以下 500円→ 400円 10枚
※	4歳から入場可

●締切日／ 10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

				 				

★★申込方法は、７ページをご覧ください。

京都フィルハーモニー室内合奏団
クリスマスコンサート

12月22日㈰　14：00開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
おとな 2,000円→ 1,400円 10枚
子ども

（2歳～小学生） 1,000円→ 700円 10枚
親子ペア 2,500円→ 1,800円 10枚
※	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（席が必要な場合は
有料）

  ●締切日／ 10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
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新春恒例 上方落語
桂米朝一門会

令和2年1月5日㈰　14：00開演
近江八幡市文化会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 3,000円→ 2,400円 10枚
A　席 2,500円→ 1,800円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 10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

				 				

美川憲一&八代亜紀
スペシャルジョイントコンサート

令和2年1月15日㈬　18：30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

夜の部 8,000円→ 5,900円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 10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

ニューイヤーコンサート2020

令和2年1月12日㈰　15：00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 3,000円→ 2,400円 10枚

高校生以下 2,000円→ 1,400円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 10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

	©SHIN	YAMAGISHI	 				

チェコ・フィルハーモニー弦楽三重奏団
&笠原純子

12月10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 5,000円→ 4,000円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 10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

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
「眠れる森の美女」

12月24日㈫　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 7,500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／ 10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

★★申込方法は、７ページをご覧ください。

森山良子コンサートツアー2020
～Prime Songs～

令和2年1月18日㈯　16：00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
全席指定 6,800円→ 5,800円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 10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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新歌舞伎座開場60周年記念
吉幾三特別公演

12月14日㈯　11：00開演
新歌舞伎座

区 分 あっ旋料金 予定枚数
2階席 6,000円→ 5,000円 6枚

※全席指定
※	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／ 10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

大津南部の仏像
─旧栗太郡の神仏─

◆会期／10月12日㈯～11月24日㈰
◆場所／大津市歴史博物館

＊開館時間／9：00～17：00　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／10/15，21，23，28，11/5，11，18

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

※同時開催：大津絵─ヨー ロッパの視点より─
豊かな歴史を持つ大津市南部の仏教・神道文化に注目し、この地域に伝来
する仏像や神像、仏画、経典類などを紹介。

●このチケットの販売は11月24日㈰までです。

窓口

円山応挙から近代京都画壇へ

◆会期／11月2日㈯～12月15日㈰
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9：30～17：00（金･土は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、11/5（ただし、11/4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、心身に障がいのある方とその付添者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
※前期後期で大展示替えあり
円山応挙から呉春、竹内栖鳳、上村松園まで。近世から近代へ、画家たちの
系譜をたどる円山・四条派の大展覧会。●このチケットの販売は12月15日㈰までです。

窓口

★★申込方法は、７ページをご覧ください。

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。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

〈コンサート・演劇など〉

●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。

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。FAX電話 インターネット

〈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

窓口
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得 得 プレゼント ●	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。
※	①は、ペｱ（会員と登録同居家族に限ります）でご応募いただけ
ます。希望される場合は、ご家族のお名前も応募ハガキにご記入
ください。

※①②とも有効期限がございます。

〒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／10月28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。

①都ホテル 京都八条・
　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ひらかたパーク入園招待券 ……ペア１組

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

互助会
事業報告 ゴルフコンペ！！ 9/11㈬開催！！ ❖参加者数 22名 ❖開催場所／比良ゴルフ倶楽部

優　勝：横井 昭次 様
準優勝：前川 賢慈 様
３　位：東 美喜夫 様 優 勝

　今年は、心配していたお天
気が午後から激しい雷雨とな
り、残念ながら…ハーフプレイ
でのコンペ開催となってしまい
ました。
　ご参加いただいた皆さまあり
がとうございました＆
お疲れ様でした。

　下記のお得情報満載の「全福ネットガイドブック」、「滋賀県内の提携施設一覧表」等に掲載されており
ます各施設の利用料金は、消費税法により料金改定が行われた場合がございますので、ご利用の前には
直接記載されている各施設等にお問合せくださいますようお願い致します。
　なお、「全福ネットガイドブック」、「滋賀県内の提携施設一覧表」は、大津市勤労者互助会ホームページ
からも見ることができます！ ちょっと覗いてみて下さい！！

　北海道から九州・沖縄まで全国の観光スポットや名所、レジャー施設、テーマパーク・遊園地、動物園、
植物園、水族館、美術館、博物館、キャンプ場や観光農園、遊覧船、観光バス、そして各地の温泉施設
やホテル・旅館、全国のゴルフ・スキー場等、その土地ならではの楽しさを提供するお得なサービスの紹介！
　さらに、健康・介護・エステ、冠婚・葬祭、グルメ、カラオケ、カルチャー、住宅、引越、ホームセキュ
リティ、保険・金融、格安物販などナド、

一冊まるごとお得情報満載の会員限定の特別サービス満載マガジン！！です。

■全国中小企業勤労者福祉サービスセンター［通称：全福センター］発行の
　「全福ネットガイドブック」は…

　滋賀県内の［旅］、［宿］、［遊］、［スポーツ］、［車］、［グルメ］、[各種専門店]が割引料金でお得に利用
できる情報が掲載されています。

■滋賀県勤労者互助会連合会の「提携施設一覧表」は…

＊10/1からの改正消費税法の施行について＊


