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互助会だより
令和元年11月6日 発行

11 月 号
令和元年10月1日	 現在
事業所数	 1,057　
会 員 数	  6,021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/

いちごと生クリームのクリスマスケーキ♫
─ ケーキ教室 ─

電話

※写真はイﾒー ジです

◆ 参加対象は中学生以上、おひとりさま大歓迎。
◆ １テーブル５名。１つの作業を交代で行ってい
ただく部分もあります。
◆ ケーキの大きさは５号サイズ（直径約15㎝）
です。作ったケーキはお持ち帰りできます。
◆ 申込者以外の入室はできません。
◆ 申込多数の場合は会員と同居家族を優先させ
ていただきます。
◆ 先生お手製の試食タイムもあります。
◆ 12月13日㈮を過ぎますとキャンセル･変更で
きません。
◆ お車でお越しの方は、駐車場をご利用いただ
けます。
◆ 大津市勤労者互助会講座助成対象外です。

受付開始！
11月11日㈪

8時40分～

◆日　　時／ 令和元年12月21日㈯　10：00～13：00
◆場　　所／ 滋賀短期大学 1階　製菓実習室 （大津市竜が丘24︲4︶
◆講　　師／ 滋賀短期大学　石	井	　明	教授
◆参 加 費／ 会　　員 ２，０００円
 同居家族 ２，５００円
	 一　　般 ３，３００円
◆募集人数／ 30名 	※先着順　◆締 切 日／１２月４日㈬
◆持 ち 物／ エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオル・上履き・筆記用具
◆申込方法／ 11月11日㈪ 8：40より互助会事務局までお電話（☎522︲6499）

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」
（利用ガイドP13、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、事務局までFAX（523︲3494）で送
信してください。

お待たせいたしました！�前回大変ご好評をいただいたケーキ教室のご案内です♪�講師は、前回
に引き続き、バームクーヘンで有名な洋菓子店『CLUB�HARIE』を退職後、滋賀短期大学で
教授として活躍されている石井明先生です☆�今回は、この時期にぴったりのいちごと生クリー
ムのクリスマスケーキを作ります☆☆�出来上がったケーキは、お一人１台ずつお持ち帰りいた
だけます!!�夜にクリスマスパーティを開催されてはいかがでしょうか♪

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊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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◆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／11/28㈭19時まで　※お渡しは12/6㈮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、12/5㈭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。

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・吉野家・和食さと…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

◆注意事項／ ◦商品到着後お電話にてご連絡いたします。生ものにつき到着から
３日以内にお受け取り可能な方のみ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 ご注文ください。
 　※商工会でのお渡しはできません。
 ◦りんごはご自身で運んでお持ち帰りいただきます。
 ◦お申込み後のキャンセル・変更はできません。
 ◦お持ち帰り後すぐに開封し痛みなどないかご確認ください。
 　それにかかる連絡・お問合せ等は年内中に『たかぎ農村交流研修センター』☎0265-33-3999まで。

＂家庭用＂とは、多少のキズやへこみ・サイズなど、見栄えにやや難がある規格外のりんごです。風味は規格品とさほど変わらず、生育にも問題ありません。

大人気！！ りんご（品種：ふじ）のあっ旋♬FAX
　長野県喬木村で育てられたりんごを予約販売いたします。贈答用りんごは、お世話になっている方へのお歳暮や大切なお
友達へのプレゼントに、家庭用りんごは、見栄えや大きさが規格から外れたりんごですが、味は贈答用りんごと変わりがない
ためご家族用にいかがでしょう♪�喬木村から互助会事務局へ直送されてきますが、生ものですので商品到着後３日以内に互
助会事務局で受け取り可能な方というのがご注文条件になります。（注）4日以上のお預かりはできません。
◆ご注文からお渡しまでのながれ
ＦＡＸにてご注文

※下部注文書を
　ご利用ください ▶ 互助会より受付完了のご連絡

※連絡がない場合はお電話ください ▶ １２月中旬頃
互助会事務局へ

到着予定 ▶ 互助会事務局にて
お渡しとお支払い

◆締 切 日／11月25日㈪	厳守

　 ⬆大津市勤労者互助会FAX：５２３－３４９４
　りんご予約注文書

事業所名 会員氏名

日中連絡先ＴＥＬ（ 　　 　）　　　－ 会員番号 －

品　　名 内　　容 単価（税込） 数　量 金　　額
① 贈答用　１０ｋｇ パック詰め 2 段 26 ～ 32 玉 ４,８００円 箱 円
② 贈答用　５ｋｇ パック詰め 1 段 13 ～ 16 玉 ２,６００円 箱 円
③ 家庭用　１０ｋｇ バラ入り ２,７００円 箱 円
④ りんごジュース １瓶１㍑入り ４７０円 本 円
⑤ りんごジュース １瓶１㍑入り× ６ 本 ２,８００円 セット 円

合　　　計 円
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◆申込方法／ 郵便はがきに、①「ファン感謝デー入
場券」希望 ②事業所名 ③会員番号 ④
会員名 ⑤電話番号（日中連絡先）を書
いて右記までお申し込みください。

阪神タイガースファン感謝デーハガキ
抽選

※申込みは、会員１名につきはがき１枚です。
※申込席数は、１枚のはがきでペｱ１組２名分です。
※電話・ＦＡＸ・インター ネットでの受付はいたしません。
※	当選者のみ、11/18㈪の午前中にお電話でお知ら
せします。

※	チケットの引取りは、互助会事務局のみです。
　	11/18㈪午後から11/22㈮までにお越しください。
商工会での引取りはできません。

※申込多数の場合は、抽選を行います。
※第３者への転売行為はご遠慮ください。
※締切日以降に届いたハガキは無効となります。

★申込先★
〒₅₂₀⊖₀₈₀₆	大津市打出浜₁⊖₆
　　　　　（一財）大津市勤労者互助会

	阪神タイガースファン感謝デー	宛

◆開催日時／ 11月23日（土･祝） 12：0０～１5：３０（予定）  

※小雨決行　※中止の場合は11/24㈰に順延

◆開催場所／ 阪神甲子園球場
 　１塁アイビーシート（年間予約席と同席）

◆応募資格／ 会　員 ◆参 加 費／無　料

◆募集席数／	ペア２組（４席） ◆応募締切日／ １１月15日㈮	必着

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。

12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～

●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。

●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：牧野

●申込締切／ 11月25日㈪ 互助会必着

●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。

㊟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ご遠慮ください。締切日を過ぎますと受付できません。

◇ご注文からお届けまでのながれ
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大津市勤労福祉センター講座 ～受講生募集～

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。

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

① ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室） 12/3・17・1/7・21・2/4・25・3/10 火 19：00～20：00 ７回 3,000円

② ピラティス＆ヨガ教室
（和室） 12/10・24・1/14・28・2/18・3/3・17 火 19：00～20：00 ７回 3,000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。身体をリラックｽさせる効果もあ
ります！

③ パワーヨガ教室 12/4・18・1/8・22・2/5・19・3/4 水 19：00～20：00 ７回 3,000円

内容 深い呼吸とヨガのポ ズー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！

④
がんばらないヨガ教室 12/5・19・1/9・23・2/6・20・3/5 木 10：00～11：00 ７回 3,000円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れるときの中で、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）

⑤
ちょっとがんばるヨガ教室 12/5・19・1/9・23・2/6・20・3/5 木 11：30～12：30 ７回 3,000円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れるときの中で、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）

⑥

旅行を楽しむ♪
基礎英会話教室 12/5・19・1/9・23・2/6・20・3/5 木 19：00～21：00 ７回 4,500円

（500円）

内容 中学生ﾚベﾙの単語・文法で基礎を学びながら、いろんなシチュエ シーョンを設定し、基礎会話を練習します。本場で通じる発音を習得し、
自信をつけましょう！	海外旅行が２倍楽しくなるはず♪

⑦
未生流　華道教室 12/6・20・1/10・24・2/7 金 10：00～12：00 ５回 3,000円

（5,000円）

内容 精神を集中させ華道の基本をちょこっとだけ学べば、普段の生活でも取り入れられます！	今回は、季節のクリｽマｽリー ｽやお正月の花をｱ
ﾚンジします！　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。

⑧
ハタヨガ教室 12/6・20・1/10・24・2/7・21・3/6 金 9：30～10：30 ７回 3,000円

内容 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！

⑨
NEW! レベルアップ！

ベーシックヨガ教室 12/6・20・1/10・24・2/7・21・3/6 金 11：00～12：00 ７回 5,000円

内容 ﾚベﾙｱップしたい方におｽｽﾒの「ザ・ヨガ」のクラｽです♪ハタヨガの基本ポ ズーと呼吸法をバランｽ良く行い、しっかりと全身を動かし、
体幹を鍛えます。また、自分の体や心と向き合う感覚を養い安定させていきます！

⑩

ストレス発散！
エアロビ＆セラピーヨガ教室

12/13・20・1/24・31・2/21・28・
3/13 金 19：00～20：00 ７回 3,000円

内容 心と体をリフﾚッシュ♪	ｽトﾚｽ社会で疲れた体をエｱロビクｽでｱクティブに動かしながら、気持ちよく汗を流し、セラピ ヨーガで、自律神経
を整え、体の不調、内面の不調を改善していきましょう！

⑪

歴史講座　諸説あり　奇々麒麟
明智光秀と近江 その2 本能寺編 12/18・25 水 13：30～15：30 ２回 1,500円

（500円）

内容

光秀は何故信長を裏切ったのか……
2020年のNHK大河ドラマでは「明智光秀」が登場するとのこと。光秀は、非常に謎の多い武将ですが、その行動の本拠は間違いなく「近
江」それも「大津」に置かれていました。この講座では、「信長公記」等の資料を基に、信長と光秀を対比しながら、光秀の近江にお
ける行動を追います。12/18「琵琶湖と光秀」　12/25「本能寺の変へ」

◆申込期間／ ①～⑩	 11月７日㈭午前８時40分～11月29日㈮まで（先着順）
	 ⑪	 11月18日㈪～12月17日㈫（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Ｐ５へ）
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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。教材費は各講座当日に徴収いたします。※歴史講座は、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。
（ただし、35歳未満の方が対象となります。）

心とからだの
メンテナンスヨガ教室

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！
◆開催日時／  12/7、21、1/11、25、2/1、8、15、

22、29、3/7 土曜日 
 13：30～14：30　 全10回
◆開催場所／ ２F	多目的室

◆受 講 料／	3,000円
◆定　　員／20名
◆申込期間／11/7㈭AM８:40～11/29㈮	※先着順

◆講　　師／ヨガスタジオアピュアー Sachiko	先生
◆持 ち 物／ 運動できる服装、飲み物、汗拭きタオル

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。

年越し！ 手打ちそば教室
蕎麦には「ルチン」 が多く含まれ、高血圧の予防・改
善にも良いと言われています。 自家栽培・無農薬のお
いしい蕎麦粉（信濃１号＝信州で改良され、品質も高く
評価されています）を使って手打ちそばに挑戦してみま
せんか？本当の蕎麦の香りと味を堪能してください。
◆開催日時／  12/4 水曜日 
 10：00～12：30　 全１回
◆開催場所／ ２F	調理実習室

◆受 講 料／	1,０００円（教材費	7００円）
◆定　　員／16名
◆申込期間／11/7㈭AM８:40～11/29㈮	※先着順

◆講　　師／中井　あけみ	先生
◆持 ち 物／ エプロン、三角巾、布巾（2枚）

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。

お正月用 寄せ植え教室
～お正月の玄関は縁起物で華やかに！～

お正月には欠かせない縁起の良い植物「葉牡丹」を使っ
た寄せ植えしてみませんか？ 新年の玄関に飾って幸福を
呼び込みましょう～♡ 春先まで長持ちしますよ♪
◆開催日時／  12/11 水曜日 
 10：00～12：00　 全１回
◆開催場所／ ４F	研修室

◆受 講 料／	1,０００円（教材費	2,500円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／11/18㈪AM８:40～12/5㈭		※先着順

◆講　　師／中田園芸	中田　幸吉	先生
◆持 ち 物／ 持帰り用袋（幅40㎝高さ30㎝奥行30㎝以

上）・汚れてもよい服装・ビニール手袋（フィット
するタイプ）・移植用のスコップ

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。

楽しくちくちく♪ 羊毛フェルト教室
～2020年の干支「ねずみ」と縁起の良い「だるま」を作ります～

羊毛フェルトって知っていますか？ 毛糸の素である「ふわふわ」 のあの
状態の羊毛をニードルという特殊な針で刺し、形を整えながら人形やモ
チーフを作る手芸です♡ 今回のテーマは「干支」。可愛いモチーフの「ね
ずみ」と「だるま」 で、新年を迎えましょう♪自分らしく自由に制作し
てみませんか？
※金屏風と黒台は材料費に含まれています。
※対象：小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
※�針を使用するので、指を刺してしまうこともあります。
　ご理解ご了承の上ご参加ください。

◆開催日時／  12/8 日曜日 
 10：00～12：00　 全１回
◆開催場所／ ３F	集会室

◆受 講 料／	1,０００円（教材費	1,300円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／11/18㈪AM８:40～12/5㈭		※先着順

◆講　　師／上村　真紀	先生
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新年号広告掲載募集！！

「互助会だより新年号」に各事業所様の
 新年のご挨拶を掲載します。
� ※平成31年の新年号をご参考ください。

◆料　　金／	１枠　２,０００円　
◆枠サイズ／	約１．５～２㎝×約８㎝

※申込状況により掲載枠サイズが若干変動する場
合がございます。

◆申込方法／	１1月２6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ＦＡＸ、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
務局までＦＡＸ（523-3494）で送信ください。

秋深まる季節にびわ湖大津プリンスホテルから、
ホテル開業30周年を記念し¥3,000ランチが
登場！女性に人気の"チーズ"を使ったお料理を
和洋中ブッフェの4レストランがそれぞれ特徴を
活かしたメニューでこ用意いたします。

フランス料理ポ一セジュール (38F) レイクピューダイニングビオナ (37F)

気の合うこ友人とシェフのアイデアが光るお料理
をこ堪能ください。

和食清水 (36F) 中国料理李芳(lF)

通常料金 ¥3,000c税金込） ⇒ 会員料金 ¥2,80〇（税金込）

※レイクビュ ーダイニングビオナのみ土・休日は料金が異なります。通常料金［土・休日]¥3,200⇒ 会員料金［土・休日]¥3,100となります。
※各レストランの料金には別途10%のサー ピス料を加算させていただきます。（ブッフェは除く）

◆開 催日 11 , 月 9 日（金） -12 月 20 日（金）
◆営業時間/ l l :30A.M. �2:30P.M. ※レイクビュ ーダイニングビオナは11:30A.M. より、l:30P.M. よりの2部制となります。

◆開催場所／フランス料理ボーセジュ ール(38F) ・レイクビュ ーダイニングビオナ (37F)· 和食清水(36F) ・中国料理李芳 (l F) 

◆対象者／会員と会員の同伴者
◆利用方法／予約必須です。 こ予約の際に ” 大津市勤労者互助会です” とお伝えください。

来店時、 会員証の提示をお願いします。 必す会員証をお持ちください。

【お問合せ• こ予約】TEL:077-521-1111 C代表）
※他の割引・特典との併用はできません。※ランチタイムのみの提供となります。※特定原材料7品目食物アレルギー （えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）を
お持ちのお客さまは、係にお申し出ください。※仕入れの状況により、食材・メニュ ー に変更がある場合がこざいます。※写真はすべてイメージです。

第４3回 労福協まつり!!
大好評！！
年末恒例のおまつりデース！

年末恒例のビッグイベント!!
今年もにぎやかに開催いたします。

※詳細は、同封のチラシをご覧ください！

今年で４3回目！！！
永く、永～く親しまれている

◆日　時／12/15㈰ am11：00～pm３：00
◆場　所／大津市勤労福祉センター（打出浜1－6）
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第九 湖国でうたおう！ よろこびのうた！

12月27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
一　般 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
スマイル

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

●締切日／ 11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

				 				

びわ湖ホールジルヴェスター・コンサート 2019-2020

12月31日㈫　22：00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 7,000円→ 6,000円 10枚
A　席 5,500円→ 4,400円 10枚
B　席 4,000円→ 3,200円 10枚

※	6歳未満入場不可
※₂₄：₃0	終了予定
※終演後、JR大津駅行き
　無料シャトﾙバｽ運行有り

●締切日／ 11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 
I
イル

L D
デ ー ヴ

EVU&びわ湖ホール四大テノール
令和2年1月5日㈰　15：30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 5,000円→ 4,000円 10枚
A　席 4,000円→ 3,200円 10枚
青少年

（₂₅歳未満） 2,000円→ 1,400円 10枚
※	6歳未満入場不可

●締切日／ 11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

©コロンビｱ㈱

市民落語会
「わん丈、参上、ど根性！Vol.4」

令和2年1月11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（前売り）→ 1,400円 10枚
スマイル

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

●締切日／ 11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

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル 
ソドー島のたからもの

令和2年2月23日㈰
12：00/14：30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 2,800円→ 2,000円 各10枚
※	2歳以上有料
※	膝上鑑賞1名無料
　（お席が必要な場合有料）
  

●締切日／ 11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

				 				

★★申込方法は、10ページをご覧ください。

中山道守山宿 旅への誘いコンサート vol.10
クラリネットと旅　中山道守山宿　第10景

令和2年2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
全席自由 500円→ 400円 10枚
※	未就学児入場不可
【出演】 持丸秀一郎（クラリネット）
 樋上　愛加（ピアノ）

●締切日／ 11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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初春バレエ祝賀コンサート
～キエフ・クラシック・コレクション～

令和2年1月30日㈭　18：30開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,800円→ 3,000円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 11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

				 				

芝居小屋「長栄座」新春公演
令和の初春を寿ぐ古典芸能選「祝ふ令和 動物の芸能百花」

令和2年1月19日㈰　14：30開演
滋賀県立文化産業交流会館

イベントホール内特設舞台「長栄座」
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 3,000円（前売り）→ 2,400円 10枚
25歳未満 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
※	全席自由
※	未就学児入場不可

●締切日／ 11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

©	宮川町歌舞会　富美祐	 				

区 分 あっ旋料金 予定枚数

一等席 12,800円→ 8,500円 各10枚
特別席 14,300円→ 10,000円 各10枚

※	全席指定
※上演時間は休憩を含め
　約３時間15分
※◎印のみ取り扱い

令和2年1月11日㈯～18日㈯
８公演

京都四條　南座

●締切日／ 11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。	

前進座初春特別公演
『人間万事金世中』

電話
XFA

インターネット

				 				

2020年
1月

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
土 日 月･祝 火 水 木 金 土

11：00
開演 ◎ ◎ ◎ × × × ◎ ◎

15：30
開演 ◎ × × ◎ × × × ◎

島津亜矢コンサート2019-2020
歌怪獣襲来ツアー

令和2年1月31日㈮　17：30開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 7,150円→ 6,100円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 11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

				 				

芝居小屋「長栄座」新春公演
音楽巡礼～和楽器と歌でめぐる湖国滋賀～

令和2年1月18日㈯　14：00開演
滋賀県立文化産業交流会館

イベントホール内特設舞台「長栄座」
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 2,500円（前売り）→ 1,800円 10枚
25歳未満 1,500円（前売り）→ 1,100円 10枚
※	全席自由
※	未就学児入場不可

●締切日／ 11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

©	日原暢子（筝、二十五絃筝）	 				

★★申込方法は、10ページをご覧ください。
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「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～と あ・そ・ぼ！！

令和2年2月24（月･祝）
13：00/15：30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

全席指定 1,700円→ 1,200円 各10枚
※	1歳以上有料
※	1歳未満の膝上鑑賞は保護者1名に
つき1名まで無料（お席が必要な場合
有料）

●締切日／ 11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

	©NHK		©NHK	

桃月庵白酒独演会

令和2年1月18日㈯　13：00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 3,500円→ 2,800円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 11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

				 				

新歌舞伎座新開場1₀周年記念
五木ひろし特別公演 坂本冬美特別出演

令和2年1月11日㈯・2月9日㈰　
12:00開演
新歌舞伎座

区 分 あっ旋料金 予定枚数
2階席 8,000円→ 6,500円 各10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／ 11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

				 				

デビュー45周年記念 千住真理子
イザイ無伴奏ヴァイオリン･ソナタ全曲演奏会

令和2年3月14日㈯　14：00開演
京都コンサートホール　小ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 4,300円→ 3,400円 10枚
※	未就学児入場不可
  

●締切日／ 11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

	©Kiyotaka	Saito（SCOPE）	 				

山元サトシ（元キッサコボーカル）
15ｔｈ ANNIVERSARY LIVE-ROOTS-

令和2年2月1日㈯　17：00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 4,500円（前売り）→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 11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

				 				

松竹映画「男はつらいよ　お帰り 寅さん」
◆会期／12月27日㈮　全国ロードショー

区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,800円
または1,900円 → 1,150円 50枚

※	互助会の映画特別優待券とは併用
できません。

● このチケットの販売は12月26日㈭
までです。 ©2019松竹株式会社

窓口

★★申込方法は、10ページをご覧ください。
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大津にはめずらしいカラオケ居酒屋
飲んで、食べて、歌えるお店

制御盤・装置配線・銘板
製作はお任せ下さい

カラオケ沖縄居酒屋　美ゅらさん 合同会社ソーセー
大津市浜町6-23　倶楽部ハウｽＫ	1Ｆ 大津市雄琴5-11-56

TEL&ＦＡＸ：077‒523‒1010
https://churasan.business.site/

kiyomi.piuua@gmail.com

TEL：077-576-3198　FAX：077-576-8318
http://www.shokokai.or.jp/25/sose/index.htm

s-watanabe@sose.jp.net

10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。ご案内にうかがいます。
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。

互助会事務局【電話：５２２‒６４９９】

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 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

※�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。

〈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〉

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

窓口 イタリア現代陶芸の巨匠　
ニーノ・カルーソ

◆会期／令和2年1月4日㈯～2月16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、1/14　※ただし、1/13は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,000円→ 600円 50枚
大学生 500円→ 300円 30枚

※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。
ニーノ・カルーソの偉業を約92点の代表作ならびに数々のデザインワークや
スケッチなどの資料を通じて紹介する、日本で初めての本格的な回顧展です。

●このチケットの販売は12月27日㈮までです。

ゴッホ展

◆会期／令和2年1月25日㈯～3月29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）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日　※祝休日の場合は開館し、翌火曜日休館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,700円→ 1,100円 50枚
大学生 1,300円→ 800円 30枚

※	障がい者手帳をお持ちの方は、一般400円、大学生300円（要
証明）、介護者1名は無料

初期作品から晩年の代表作まで約40点が集結。

●このチケットの販売は1月24日㈮までです。

窓口


