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令和元年11月1日	 現在
事業所数	 1,058　
会 員 数	  6,039人
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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/

令和２年４月から、月会費500円を600円に改定いたします。

会費の改定について

事業主の皆様・会員の皆様に謹んでお知らせ申し上げます。
　平素は、大津市勤労者互助会をご利用いただき心からお礼申し上げます。
　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。
これもひとえに事業主の皆様方、会員様をはじめ歴代役員の皆様方、関係各位の皆様方の
お力添えと多大なるご支援によるものと心から感謝申し上げます。

　さて、多様化する会員様のニーズにお応えできるよう、また将来を見据え、大津市勤労
者互助会の存続とさらなる発展のために、令和２年４月分から会費を月額600円に値上げさ
せていただくことといたしました。

　この42年の間には……平成４年に法人化し、平成22年度からは互助会事務局のあります
「大津市勤労福祉センター」の施設指定管理を受託、平成25年度には一般財団法人となり、
当会を取り巻く環境も大きく変わってまいりました。
　この間、消費税が３％、５％、そして８％となる中、事業主の皆様や会員様のご負担に
ならないようにと、会費の値上げをせず昭和52年の発足当時のままのお一人500円の会費で
以って運営を行ってまいりました。
　この度の消費税率が10％となる中、近年、大津市の方針も変わりゆく状況のもと、当会
の事業運営や会員拡大等、課題は山積しており、これらの課題の克服、さらなる会員サー
ビス向上と将来にわたる安定した財政運営につきまして、「企画運営委員会」を立ち上げて
協議、検討を行っており、引き続き、課題の克服等、鋭意取り組んでまいりたいと考えて
おります。

　現在の事業主の皆様、会員様、ご家族の皆様方に、大津市勤労者互助会に入会して良かっ
たと思っていただけますよう、さらに知恵を出し、皆様のご意見に耳を傾け誠心誠意取り
組んでまいります。
　なにとぞご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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アロマ＆リンパストレッチ教室

お手軽スケッチ教室

柔らかいカラダを作りたい方！ 肩コリ、むくみのある方！ 
ホルモンバランスを取りたい方！におススメです♪
オーガニックのアロマクリームを使って、まずは手足を
リンパマッサージ。あとは、ストレッチとカンタン体幹ト
レーニング、また骨盤も調整しながら、深部のリンパを
流します。アロマの香りに癒されながら、90分、体を
メンテナンスするクラスです。

◆開 催 日／  1/15、29、2/5、19、3/4、18
	 水曜日　 全６回

◆開 催 日／  	1/15、29、2/12、26、3/11
	 水曜日　 全５回

◆開催場所／ 2F 和室

◆受 講 料／	各2,500円（教材費 各3,000円）

◆定　　員／各15名
◆申込期間／12/9㈪AM8：40～12/25㈬ ※先着順

◆講　　師／須田　香織 先生
◆持 ち 物／ 動きやすい服装、飲料水、タオル

「絵を書いてみたい！！」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。
絵を書くことを楽しんでください。（午前の部・午後の
部があります。）
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。

◆開催場所／ 3F 集会室

◆受 講 料／	各3,000円
◆定　　員／各15名
◆申込期間／12/16㈪AM8：40～1/7㈫
 ※定員を超えた場合は抽選

◆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

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。

健康寿命を延ばそう！
体軸トレーニング教室

健康寿命を延ばし、身体を楽に動かせるようになるため
の効果的で簡単なトレーニングをお伝えします。起床時、
家事の途中、トイレ行く前、お風呂に入りながら、寝る
前などいつでもどこでもできるセルフケア・トレーニン
グで楽しく身体を動かしましょう♪
体に軸を通すことで身体が変化し、今までにない動きを
手に入れてください。

◆開催日時／  1/7、21、2/4、18、25、3/3、17
	 火曜日	
	 10：00～11：00　全７回

◆開催場所／ 2F 多目的室

◆受 講 料／	3,000円

◆定　　員／15名

◆申込期間／12/9㈪AM8：40～12/25㈬ ※先着順

◆講　　師／市川　亮一 先生

◆持 ち 物／汗拭きタオル、ペットボトル（500ml）の
お水またはお茶、動きやすい服装（ジャー
ジ・長Tシャツなど）

歴史講座
「白洲正子と歩く琵琶湖	江北編」

今なお、多くの人を惹きつける白州正子の作品。これ
らの作品を貫く彼女の感性の形成には近江の風土、とり
わけ命の根源である「水」を生み出す「山」、そして、
この山に対する信仰が大きな影響を与えました。この講
座では、『白洲正子と歩く琵琶湖　江北編　琵琶湖を生
む山そして祈り』をテキストとし、白洲正子が訪ねた近
江の山々とここが生み出した祈りの諸相について解説し
ます。

13：30～15：30　全４回
（※15：00～15：30質疑応答）

◆開催日時／

◆開催場所／ 5F 大ホール

1/18㈯･･･「比良山」それは起死回生を司る山
1/25㈯･･･「鈴鹿の山並み」山の賑わい
2/９㈰･･･「伊吹山」荒ぶるカミの世界
2/15㈯･･･「己高山」十一面観音の住まう山並み

◆受 講 料／	3,000円（教材費含む）
◆定　　員／30名
◆申込期間／12/9㈪AM8：40～1/17㈮ ※先着順

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構
 （公財）滋賀県文化財保護協会
 大沼　芳幸 先生
◆持 ち 物／筆記用具

◆開催時間／  

教室Ⅱ 13：30～15：00

教室Ⅰ 10：00～11：30

◆開催時間／  

教室Ⅱ 13：30～15：00

教室Ⅰ 10：00～12：00



　

–3–

互助会だより12月号

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。

◆開催場所／2F　調理実習室
◆講　　師／中井　あけみ 先生
◆持　ち　物／ エプロン、三角巾、布巾2枚程度、深めのタッパー（食パンの入る大きさ）、塩（500ｇ）は重しに使います。
◆内　　容／「日本人のおふくろの味」
 作れるのはこの時期だけ！
 無農薬の大豆と環境こだわり米のコシヒカリを使って味噌づくりに挑戦しよう！
 2㎏の味噌をお持ち帰りできます。
◆受　講　料／ 1,000円（別途材料費 1,000円）
◆定　　員／18名
◆申込期間／12/16㈪AM8：40～1/24㈮　※先着順

◆開催日時／1/29　水曜日　10：00～12：30　全１回

もんぺおばさんの 手作り味噌教室

◆開催場所／3F　集会室
◆講　　師／深尾　民生 先生
◆持　ち　物／①棒針8号　②かぎ針7号と8号
◆内　　容／毛糸1玉で①2wayスヌード（帽子）または②ミニマフラーを 

作ります♪ 初心者から経験者の方まで、編み物に興味のある方、編み物が大好きな
方も参加していただけます！ 寒い季節にかかせないあったかグッズ！ 自分用はもちろ
んのこと、心のこもった手作りニットを贈ってみませんか？
※色は事前に選んでいただきます。

◆受　講　料／ 1,500円（別途材料費 1,000円）
◆定　　員／15名　　◆申込期間／12/9㈪AM8：40～12/25㈬　※先着順

◆開催日時／1/14、2/4　火曜日　10：00～12：30　全２回

毛糸1玉で作る あったか手編み教室
①2wayスヌード（帽子）または、②ミニマフラー

　

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・大津市勤労福祉センター自主事業申込方法★
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　「東京ディズニーランド」または、「東京ディズニーシー」いずれかのパークに、１日特別料金で入園いただくことが
でき、コーポレートプログラム利用券を併用することで、更にお得にパスポートをご購入いただけます。ただし、入園
制限中のパークではご利用いただけませんのでご注意ください。 

パ
ス
ポ
ー
ト

券　　種 通常料金 特別料金
大人（18才以上） 7,500円 6,900円
中人（中学･高校生　₁₂～₁₇才） 6,500円 5,900円
小人（幼児･小学生　４～₁₁才） 4,900円 4,300円

2019年度 第２回 東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート販売について

【留意点】
⃝従来の購入申込書はございません。（窓口でもご購入いただけません）
⃝サイト利用には、別途、ご利用者個人によるユーザー登録が必要です。
⃝ お支払方法はクレジットカード決済のみとなります。コーポレートプログラム利用券をご使用の場合は、利用券の見開き中面に記

載の「個券番号（数字14ケタ）」と「オンライン用コード（英数字8ケタ）」をご入力ください。
⃝ パスポートの受け取り方法は、次の方法からお選びいただけます。
　Ａ） スマートフォン利用時：スマートフォンでそのまま入園、または自宅への配送（別途、送料が発生します）のいずれかを選択
　Ｂ） パソコン利用時：自宅でプリントアウト、または自宅への配送（別途、送料が発生します）のいずれかを選択
　　　※自宅への配送は、2020年3月12日㈭までにご購入された方に限る
⃝ 購入確定後、本パスポートは、一切の変更ができませんのでご注意ください。
⃝ 有効期限は、2020年3月19日まで。（有効期限を過ぎたパスポートは無効となります）
⃝ オンラインサイトのアクセスに必要な「契約団体番号」と「プランパスワード」情報、およびパスポートについて、当プログラ

ム対象者以外の第三者に対して、有償無償を問わず譲渡（インターネットオークションへの出品行為含む）は出来ません。万一、
転売行為等が確認された場合、特典の実施を中止する場合があります。

⃝ パスポート購入時の操作方法に関するお問い合わせは、「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク」（TEL：
045︲330︲0101/受付時間9：00～17：00年中無休）まで。

WEB限定！

実施（入園）期間：2020年1月6日㈪～3月19日㈭　※土日祝日含む全日
販売期間：2019年12月6日㈮12時～2020年3月19日㈭18時まで

対象：互助会員と
　　　その登録同居家族

●パスポートの販売場所：「東京ディズニーリゾート・オンライン予約･購入サイト」のみ
●パスポートの購入手順：

①「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用サイト（URL:dcp.go2tdr.com）にアクセス
②「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『お申込みはこちら』のボタンをクリック
③「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用トップ画面にリンクするので、プランパスワードと契約団体

番号を入力
◆契約団体番号、プランパスワードは互助会事務局にお問合せください。



「小さなお葬式」は不明瞭な葬儀費用を適正価格で、さらに互助会会員様・ご家族様
には、さらに特別価格でご利用いただけます。（ＮＨＫでも紹介されました。）

お電話時には必ず
《全福センターの会員・家族であると

お伝えください。》

お葬式に必要な物品・サービスを含んだ低価格でも安心のセットプラン

低価格でも
安心の分かりやすい
お葬式プラン

安心価格
提携式場
4,000以上！

お急ぎでもお近くで対応可能

日本全国対応
選ばれることが
信頼の証

葬儀実績累計15万件突破

業界No.1

小さなお葬式 で 検索検索 https://www.osohshiki.jp/

■ 無料資料請求・お問合せ・ご依頼は…

「小さなお葬式」 0120︲968︲297（24時間365日対応）

■ 式をせず火葬のみ 【小さな火葬式】 一般価格 193,000円 ➡ 特別価格 168,000円
＊費用を抑えたい、故人がご高齢、宗教色のない葬儀を行いたいお客様向け。

■ 告別式のみを１日で 【小さな一日葬】 一般価格 343,000円 ➡ 特別価格 323,000円
＊火葬「直葬」だけではしのびない、最低限の葬儀・葬式を行いたいというお客様向け。

■ 通夜・告別式を小規模で 【小さな家族葬】 一般価格 493,000円 ➡ 特別価格 478,000円
＊通夜式・告別式を行う葬儀をご家族中心の密葬で行いたいお客様向け。

■ 一般的な葬儀を低価格で 【小さな一般葬】 一般価格 643,000円 ➡ 特別価格 628,000円
＊ご家族・親族以外にも、仕事関係の方やご友人・ご近所の方など、一般の方も幅広くお呼びするお客様向け。

–5–

互助会だより12月号

冬シーズンチケットのあっ旋!!
　アイススケートと雪あそびが楽しめる「ウインターカーニバル」が大人気！ イルミネーション 
イベントも開催されます♪ ご家族や会社の仲間とおでかけください！
　　※今回のお取り扱いは、12月７日㈯～2020年３月１日㈰の間でご利用いただける冬季チケットです。

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。
◎フリーパスではご利用いただけない施

設があります。

入園+フリーパス引換券

おとな
（中学生以上） ４，４００円 ３，７００円

小学生 ３，８００円 ３，２００円
2歳から未就学児 ２，６００円 ２，２００円

入園+ウインターカーニバル
入場券

おとな
（中学生以上） ２，０００円 １，６００円

こども
（2歳から小学生） １，２００円 １，０００円

◎スケート貸靴のご利用は、別途貸靴料金（７００円）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。

【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

事務局窓口
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ミシガン初日の出クルーズ
《船上から眺める令和最初のご来光》

◆期日／2020年1月1日 元旦
◆運航時間／※6：30	乗船開始

初日の出
　　　　　　　6：40	⇒	7：04頃	⇒	7：30

　　　　　　大津港発　　　　　　　大津港着

区 分 通常料金 会員料金
大　人

（中学生以上） 3,000円 2,500円
小　人 
（小学生） 1,500円 1,250円
◆お求め方法／ 当日、互助会の会員証を現地窓口にてご提示ください。
　※ご予約も可能です。
　※ 会員証１枚につき５名まで会員料金にてご乗船いただけます。
　※大人１名につき未就学児１名無料。（２名以上は小人料金が必要）

詳しくは‥‥� 琵琶湖汽船㈱　電話：５２４－５０００
� （予約センター受付9：00-17：00）

※当日の気象状況によ
り初日の出が拝めな
い場合がございます。
予めご了承ください。

※振舞サ ビーｽにつきま
しては無くなり次第終
了致します。

※�船内では甘酒等
の無料サービス
があります。
　 （数量限定）

ビアンカ新春お祝いブッフェ付
初日の出クルーズ

◆期日／2020年1月1日 元旦

区 分 通常料金 会員料金
大　人

（中学生以上） 6,000円 5,600円
小　人 

（2歳～小学生） 4,800円 4,350円

◆運航時間／ ※6：30	乗船開始
	            　    初日の出
　　　　　　　6：30	⇒	7：04頃	⇒	8：30

　　　　　　大津港発　　　　　　　　大津港着

◆お求め方法／※ご予約が必要です。※当日、互助会の会員証を現
地窓口にてご提示ください。※会員証１枚につき５名まであっ旋料金
にてご乗船いただけます。
詳しくは‥‥� 琵琶湖汽船㈱　電話：５２４－５０００
� （予約センター受付9：00-17：00）

※当日の気象状況によ
り初日の出が拝めな
い場合がございます。
予めご了承ください。

予約要
山間から昇る日の出が琵
琶湖を朱色に染めゆく様
は、訪れる2020年を幸福な
ものへと予感させてくれる、
素晴らしい光景です。新
年の幕開けはビアンカで、
新春お祝いブッフェととも
に優雅にお迎えください。

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。
※	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。
※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／12月26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

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

…………………………………………第43回 労福協まつり!!
大好評！！�年末恒例のおまつりデース！
今年で４3回目！！！�永く、永～く親しまれている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。　
子どもさんから、おじいちゃん、おばあちゃん‥‥
ご家族そろって遊びにきてください。
子どもさんには、サンタクロースからお菓子のプレゼントがあるよ！

◆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）

互助会事務局の
あるところデス！

●特価販売コーナー……新鮮な野菜・果物・お魚など、いずれも驚きの価格！！

●チャリティバザー……え～こんな値段でいいの ?って！ 掘り出し品がどっさり！！

●模擬店……焼きそば・豚汁・たこ焼き……他にもいっぱい！

●もちつき大会…… つきたてを召し上がれ！（○＾＾○）！

●昭和の香りたっぷり! 1日限りの駄菓子屋さん……子どもさんに大人気！

●大抽選会…… 大人向け、子ども向け、それぞれ豪華賞品が多数デス。

　　イベント内容は他にもたくさんありますので、お楽しみに……

♪おまつりイベントの内容♪
●チャリティバザーの商品を
　募集いたします。
　・ お家の中に眠っている不用品 ･･･ タオ

ルやお鍋、シーツなどナド。。。食品や
生き物以外で、ご協力いただける品物
がございましたら、勤労者互助会事務
局（大津市勤労福祉センター）までお
持ちいただくか、ご連絡を頂きました
ら受取りに伺います。 

　　　　…… チャリティバザーの売上金は、
全額大津市社会福祉基金に寄
付いたします……

ご協力お願いしまーす（＾△＾）
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森山良子コンサート2019-2020
～Ｐｒｉｍｅ	Ｓｏｎｇｓ～

令和2年1月19日㈰　16：00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 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／ 12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

				 				

よしもとお笑いライブ
in	野洲	2020

令和2年1月25日㈯　14：30開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 4,600円（前売り）→ 3,700円 10枚
※	5歳以上有料
※	4歳以下膝上無料（お席が必要な場合は有料）
〔出演〕
テンダラー、笑い飯、見取り図、ラニーノーズ
吉本新喜劇（辻本茂雄、若井みどり、アキほか）

●締切日／ 12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

				 				

純烈コンサート2020
電話
XFA

インターネット

				 				
●締切日／ 12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	。

令和2年3月12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 5,000円→ 4,000円 10枚
※	未就学児入場不可

さきら創造ミュージカル2019-20
光の彼方に～蒼き湖の伝説～

令和2年2月8日㈯　17：00開演
2月9日㈰　14：00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 2,000円→ 1,400円 各10枚
大学生以下 1,000円→ 700円 各10枚
※	全席指定
※	3歳以下入場不可　
小学4年生から大人まで、幅広い年代のメンバーがお届けする市民参加の
創作ミュージカル。舞台は古代日本。人間界と精霊界の愛をめぐる戦いを
幻想的に描き出すスペクタクル・ロマンス！

●締切日／ 12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

				 				

音楽の扉	Room	№006
加藤景子	with	MANHATTANS

令和2年3月1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
全席指定 3,000円→ 2,400円 10枚
※	未就学児入場不可　

●締切日／ 12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。

やすらぎシネマ16
「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映会

令和2年2月8日㈯　10：30/14：00開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
自由席 1,000円（前売り）→ 700円 20枚

※	共通チケットにつき都合の良い上映回に
　入場可能
※	未就学児入場不可

●締切日／ 12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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カナディアンブラスコンサート
スペシャルゲスト：近江高等学校吹奏楽部・河瀬高等学校吹奏楽部

令和2年1月24日㈮　18：30開演
ひこね市文化プラザ　グランドホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 4,000円→ 3,200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／ 12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

				 				

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた！！

令和2年4月4日㈯　13：30/16：00開演
4月5日㈰　11：00/13：30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

A　席 2,750円→ 1,900円 各10枚
※	全席指定
※	1歳以上有料
※	1歳未満のお子様は保護者1名につ
き1名膝上無料（お席が必要な場合
は有料）

●締切日／ 12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	 				

錦織健	リサイタル	2020

令和2年4月25日㈯　14：00開演
京都コンサートホール　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

S　席 4,800円→ 3,800円 10枚
A　席 3,800円→ 3,000円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 12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

	©大八木宏武（都恋堂）	 				

加山雄三コンサートツアー2019-20	ＳＴＡＲＴ

令和2年1月25日㈯　16：30開演
ひこね市文化プラザ　グランドホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 8,000円→ 6,800円 10枚

※	全席指定
※	3歳以下入場不可

●締切日／ 12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

				 				

よしもとお笑いライブ
in	城陽	2020

令和2年1月26日㈰
11：00/14：15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 4,700円→ 3,800円 各10枚
※	5歳以上有料
※	4歳以下膝上無料（お席が必要な場合は有料）
〔出演〕
矢野・兵動、ダイアン、アキナ、アインシュタインほか
吉本新喜劇（辻本茂雄、若井みどり、アキほか）

●締切日／ 12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

				 				

森麻季＆林美智子	デュオ・リサイタル

令和2年3月8日㈰　17：00開演
ひこね市文化プラザ　グランドホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 4,000円→ 3,200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／ 12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、10ページをご覧ください。
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米朝一門花形落語会

令和2年2月29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 3,300円（前売り）→ 2,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 12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

				 				

岩合光昭写真展「こねこ」

◆会期／12月14日㈯～令和2年1月5日㈰
◆場所／なんばスカイオ		コンベンションホール

＊開館時間／11：00～19：00（金曜日は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで　＊休館日／令和2年1/1

区 分 あっ旋料金 予定枚数
大人

（大学生以上） 800円→ 400円 50枚
中高生 600円→ 300円 30枚

	※小学生以下は無料
※障がい者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料（要証明）	
 世界中をフィールドに活躍する動物写真家・岩合光昭。本展では約170点の
写真作品を通して、世界の各地域で元気いっぱいの“こねこ”たちを紹介し
ます。 

● このチケットの販売は12月13日㈮までです。 

窓口

カラヴァッジョ展

◆会期／12月26日㈭～令和2年2月16日㈰
◆場所／あべのハルカス美術館（16F）

＊開館時間／火～金：10：00～20：00　月土日祝：10：00～18：00
※入館は閉館30分前まで　＊休館日／12/31、1/1･14
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
小中生 600円→ 300円 30枚

	※	障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンター でご購入
されたご本人と付き添いの方1名まで当日料金の半額（要証明）	

 イタリアの至宝であり、国外に出る機会の極めて少ないカラヴァッジョ作品約10
点（帰属作品含む）に、その追随者らの作品を加えた約40点の傑作・秀作を展覧。 

● このチケットの販売は12月25日㈬までです。 				

窓口

新歌舞伎座新開場10周年記念
天童よしみスペシャルステージ2020

令和2年2月22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 6枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	お席は「特別優待対象席」になります

●締切日／ 12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

				 				

改組新第6回
日展京都展

◆会期／12月14日㈯～令和2年1月11日㈯
◆場所／京都市美術館別館・みやこめっせ・日図デザイン博物館

＊開館時間／9：00～17：00
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、12/28～1/2

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

	※会場はいずれも岡崎公園内
※京都市内在住₇₀歳以上の方、障害者手帳等提示の方は無料（要証明）
※京都府下、滋賀県下の1₈才以下は無料	

● このチケットの販売は令和2年1月10日㈮までです。 

窓口

最古の日本刀の世界
安綱・古伯耆展

◆会期／12月28日㈯～令和2年3月1日㈰
◆場所／春日大社　国宝殿

＊開館時間／10：00～17：00
※1/1～3、2/3、8～14、は10：00～19：00
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／1/27～31

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,000円→ 600円 50枚

	※展示替えあり
　前期：12/28～1/26　後期：2/1～3/1
※『高大生』・『小中生』の販売なし	
刀剣史上初！ 最古級の刀匠・安綱一門の国宝・重文ほぼ全てが集結！

●このチケットの販売は12月27日㈮までです。

窓口

★★申込方法は、10ページをご覧ください。
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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

●会員異動報告書の提出
12月末までの会員の退会及び１月からの入会の受付については事務処理の都合により12月25日㈬必着で
お願いします。

●助成金・給付金申請
助成金の2019年度利用分の申請期限は、2020年４月６日㈪までです。
給付金の申請期限は、事由が発生した日から１年間です。（注：退会餞別金は３か月以内）期限を過ぎま
すと支給できませんので、お早目のご提出をおすすめします。
また、申請書の記入漏れや添付書類に不備があった場合、お手続きができません。ご提出の際は、再度誤
記入や記入漏れ（特に振込口座）がないか、添付書類がそろっているかのご確認をお願いいたします。

●年末年始窓口業務
下記の期間休ませていただきます。
予約チケットの受取りや購入予定のチケットなどがありましたらお早めにお越しください。
互助会事務局：12月29日㈰～１月３日㈮
瀬田商工会・大津北商工会(堅田/志賀支所)：12月28日㈯～１月５日㈰

●互助会だより１月号は、１月８日㈬発行です。


