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互助会だより2月号

互助会だより
平成31年2月5日 発行

2 月 号
平成31年1月1日	 現在
事業所数	 1,081　
会 員 数	  6,100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/

　　

●助成金・給付金について
　助成金・給付金の申請・請求には期限があります。期限を過ぎますと支給できませんのでご注意ください!!

◆ インフルエンザ予防接種、がん検診、人間ドック受診、宿泊旅行、講座受講などをされますと助成金の交付を受け
ることができます。

　申請期限‥‥平成31年４月５日（金）まで（各種年度内１回限り）

◆会員を対象に給付金〔祝金（入会期間２年以上）・見舞金・死亡弔慰金・退会餞別金など〕を設けています。
　申請期限‥‥事由が発生した日から１年以内（退会餞別金は退会後３ケ月以内）

※ 申請・請求に必要な書類は「事務の手引き」または互助会ホームページよりダウンロードできますので、必要事項をご記
入のうえ添付書類とともにご提出ください。

※ マイナンバー制度の開始に伴い、住民票に個人番号欄（希望した場合に記載される）が追加になりましたが、給付金請求
時の証明書類として住民票を添付される場合には個人番号の省略された住民票を添付してください。

※ 振込日：助成金……毎月月末（月１回）、給付金：毎月15日/末日（月２回）。振込日が土日祝にあたる場合は翌営業日と
なります。

●ナガシマスパーランド及び湯あみの島補助券について
　現在配布中の指定厚生施設補助券の有効期限は２/28（木）までです。
　３/１（金）以降の指定厚生施設補助券は２月末頃納品予定です。※３/１以降一部料金改定あり。

◆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／2/27㈬ 19時まで　※お渡しは３/6㈬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、３/５㈫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・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
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。
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　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

4 4 4 4 4 4 4

①
4

｣（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）に必要事項をお
間違いのないようご記入のうえ、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。

　　

推奨ツアー
旅行社
電話

旅行社
FAX

草津駅西口（8：20）==大津駅前（8：50）==大津京駅（9：00）==ﾎテﾙ水月花（ふぐづくしの昼食と温泉入浴）==西田梅林（約7万本の白梅観賞）==

==小浜（お買物）==箸匠せいわ（箸の研磨体験）==各地（17：30～18：00頃）

◎ 三方五湖の湖畔に佇むホテル「水月花」の1階
レストラン指定！大きな窓から湖の美しい景色
を見ながらご昼食

◎ 昼食後温泉入浴もお楽しみいただけます
◎ 三方五湖周辺が梅の香りに包まれる「西田梅

林」へご案内！
◎ バスガイド同行で道中もお楽しみ♪

◆開 催 日／ 3/9㈯
◆場　　所／ 福井県
◆旅行代金／ 会　　員 6︐999円
 同居家族 ８︐９９９円
 一　　般 ９︐９９９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）

三方五湖を望む㆑ストランで味わう!
若狭ふぐづくし料理

コース番号：
650⊖3012⊖05G

お品書き……  ・とらふぐ刺身22切れ
 ・焼きとらふぐ　・ふぐ餡かけ
 ・ふぐ唐揚げ
 ・とらふぐ握り寿司
 ・とらふぐちり鍋　・ふぐ雑炊

＊昼食付き

　　　

◆開 催 日／ 3/24㈰
◆場　　所／ ●●●
◆旅行代金／ 会　　員 6︐999円
 同居家族 ８︐９９９円
 一　　般 ９︐９９９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（9：00）==大津駅前（9：30）==大津京駅（9：40）==どこに行くかは当日までのお楽しみ♪==各地（16：30～17：00頃）

◆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）

※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）

コース番号：
650⊖6002⊖05G 春らんまんミステリーツアー

旅のポイント
◎ ブランドいちご「〇〇いちご狩り」食べ放題！
◎ チューリップや早咲き桜、水仙など季節の花々見物！
◎ 昼食は和洋バイキング
◎ 春のフルーツお持ち帰り！～はっさく約１㎏・甘夏約１㎏

＊昼食付き
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パティシエ気分で♪ケーキづくり教室
「Aコース」…“りんごのロールケーキ”と“アールグレイショコラプリン”
「Bコース」…“ラズベリーチーズカップケーキ”と“レモン風味のエクレア”

和柄で
可愛くアイシングクッキー教室

◆開催日時／ ３/24　日曜日　全１回
	 10：00～12：00
◆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♪

※ ４種類の和柄の中から２種類を３ヶずつ作ります。（色、
柄は選べませんのでご了承ください。）

※ 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（別途材料費 1,０００円）
◆定　　員／ 15名
◆申込期間／ 2/19㈫AM8：40～3/15㈮ 　※先着順

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。

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。材料費は講座当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・大津市勤労福祉センター自主事業	申込方法★

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。

◆開催日時／ 2/22、3/1、8、15、22　金曜日　13：00～14：00　全５回
◆開催場所／2F　和室　　　◆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
◆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！ いつまでも若々しく、健康でいるためのヨガを一緒に楽しみましょう♪  

◆受 講 料／2,000円　　　◆定　　員／１５名　　
◆申込期間／2/8㈮AM8：40～2/20㈬　　※先着順

ハ	タ	ヨ	ガ	教	室

◆開催日時／ Aコース  2/22	 金曜日 各１回 Bコース  3/1	 金曜日
	 各10：00～12：30　
◆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♬
 作り方をマスターして、レパートリーを
 増やしましょう♪
※Aコース・Bコース両方受講でも、どちらか1コースだけでもOKです。
◆受 講 料／ 各1,0００円（別途材料費 各1,０００円）
◆定　　員／ 各16名
◆申込期間／ 2/8㈮AM8：40～2/20㈬ ※先着順
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梅沢富美男劇団公演
～梅沢富美男魅力のすべて～

4/5㈮　14：00/17：30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 5,500円→ 4,400円 各10枚
※	未就学児入場不可

ド派手な衣装とライティング、芝居あり、歌
あり、踊りあり！ テレビに舞台に大忙しの“梅
沢富美男”を迎え、何でもアリのごった煮エン
ターテイメントをお届けします。

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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
五木ひろしコンサート2019

5/15㈬　14：00/18：00開演
びわ湖ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S席 7,500円→ 6,400円 各10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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

				

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）
※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／2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。

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

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

★★申込方法は、６ページをご覧下さい。

電子書籍fl ier（フライヤー）購読サービス
日本では年間８万冊以上、ビジネス書だけで
も年6,000冊もの本が新たに販売されてい
ます。「書店に並ぶ本が多すぎて、何を読め
ば良いかわからい」「立ち読みや書評だけで
は、どんな内容の本なのか十分につかめな
い」ということはありませんか？ fl ier（フライ
ヤー）は、厳選した話題のビジネス書・教養書
を1冊約4,000文字、10分で読める要約として提供。スキマ時間を活用して
パソコンやタブレット、スマートホン等で良書との出会いを促進する「時短読
書」サービスです。この機会にぜひご活用ください。

①商品：書籍要約サービスfl ier
 【個人版】ゴールドコース（月何冊でも購読可）
会員特別価格 	 月額1,500円（通常月額2,000円）
	 ※価格は税別です。

・要約は毎日1冊追加、累計1,500冊以上
・ＡＩの自動読み上げ機能も搭載
・要約は全て出版社等権利者の許可を得て公開
・閲覧環境は、ｽマ トーﾎン、パソコンどちらでも可能

◎シルバープラン（月5冊まで任意の購読＋無料の要約20冊）もあります。

③料金の支払い
クﾚジット、またはYahoo！ウォﾚットから選択

②詳細・お申込み
①	全福センタｰﾎｰﾑペｰジ（https://www.

zenpuku.or.jp/）にｱクセｽ
②	ログイン（IDとパスワードは、互助会事務局

にお尋ねください。）
③	サ ビーｽ→カﾙチャー →学び→
　電子書籍fl	ier（フライヤｰ）から確認・申し込み

←←こちらからも
　　ｱクセｽできます
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南こうせつコンサートツアー2019
～おもかげ色の空～

3/17㈰　16：30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→ 5,800円 10枚
※	未就学児入場不可
  

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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

				

桂文珍独演会
～一期一笑～

4/17㈬　13：00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

全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可
演目は当日のお楽しみ―上方落語の
重鎮が笑いの渦を巻き起こします！

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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

				

826aska
Live	Tour	2019	~Zephyr~
5/18㈯　13：30開演

ロームシアター京都　サウスホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 3,500円（前売り）→ 2,800円 10枚
※	未就学児入場不可
待望の京都公演決定！今、『YouTube』で
話題の新時代エレクトーン奏者

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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

				

手嶌葵	CONCERT	2019
Enchantée

6/22㈯　14：00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 5,500円→ 4,400円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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

				

「競演	音楽の環」
～びわ湖ホール四大テノール＆男声フォレスタ～
4/29（月･祝）　14：00開演

滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数
一般 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚

25歳未満 1,500円（前売り）→ 1,100円 10枚
※	全席指定　※	未就学児入場不可
【出演】
びわ湖ホール四大テノール
　（清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀、山本康寛、ピアノ：植松さやか）
フォレスタ
　（澤田薫、横山慎吾、塩入攻司、大野隆、ピアノ：石川和男）

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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

				 				

仮面ライダースーパーライブ2019
滋賀守山公演

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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

	©石森プロ・テﾚビ朝日・ＡＤＫ・東映	 				

5/26㈰　10：30/14：30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 3,300円→ 2,600円 各10枚
※	全席指定
※	2歳以上有料
※	1歳以下は保護者1名につき1名
　まで膝上鑑賞可
　（お席が必要な場合有料）
※	お子様だけでの入場・鑑賞は不可

★★申込方法は、６ページをご覧下さい。
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新歌舞伎座開場60周年記念
雪まろげ

4/6㈯　11：30開演
新歌舞伎座

区 分 あっ旋料金 予定枚数
2階席 5,000円→ 3,500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

芸者・夢子の小さなウソで、温泉街は
大パニック!! 森光子の魂を受け継
いだ高畑淳子が、笑わせ、泣かせて、
ウソつきます！

●締切日／ 2/25㈪ 
	※	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
不思議の国のアリス展

◆会期／3/16㈯～5/26㈰
◆場所／兵庫県立美術館　ギャラリー棟3F

＊開館時間／10：00～17：00　※	入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、5/7　※	但し4/29、5/6は開館

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 600円→ 300円 30枚

※	障がい者手帳をお持ちの方は本人と介添えの方1名まで当日料金の半額
イギリスの作家、ルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」を、日
本初公開を含む貴重な作品と共に紹介します。

●このチケットの販売は3/15㈮までです。

窓口

第68回長浜盆梅展
◆会期／1/10㈭～3/10㈰
◆場所／慶雲館（長浜市内）

＊開館時間／₉：₀₀～1₇：₀₀（夜間ライトｱップ₂/₂～3/3の土日祝は₂₀：₀₀まで）
※	入館は閉館30分前まで　＊休館日／会期中無休

区 分 あっ旋料金 予定枚数
大人 500円→ 400円 10枚

パスポート 1,000円→ 700円 10枚
※	パｽポ トーの特典
　①長浜盆梅展プラｽ4つの観光施設に入れます
　②市内32店舗で割引や記念品のサ ビーｽがうけられます
※	パｽポ トー有効期限3/11㈪
※チケットの取り扱いは互助会事務局のみとなります

●このチケットの販売は2/28㈭までです。

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


