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互助会だより
平成31年3月5日 発行

3 月 号
平成31年2月1日	 現在
事業所数	 1,081　
会 員 数	  6,096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/

　　

◎理事の立候補を受け付け致します
　当互助会では、事務事業の執行役員としての「理事」と諮問役員としての「評議員」により運営されておりますが、
　今年の６月に「理事」の任期が満了しますので、次のとおり立候補の受け付けを行います。
　　◆受 付 期 間　　2019年４月１日（月）～４月８日（月）
　　◆立候補資格　　入会期間が５年以上の会員
　　◆受 付 場 所　　互助会事務局（TEL522⊖6499）

◎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。（各種年度内１回限り）
　申請期限‥‥2019年４月５日（金）まで
◆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す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……毎月末日（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。

◎宿泊助成の内容変更について
◆助成対象者と申請回数が変更になり、日帰りツアーも助成対象になりました。
　2018年度まで……１年度１回。会員と登録同居家族が対象。上限額5,000円。
　2019年度から…… １年度２回。会員のみ。来年度より日帰りツアーも助成対象になりますので、日帰りツアー

の場合、①会員名（フルネーム）　②旅行会社名　③ツアー名　④ツアー開催日が確認で
きる領収書を申請用紙に添付してご申請ください。宿泊の場合は今年度と同様の領収書を
ご用意ください。

※詳細は『互助会だより４月号』に同封する『利用ガイド』をご覧ください。

◎2019年度遊園地・㆑ジャー施設等のあっ旋チケットの取り扱いについて
◆2019年度分の遊園地・㆑ジャー施設のチケットは３月下旬から取り扱いを開始します!
※ナガシマスパーランドは既に開始しています。
※ 各種補助券等は、在庫枚数が限られているためご利用が確定してから会員証をご持参のうえ取りに来てください。また、利

用率が低いと次年度の配給枚数に影響し、必要枚数が確保できない場合もありますので、お手元に保管したまま未使用とな
らないよう、ご協力をお願いいたします。

◎事務担当の皆様へ
年度末の事務手続きの関係で、４月からの入会または３月末での退会手続きについては、３月27日（水）までにご提出ください。



◆2019年４月から、共済給付金の内容が一部改正となりました。
【改正】 見舞金および死亡弔慰金の一部を、これまで「全労済」共済で賄っていたものを「全労済協会」共済に変更

することなどにより、共済事由および共済金額を改正するものです。
◆申請は、事由が発生した日から1年以内に「共済金給付申請書」により請求してください。
　但し、退会餞別金は退会後３カ月以内に申請してください。
　※平成30年度に事由が発生したものは旧規程を適用。（新規程はホームページをご覧ください）

区　　　分 共　済　事　由 共　済　金　額

祝
　
金

結 婚 祝 金 入会期間２年以上の会員の法律上の婚姻 20,000円
出 生 祝 金 入会期間２年以上の会員に生まれた子 10,000円
就 学 祝 金 入会期間２年以上の会員の子の小学校入学 10,000円

銀 婚 祝 金 入会期間２年以上の会員が結婚した日（法律上の婚姻の日）
から満25年 10,000円

還 暦 祝 金 入会期間２年以上の会員で満60歳 10,000円
高 年 齢 者
特 別 給 付 金 入会期間２年以上の会員で満70歳 10,000円

見
　
舞
　
金

入 院
入院期間が14日以上、30日未満 10,000円
入院期間が30日以上、90日未満 20,000円
入院期間が90日以上 30,000円

住
　
宅
　
災
　
害

火 災 等
会員が現に居住している建物の火災等

（火災・破裂・爆発・落雷・車両の飛び込
み・建物外部からの物体の落下・飛来な
ど）

50％以上 ～100,000円
30％以上50％未満 ～70,000円
20％以上30％未満 ～50,000円

20％未満 ～20,000円

自然災害等
会員が現に居住している建物の自然災
害（突風・旋風・暴風雨・降雪・降ひょう・
地震・噴火・津波による火災損壊など）

70％以上 ～30,000円
20％以上70％未満 ～15,000円

20％未満 ～3,000円
床上浸水 ～6,000円

重 度 障 害
後 遺 障 害

疾病による会員の重度障害
65歳未満 200,000円
65歳以上 100,000円

不慮の事故による会員の重度障害・後
遺障害

重度障害 200,000円
後遺障害 8,000円～180,000円

交通事故による会員の重度障害・後遺
障害

重度障害 700,000円
後遺障害 28,000円～630,000円

死
　
亡
　
弔
　
慰
　
金

会 員
疾病による死亡

65歳未満 200,000円
65歳以上 100,000円

不慮の事故による死亡 200,000円
交通事故による死亡 700,000円

配 偶 者 会員の配偶者の死亡 30,000円
子 会員と生計を一にしている子の死亡 20,000円
親 会員の実父母の死亡（養父母不可） 10,000円

住宅災害による
同居親族の死亡

会員と同居する配偶者または６親等内の血族もしくは３親
等内の姻族の死亡 10,000円

退
会
餞
別
金

入会期間15年以上の会員の退会
入会期間15年～20年未満 20,000円
入会期間20年以上 30,000円
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◆場　　所／	 阪神甲子園球場
	 　1塁アイビーシート（24段104～107）
◆料　　金／	 平日（巨人戦除く）	９,０００円→７,４００円（2席1組）
	 土日祝・巨人戦	 ９,６００円→８,０００円（2席1組）
◆席　　数／	 各試合４席
◆申込方法／	「往復はがき」に右記の要領でお申し込みください。
　　　　　　　＊はがきは、会員一人につき１枚です。
　　　　　　　＊申込席数は、１枚のはがきで２席分です。
　　　　　　　＊電話、ＦＡＸでの受付はいたしません。
◆締 切 日／	 ３月1８日㈪　必着
◆抽 選 日／	 ３月22日㈮

＊当落の結果をはがきにてお知らせします。当選さ
れた方は、はがきと代金をご用意のうえお早め
に事務局までお越しください。

＊当選後のキャンセル・変更はできません。
　（雨天等の中止の場合を除く）

★空席がある場合は、３月2６日㈫ 8：40以降、先着順にて受け
付けます。	 〔電話：５22－６４９９〕

阪神甲子園球場年間予約席
《阪神タイガース公式戦観戦チケット》

はがき
抽選

※（交）………交流戦
※	 ……土日祝	・巨人戦

００２５ ６０８

往信

返信

　郵便往復はがき

大津市打出浜１－６
（大津市勤労福祉センター 内）

（一財）大津市勤労者互助会
宛

　郵便往復はがき

申込者の住所

氏名　様

（往信の裏面）

アイビーシート申込み
・会員番号
・事業所名
・会員名
・電話番号
・第１希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ
・第２希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ

試合日 カ　ー　ド 試合開始時間月 日 曜日

4

9 火 阪神－横浜 DeNA 18：00
10 水 阪神－横浜 DeNA 18：00
11 木 阪神－横浜 DeNA 18：00
12 金 阪神－中日 18：00
13 土 阪神－中日 14：00
14 日 阪神－中日 14：00
19 金 阪神－巨人 18：00
20 土 阪神－巨人 14：00
21 日 阪神－巨人 14：00
30 火･休 阪神－広島 18：00

5

1 水･祝 阪神－広島 14：00
2 木･休 阪神－広島 14：00
3 金･祝 阪神－横浜 DeNA 14：00
4 土･祝 阪神－横浜DeNA 14：00
5 日･祝 阪神－横浜 DeNA 14：00
10 金 阪神－中日 18：00
11 土 阪神－中日 14：00
12 日 阪神－中日 14：00
17 金 阪神－広島 18：00
18 土 阪神－広島 14：00
19 日 阪神－広島 14：00
21 火 阪神－ヤクﾙト 18：00
22 水 阪神－ヤクﾙト 18：00
23 木 阪神－ヤクﾙト 18：00
28 火 阪神－巨人 18：00
29 水 阪神－巨人 18：00
30 木 阪神－巨人 18：00

6

7 金 阪神－日本ハﾑ（交） 18：00
8 土 阪神－日本ハﾑ（交） 14：00
9 日 阪神－日本ハﾑ（交） 14：00
19 水 阪神－楽天（交） 18：00
20 木 阪神－楽天（交） 18：00
21 金 阪神－西武（交） 18：00
22 土 阪神－西武（交） 14：00
23 日 阪神－西武（交） 14：00

試合日 カ　ー　ド 試合開始時間月 日 曜日

7

5 金 阪神－広島 18：00
6 土 阪神－広島 18：00
7 日 阪神－広島 18：00
8 月 阪神－巨人 18：00
9 火 阪神－巨人 18：00
10 水 阪神－巨人 18：00
19 金 阪神－ヤクﾙト 18：00
20 土 阪神－ヤクﾙト 18：00
21 日 阪神－ヤクﾙト 18：00
23 火 阪神－横浜 DeNA 18：00
24 水 阪神－横浜 DeNA 18：00
25 木 阪神－横浜 DeNA 18：00
30 火 阪神－中日 18：00
31 水 阪神－中日 18：00

8

1 木 阪神－中日 18：00
27 火 阪神－中日 18：00
28 水 阪神－中日 18：00
29 木 阪神－中日 18：00
30 金 阪神－巨人 18：00
31 土 阪神－巨人 18：00

9

1 日 阪神－巨人 18：00
10 火 阪神－ヤクﾙト 18：00
11 水 阪神－ヤクﾙト 18：00
12 木 阪神－ヤクﾙト 18：00
18 水 阪神－ヤクﾙト 18：00
21 土 阪神－広島 14：00
22 日 阪神－横浜 DeNA 18：00
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【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

春シーズン入園券のあっ旋 !!事務局
窓口

■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。

◎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」
です。イベントホールのご利用は別
途料金が必要です。

　ひらかたパークの春季チケットが、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、３月９日㈯～６月30日㈰の間でご利用いただけるチケットです。

取扱チケット 券　　種 一般価格 あっ旋価格

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

応募方法

「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」を使ってパークチケットをご購入の上、対象期間
中に東京ディズニーランド/東京ディズニーシーへ来園された方に、抽選で素敵なプレゼントが当たります！ 
応募期間： 4月8日㊊～7月12日㊎

コーポレート
プログラム
契約限定

「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」
プレゼントキャンペーン

「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」
プレゼントキャンペーン

1 ３ ４ ７ 滋賀県勤労者互助会連合会

① 下記応募用紙をコピーまたは切り取る
② 応募用紙に利用券の印刷番号（利用券右上に記載の11

ケタの数字）を含む必要事項を記入する。
③ 応募用紙に、19ケタのパークチケット番号を記入する。

④ 応募期間内に東京ディズニーランドまたは東京ディズニー
シーへ入園し、応募用紙をパーク内のメールボックスへ投
函する。

　
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。

◆開催場所／ ２F 多目的室　　◆講　　師／宮田　裕子 先生　　◆持 ち 物／動きやすい服装・飲み物・タオル
◆内　　容／ 心とカラダをリフレッシュ♪ 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、セラピーヨガで、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！
◆受 講 料／ 2,800円　　◆定　員／20名　　◆申込期間／3/29㈮まで　※先着順

◆開催日時／4/12、26、5/10、24、31、
	 6/22、7/5　金曜日
	 19：00～20：00　全7 回

ストレス発散！
エアロビ＆セラピーヨガ教室
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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／	３月８日㈮ 午前8時40分～４月12日㈮まで　※先着順

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）

4/16・5/7・21・6/4・18・7/2・16 （火） 19：00～20：00 ７回 2,800円

②
ピラティス＆ヨガ教室（和室） 4/23・5/14・28・6/11・25・7/9・23 （火） 19：00～20：00 ７回 2,800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 4/24・5/8・22・6/5・19・7/3・17 （水） 19：00～20：00 ７回 2,800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（初心者） 4/25・5/9・23・6/6・20・7/4・18 （木） 10：00～11：00 ７回 2,800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 4/25・5/9・23・6/6・20・7/4・18 （木） 11：30～12：30 ７回 2,800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！！（初級）

⑥
リスニング力up！
基礎英会話教室 4/25・5/9・23・6/6・20・7/4・18 （木） 19：00～21：00 ７回 4,200円

（500円）
内容 まずは聞ける力をつけてみよう！	中学文法で分かるリｽニングで「聞いて」「理解して」「答える」練習を中心に学んでいきます。

⑦
未生流　華道教室 4/26・5/10・24・6/7・21 （金）10：00～12：00 ５回 3,000円

（5,000円）

内容 「花」は、見て触れることにより心を和ませ、豊かにしてくれます。
精神を集中させ華道の基本をちょこっとだけ学べば、普段の生活にも取り入れられます✿

⑧
ハタヨガ教室 4/26・5/10・24・6/7・21・7/5・19 （金）10：30～11：30 ７回 2,800円

内容 深い呼吸とポ ズー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
はじめてのキッズダンス教室

（４歳～６歳）
4/27・5/18・25・6/22・7/6 （土）10：30～11：20 ５回 2,500円

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♪

⑩
かんたんキッズダンス教室

（６歳～８歳）
4/27・5/18・25・6/22・7/6 （土）11：30～12：30 ５回 2,500円

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 な々種類で踊りましょう♪

　

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。教材費は講座初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31年度	大津市勤労福祉センター講座	申込方法★
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田中正也×佐藤卓史
ウルトラ・ピアノデュオ
6/30㈰　14：00開演

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　中ホール
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
※	6歳以上入場可

●締切日／ 3/25㈪ 
	※	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

	©井村重人	

8th	ルシオール	アートキッズ	フェスティバル
ルシオール	オペラコンサート
5/12㈰　15：30開演

守山市民ホール　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数
大人 1,000円→ 700円 10枚

25歳以下 500円→ 400円 10枚
※	全席指定
※	3歳未満入場不可
※	16：25終演予定

●締切日／ 3/25㈪ 
	※	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

京フィル	懐かしの
オールディーズ特集
5/25㈯　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 2,000円→ 1,400円 10枚
		
  

●締切日／ 3/25㈪ 
	※	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

8th	ルシオール	アートキッズ	フェスティバル
0歳児からのコンサート
5/12㈰　10：45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 500円→ 400円 10枚
※	3歳以上有料
※	18歳以上の保護者１名につき３歳未満
のお子様１名まで膝上鑑賞無料

※	11：30終演予定

●締切日／ 3/25㈪ 
	※	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

8th	ルシオール	アートキッズ	フェスティバル
ルシオール	名曲コンサート
5/12㈰　12：45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 1,000円→ 700円 10枚

25歳以下 500円→ 400円 10枚
※	全席指定
※	3歳未満入場不可
※	13：30終演予定

●締切日／ 3/25㈪ 
	※	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

	©武藤	章	

中川晃教コンサート	2019
New	Wind	with	the	Trio	in	Early	Summer
6/22㈯　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
S席 4,500円→ 3,600円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 3/25㈪ 
	※	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

★★申込方法は、８ページをご覧下さい。
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★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

三井住友海上文化財団	ときめくひととき第₈₄1回
モルゴーア・クァルテット	コンサート
6/2㈰　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
一般 1,000円→ 700円 10枚

高校生以下 500円→ 400円 10枚
※全席指定
※	未就学児入場不可
※	本コンサ トーは（公財）三井住友
海上文化財団の助成により低
料金に設定しています

●締切日／ 3/25㈪ 
	※	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

	©Norikatsu	Aida	

新歌舞伎座開場₆₀周年記念
水森かおり特別公演

5/5㈰・5/11㈯　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 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／ 3/25㈪ 
	※	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

フェノロサの愛した寺
法明院─三井寺北院の名刹─

◆会期／3/2㈯～4/14㈰
◆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／月曜日、3/22

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 600円→ 300円 50枚
高大生 300円→ 200円 30枚
小中生 200円→ 100円 20枚

本展では、フェノロサ、ピゲローにゆかりのある法明院の絵画や彫刻、古
文書など様々な宝物を展示し、法明院の歴史と文化を紹介します。

●このチケットの販売は3/22㈮までです。 		

窓口

ニュウニュウ（牛牛）
ピアノ・リサイタル

6/15㈯　14：00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 2,800円→ 2,000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／ 3/25㈪ 
	※	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

	©Chris	Lee	

仮面ライダースーパーライブ2019
京都舞鶴公演

7/7㈰　10：30/14：30開演
舞鶴市総合文化会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,300円（前売り）→ 2,600円 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
※	お子様だけでの入場・鑑賞は不可
舞台だけの完全オリジナルストーリー！
レーザーや照明を駆使した大迫力の演出＆生
のアクションは、今年も迫力満点！

●締切日／ 3/25㈪ 
	※	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

	©石森プロ・テﾚビ朝日・ADK・東映	

名探偵コナン	科学捜査展
─真実への推理─

◆会期／2/9㈯～5/26㈰
◆場所／ひらかたパーク　イベントホール

＊開館時間／10：00～17：00　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／2/12・19・26、3/4～8・13・20、4/10・17・24、5/8・15・22

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
高大生 1,000円→ 600円 30枚
小中生 600円→ 300円 30枚

※ひらパｰ半額特典付き　※本イベントは、ひらパｰに入園せずにイベントﾎｰﾙ
に入館できます。※「身体障碍者手帳」「療育手帳」お持ちの方の付添の方１
名は無料（要証明）　※中高大生は要学生証　※各種割引の併用はできません
東京、名古屋、福岡と巡回した大人気展覧会がついに大阪上陸！

●このチケットの販売は5/24㈮までです。 		

窓口
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没後130年	河鍋暁斎

◆会期／4/6㈯～5/19㈰【前期4/6～29、後期4/30～5/19】

◆場所／兵庫県立美術館
＊開館時間／10：00～18：00（金・土曜日は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（ただし、4/29、5/6は開館）、5/7

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
大学生 1,000円→ 600円 30枚

※70歳以上の取扱いなし　※前期と後期で一部展示替えあり
※	障がいのある方（70歳以上除く）は当日料金の半額、その介護の方１

名無料
世界が認めた幕末・明治の絵師　鬼才！Kyosai！

●このチケットの販売は4/5(金)までです。 		

窓口 川勝コレクション
鐘溪窯	陶工・河井寛次郎

◆会期／4/26㈮～6/2㈰
◆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）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（ただし、4/29、5/6は開館）、5/7

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
大学生 900円→ 500円 30枚
高校生 500円→ 200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）　
川勝コレクションの名品を一堂に展示するとともに、交遊のあった濱田庄
司、バーナード･リーチ、富本憲吉他の作品も併せて紹介。

●このチケットの販売は4/25㈭までです。 		

窓口

クマのプーさん展

◆会期／4/27㈯～6/30㈰
◆場所／あべのハルカス美術館

＊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／5/13・20・27

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
高大生 1,100円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

●このチケットの販売は4/26㈮までです。

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

世界各国から集められた資料によって「プーさん」のすべてを紹介する決定版の展覧会。

窓口

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〉

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
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世界でたった一つのお位牌

位牌の森
大津市比叡平1‒12‒6

TEL&FAX：077－529－0711
www.1-8-1.com
info@1-8-1.com

旬のお料理を提供します。
心よりお待ちしております。

居酒屋さち
大津市今堅田2‒22‒12

TEL&FAX：077－572－8837

２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。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
互助会事務局【電話：５２２－６４９９】

◎事業計画
　１．共済給付事業……会員やそのご家族のお祝い事や不幸があった場合に共済金の給付
　２．福利厚生事業
　　⑴　文化事業　◦公の機関及び大津市勤労福祉センタｰなどが実施する講座・講習の受講助成

◦コンサｰト、演劇、美術展覧会などのチケットあっ旋
　　⑵　体育事業	 ◦ソフトボｰﾙ大会、グランドゴﾙフ大会、渓流魚釣り大会、ゴﾙフコンペ、ボウリング

大会の実施	 ◦阪神甲子園球場年間予約席のあっ旋　
　　⑶　厚生事業　◦互助会夏まつり	 ◦ケｰキ教室の実施

◦人間ドック･がん検診･インフﾙエンザ予防接種の受診助成
◦宿泊施設の利用助成　　◦日帰りツｱｰ利用助成　　◦家庭常備薬等のあっ旋
◦遊園地、映画鑑賞、県下の観光果樹園、びわ湖大花火大会などのチケットあっ旋･助成

　３．貸付斡旋事業……勤労者の生活資金、福祉資金などの融資あっ旋
　４．老後の生活安定事業……中小企業退職金共済制度の普及、促進
　５．互助会のＰＲと会員拡大の推進……互助会の制度を広くＰＲし、事業所訪問による会員拡大を図る
　６．その他………「互助会だより」の毎月発行、「利用ガイド」の作成配布、ﾎｰﾑペｰジの開示
　７．施設の管理運営事業……	大津市勤労福祉センタｰ維持管理業務　企業や団体の会議、研修の貸室、サｰ

クﾙ活動の貸室のほか、互助会主催の講座などを実施

2019年度の事業計画・予算が決まりました

●一般会計予算
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

会費等収入 36,720,000

事業収入 9,676,000

補助金等収入 17,802,000

共済金掛金収入 1,200,000

その他 1,106,000

前期繰越金 2,626,000

収入合計 69,130,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 18,764,000

福利厚生事業費 22,069,000

人件費 19,122,000

一般管理運営費 8,021,000

その他 1,154,000

支出合計 69,130,000

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

施設管理事業収入 23,000,000

利用料収入 12,700,000

事業収入 4,463,000

雑収入 103,000

前期繰越金 1,425,000

収入合計 41,691,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

施設管理事業費 37,370,000

事業費 4,301,000

予備費 20,000

支出合計 41,691,000

●施設管理特別会計予算

びわ湖大津プリンスホテル 中国料理「李芳」平日限定ランチブッフェ3月末まで延長決定！
※詳細は互助会だより12月号をご覧ください。
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互助会だより3月号

互助会
事業報告１

互助会
事業報告２

1/19㈯に開催されました大津地区労働者福祉協議会
の新春ボウリング大会へ前年度、互助会ボウリング大
会にて見事優勝されま
した戸倉商事㈱の皆さん
（水谷さん・小島さん・
小谷さん・平野さん）に
ご参加いただきました‼
ありがとうございました。

今年は、総勢75名の会員とご家族にご参加いただきました。
ピンが弾け飛ぶと気分もスッキリ！！ 
ストライクやスペア……ガターと各レーンからは大きな歓声
と笑い声が広がっていました。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

〈団体の部〉
優　勝：京津測量㈱Ｂ
準優勝：福寿荘Ａ
３　位：陶茶房

　　　　〈個人の部〉
優　勝：𠮷田卯一郎さん	〔京津測量㈱Ｂ〕
準優勝：三田村　修さん	〔三光シｽテﾑ〕
３　位：長瀬　忠由さん	〔㈱滋賀給食Ａ〕

結　　果

大津地区労働者福祉協議会の
新春ボウリング大会に出場‼

〔２月１5日㈮〕

〈団体の部〉
優勝

３位

準優勝

第41回 理事長杯争奪
ボウリング大会開催!!

互助会
事業報告３ 1/23㈬・1/27㈰

互助会限定
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の！	味覚カニ
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バスツアーに行ってきましたぁ～！

今年は、京丹後市「久美浜温泉湯元館」２日間で
９１名の皆様にご参加いただきました。

■カニのお刺身・焼きガニ・カニ鍋・カニの
散らし寿司にカニ雑炊
そして、カニみそたっぷりのカニ一杯！！
余計なものは何もなく。。。ひたすらカニを
堪能しました！
ゆっくりとお食事をされた後は、天然温泉・
かけ流しの湯で体も
ほかほか♨　楽しい想い出となりました。

帰りに寄った
お土産屋さん

しばらくカニは
いらない！って
言ってたね（＾＾）

互助会
事業報告４ ケーキ教室

4 4 4 4 4

を開催！ クラシックショコラを作りました♪
滋賀短期大学での開催は２年目。講師は、元クラブハリエで20年以上シェ
フをされ、現在滋賀短期大学の非常勤講師をされている石井明先生にお
願しました。和気あいあいとした楽しい雰囲気の中で、先生からの丁寧な
説明と優しいアドバイスで、美味しそうなクラシックショコラが出来上がり
ました。材料の選び方や器具の扱い方はもちろん、「ボールについている水

滴が生地に入らないように！」と、細部にまでアドバイスされている点は“さすがプロ!!”と
いう感想をもちました。参加者様から
「次回も楽しみにしています」という
お声を多数いただき、無事終えられ
てホッとしています。ご参加いただい
た22名のみなさま、本当にお疲れさ
ま＆ありがとうございました！！


