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互助会だより5月号

互助会だより
令和元年５月９日 発行

5 月 号
平成31年4月1日	 現在
事業所数	 1,066　
会 員 数	  5,991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/

◆開 催 日／ 6月30日（日）
◆場　　所／ 矢橋帰帆島公園グラウンド・ゴルフ場
	 草津市矢橋町字帰帆2108
◆参加資格／ 会員・同居家族（小学生以上）
◆募集人数／ ８組 32人
◆集　　合／ 午前９時	 現地集合	 午前９時30分	ｽター ト

◆参 加 費／ １チーム　　 2,0００円
 個人参加　１人　　  5００円

電話 グラウンド・ゴルフ
◆申込方法／ ◦4人１組でお申し込みください。
	 ◦個人参加も可能です。
	 	締切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（事務局から送信
または、互助会ﾎｰﾑペ ジーからダウンロ ドー）に必要
事項をご記入のうえ、事務局へFAX（523︲3494）で
お送りください。参加費は、後日振込依頼書をお送り
しますので、到着後３日以内にお振込みください。

◆締 切 日／6月7日㈮　※定員になり次第締切
※雨天または参加者が16名未満の場合は中止します

試合は４コース（32ホール）で行います。
ゲームに関するルールはグラウンド・ゴルフ協会の基本
ルールにより行います。
用具の持ち込み可、また無料で貸出もします。

ロープウェイ往復料金が通常料金より、大人300円引き、 
3歳から小学生までが100円引きで利用できる割引券を 
互助会窓口でお配りしております。（なくなり次第終了）
※割引券１枚につき５名まで割引。（会員証提示でのサービスは終了いたしました）
※グリーンシーズンとは、4/6㈯～11/24㈰のことです。
※荒天や施設点検等でお休みされる場合あり。
※営業状況などのお問合せはびわ湖バレイへ。☎077‒592‒1155

グリーンシーズン限定
びわ湖バレイ

ロープウェイ割引券
のご案内

予告 今年もやります！ 　少しでも多くの方に参加していただきた
くて……今回は募集人数を増やすことにし
ました♪
　多種多様な賞品を取り揃えた大抽選会
や、ホテルのお食事で大いに盛り上がり、
日頃の疲れを吹っ飛ばしましょう♫

※詳しくは次月号を
　ご覧ください！

開 催 日

場 所

募集人数

互助会
7月24日㈬
琵琶湖ホテル
300名（予定）先着順

!!
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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。

６月下旬頃
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～

●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。
 　（注） 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。　

●申込締切／ ５月29日㈬ 互助会必着 
●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：坂下
●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。

◆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／5/28㈫ 19時まで　※お渡しは6/6㈭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、6/5㈫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

私たちは、旅を通じて
地元の皆さまに貢献いたします。

株式会社 滋賀県旅行業協会
大津市中央3-4-28	第弐ワ クーｽワン3階

TEL：077‒526‒3213　FAX：077‒525‒2810
antasiga@alto.ocn.ne.jp

症状の根本原因を取り除く施術をし、
痛みのない身体づくりをサポ トーいたします。

ichi 整骨･整体院 ヨガスタジオ
大津市桜野町1-19-11	清心舎1号室

TEL：077‒521‒6558　FAX：077‒521‒6557
https：//raxis-ichi-lp.com
raxis-ichi@iris.eonet.ne.jp

４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】
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　遊園施設を含む5,500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商品券です。お孫様やお子様へのご褒美やプレゼントとしてご活用
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／互助会事務局へお電話ください。
 お渡し準備が出来次第ご連絡させていただきます。
◆有効期限／2023年12月31日
  〈主な加盟店〉  姫路セントラルパーク・オービィ大阪・甲賀の里忍術村・西武・そごう・高島屋・阪急・阪神・ピアゴ・

イオン・西友・平和堂・トイザラス…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。

こども商品券のご案内電話

得 得プレゼント
阪神タイガース公式イヤーブック2019

 ………1名

●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。

〒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／5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。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

　互助会だより４月号でご紹介させていただきました第２
弾です！
　大津市勤労福祉センターのトレーニング室で練習をされ
ておられるウエイトリフティング愛好会の皆さんが、来る
7/25㈭～7/28㈰の3日間「第37回全日本マスターズウエ
イトリフティング競技選手権大会」に出場され、優勝目指し
て頑張っておられます！！大津の地からみんなで応援したいと
思います！

皆さん！！　頑張ってください！！！

■	会員様やご家族の皆さんやお友達で、ウエイトリフティングをやってみ
ようかな～とか、体を鍛えようかなって思われる方は、老若男女を問
わず、互助会事務局までご一報ください！大津市勤労福祉センター の
トﾚｰニング室は、市内の方は２時間で120円、市外の方は２時間
190円でご利用いただけます。月曜から土曜は夜9時まで、日曜日は
夕方5時までなら好きな時間に使っていただけます。

優勝目指して頑張ってくださ～い！

試合日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー₂4段
月 日 曜日 1₀4･1₀₅ 1₀₆･1₀₇

５ 10 金 中日 18：00 × 〇

６
7 金 日本ハﾑ（交） 18：00 × 〇
19 水 楽天（交） 18：00 × 〇

毎年ご好評をいただいております阪神甲子園球場年間予約席
の空席状況（4/23現在）のご案内です。お席をご希望の方
は、互助会事務局までお電話でお申込みください。（電話：
522⊖6499）先着順で受付をいたします。一旦お申込みいただ
きますとキャンセル・変更はできませんのでご了承ください。

試合日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー₂4段
月 日 曜日 1₀4･1₀₅ 1₀₆･1₀₇

9
10 火 ヤクﾙト 18：00 × 〇
11 水 ヤクﾙト 18：00 × 〇
12 木 ヤクﾙト 18：00 〇 〇

阪神甲子園球場年間予約席　空席状況電話

○……空席

区　分 あっ旋料金
一塁アイビーシート
（24段104～107）

2席1組

平　日
（巨人戦除く） 9,000円→ ７,４００円
土日祝
巨人戦 9,600円→ 8,0００円
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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。

　

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。歴史講座の受講料・教材費は、初回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

★2019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★

◆申込期間／ ①②③ ５月13日㈪　午前８時40分～５月23日㈭まで	 ※先着順
   ④ ５月16日㈭　午前８時40分～６月18日㈫まで	 ※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

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費） 定員

①

Androidスマートフォン＆
タブレット使い方基本講座

～今日から使えるスマートフォン～
5/25、6/1、8、15、22 土 9：30～10：30 ５回 3,000円

（700円） 15名

講師 キーデザイン
加藤　弘貴	先生 持ち物 筆記用具・ｽマ トーフォンまたはタブﾚット 開催

場所 4F	会議室2

内容 初心者を対象に、お持ちのAndroid（iphone/ipad/windows	phone以外）ｽマー トフォンの基本的な操作方法やﾒー ﾙ設定、インター ネットに
繋ぎます。無料ｱプリと有料ｱプリの違いなど基本的な使い方を学びます。

②

アイフォン　アイパッド
iphone&ipad使い方基本講座

～便利に使いこなそう！～
5/25、6/1、8、15、22 土 11：00～12：00 ５回 3,000円

（700円） 15名

講師 キーデザイン
加藤　弘貴	先生 持ち物 お持ちのiphoneまたはipad・筆記用具 開催

場所 4F	会議室2

内容 初心者を対象に、お持ちのiphone&ipadの基本的な使い方や、設定からはじめます。意外と知られていない便利機能や小技の紹介・代
表的な便利ｱプリの操作方法を学びます。随時質問を受けるｽタイﾙで行いますので、「上手く使えるか不安」という方にもおｽｽﾒです！

③

健康寿命を延ばそう！
体軸トレーニング教室 6/4、18、7/2、16、30、8/6、20 火 10：30～11：30 ７回 2,800円 20名

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）

開催
場所 2F	多目的室

内容
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、トイﾚに行く前、
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。

④

歴史講座
「白洲正子と巡る近江の古社寺シリーズ2」 6/19、7/17、8/28 水 13：30～15：30 ３回 1,800円

（500円） 30名

講師 NPO法人歴史資源開発機構
大沼　芳幸	先生 持ち物 筆記用具 開催

場所 5F	大ﾎｰﾙ

内容
白洲正子は、近江の古社寺を深く愛し、その魅力を数々の作品を通して紹介しました。今回のシリー ズは、白洲正子の作品に登場する近
江の代表的な古社寺を取り上げ、ここに豊富な画像と共に講師の視点を加え、徹底的に解説します。これから近江の古社寺の探訪を計
画される方は無論のこと、何度も探訪、巡拝された方にも新たな視点と魅力を提供します！	そして、近江文化の再発見に繋げていきます。

大津市勤労福祉センター講座
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ボローニャ歌劇場
ヴェルディ「リゴレット」

6月18日㈫　18：30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 32,000円→ 30,400円 10枚
Ａ席 26,000円→ 24,500円 10枚

※全席指定
※未就学児入場不可
※公演終了後のみ
　JR大津駅行き有料
　臨時バｽ運行

●締切日／ 5月28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

新国立劇場ダンス
森山開次 新作『NINJA』
7月6日㈯　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
大人 3,000円→ 2,400円 10枚

子ども
（4歳～中学生） 1,000円→ 700円 10枚
※4歳以上入場可

●締切日／ 5月28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

	森山開次Ⓒ石塚定人	 				

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。

クラフトバンド教室
～籠バッグを作ろう♪～

①初心者の方　②経験者の方

ポーセラーツでペタペタアート
～かわいいわが子のおててとあんよを

記念に残してみませんか？～
対象：未就学児とその保護者

◆開催日時／ 6/10㈪、17㈪　全２回
 9：30～12：30
◆開催場所／ 4F 研修室
◆講　　師／ 生野　千穂	先生
◆持 ち 物／ はさみ・手拭タオル
◆ 内　　容／  今はやりのエコな紙バンド（クラフトテープ）
	 で籠バッグを作りましょう～！
	 	針や糸を使わずに、クラフトテープを編んで

可愛いクラフトバッグを一緒に作りませんか？
①初心者……バッグの色は15色のカラーより２色を選んでいただきます。
②経験者……バッグの色は21色のカラーより２色を選んでいただきます。
※	仕上げにｽプﾚｰニｽを塗りますが、雨の日は乾かないので、作品を預か
る場合もございます。

◆受 講 料／ 1,2００円
	 （別途材料費	①1,200円、②1,600円）
◆定　　員／ 20名
◆申込期間／ 5/13㈪	AM8：40～6/3㈪	 ※先着順

◆開催日時／ 6/14㈮　全１回
 ①9：30～10：30 ②11：00～12：00
◆開催場所／ ２F 和室
◆講　　師／ 保住　恵	先生
◆持 ち 物／ ウェットティッシュ・汚れても良い服装
◆ 内　　容／  ポーセラーツとは？
転写紙という専用のシールを使い、白磁器に自由にデザ
インを楽しむ、実用性の高いホビーです！今回は、未就学
児の子どもさんと一緒の1dayレッスンです。
小さなお子様の手形や足形を可愛いモチーフ（ペンギン・
フラミンゴ・うさぎ・ぞうの4種類）にデザインします。お名
前や記念日も入れられます♪
（１歳未満は15㎝角・1歳以上は21㎝）

※	１作品にご兄弟の手形・足形を一緒にご希望される方は、１人につき材
料費は500円を追加させていただきます。

※お子さまにも安全な無鉛の水性絵の具を使用します。
※800℃での焼成後6月28日以降のお渡しとなります。

◆受 講 料／ 1,0００円
	 （別途材料費	1歳未満	1,700円／1歳以上	2,000円）
◆定　　員／ ①８組　②８組
◆申込期間／ 5/16㈭	AM8：40～5/31㈮	 ※先着順

★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

① ②

※勤労福祉センター 窓口にて見本を設置しております。
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元ちとせコンサート 2019
in 栗東

8月24日㈯　17：00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 5,500円→ 4,400円 15枚

※全席指定
※4歳以上有料
※3歳以下のひざ上鑑賞は
　保護者1名につき1名無料
（お席が必要な場合有料）

●締切日／ 5月28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

				 				

MYSTERY NIGHT TOUR 2019 
稲川淳二の怪談ナイト

10月5日㈯　16：30怪宴
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／ 5月28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

布施 明
AKIRA FUSE COZY Theater 2019
6月23日㈰　16：30開演

野洲文化ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 6,000円→ 5,100円 10枚
※未就学児入場不可　

●締切日／ 5月28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

ウタのタネ in 守山 vol.9

7月7日㈰　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
大人 1,600円→ 1,100円 10枚

高校生以下 600円→ 400円 10枚
※全席自由
※小学生以上有料
※小学生未満入場無料（要保護者同伴）

●締切日／ 5月28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

ほたる寄席

8月31日㈯･10月19日㈯･2月9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

3公演セット 5,800円→ 4,600円 10枚
※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／ 5月28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、８ページをご覧下さい。

サンクトペテルブルグ
国立舞台サーカス

7月21日㈰　12：30/15：00開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 2,800円→ 2,000円 10枚
※4歳以上入場可
※動物は出演しません

●締切日／ 5月28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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★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

新作歌舞伎
「NARUTO─ナルト─」

6月22日㈯・6月25日㈫　16：00開演
京都四条南座

区 分 あっ旋料金 予定枚数
１等席 14,500円（前売り）→ 8,000円 各５枚
３等席 5,000円（前売り）→ 4,000円 各₁₀枚

※3歳以下入場不可

●締切日／ 5月28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

〈第23回京都の秋 音楽祭〉
バロックの神髄 ミュンヘン・バッハ管弦楽団

10月12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 8,000円→ 6,800円 10枚

※全席指定
※未就学児入場不可

〔プログラム〕ヘンデル：「水上の音楽」第１組曲　他

●締切日／ 5月28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

Salon de Musique
─音楽とトークとスイーツと─
7月28日㈰　14：30開演

滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数
一般 2,000円→ 1,400円 10枚

25歳未満 1,000円→ 700円 10枚
※全席自由
※年齢制限なし
※未就学児をお連れの方は親子室利用
出演：白谷仁子（ソプラノ）、岡崎雄子（サクソフォン）、竹中直美（ピアノ）
特別ゲスト：関口大介（バリトン）

●締切日／ 5月28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

ザ・ニュースペーパー京都 2019
今を生きる社会風刺コント集団
7月28日㈰　14：00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 6,000円（前売り）→ 5,100円 10枚
※未就学児入場不可

●締切日／ 5月28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

関西フィルハーモニー管弦楽団
第9回城陽定期演奏会

8月25日㈰　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 4,000円→ 3,200円 10枚
学生

（25歳以下） 2,000円→ 1,400円 10枚
※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／ 5月28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	

新歌舞伎座開場60周年記念
市川由紀乃特別公演

7月6日㈯･7月13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→ 4,000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／ 5月27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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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

2019 国立ボリショイサーカス
京都公演

7月20日㈯～23日㈫　全8公演
島津アリーナ京都（京都府立体育館）
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 4,400円（前売り）→ 3,500円 随時
※大人･子ども同一料金
※３歳以上有料
初公演から60年以上にわたり、素晴らしい夢を届けてくれている国立ボリ
ショイサーカス！次々と繰り出される鍛え抜かれたサーカス芸は、世界最高
レベル。夏休みの思い出に、この夢のステージを是非お楽しみください！！

●締切日／ 6月20日㈭ 
※一旦、お申し込みいただきますとキャンセﾙ･変更等はできません。

電話

◆申込方法◆
互助会事務局までお電話（522-6499）でお申し込みください。
完売の場合は申込後３日以内（土日祝除く）にご連絡いたします。
※ご希望日がすでに完売の場合もありますのでご了承ください。

７月 日 20日 21日 22日 23日
曜日 土 日 月 日

時間 11：00 ◎ ◎ ◎ ◎
14：00 ◎ ◎ ◎ ◎

まだいた、忘れられた天才絵師。
横山華山

◆会期／7月2日㈫～8月17日㈯
◆場所／京都文化博物館

＊開館時間／10:00～18:00（金曜日は19:30まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／7/8、7/22、7/29

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
高大生 1,100円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

※障がい者手帳などをご提示の方と付き添い1名まで無料
　（要証明）
※学生料金で入場の際は学生証を提示
蕭白を学び、蕭白を超えた天才画家、華山の過去最大規模の回顧展

●このチケットの販売は7月1日㈪までです。

窓口


