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互助会だより6月号

互助会だより
令和元年6月5日 発行

6 月 号
令和元年 5月1日	現在
事業所数	 1,062　
会 員 数	  6,023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/

電話

◆日　　時／ 7月24日㈬　19時～21時（受付：18時～）
◆場　　所／ 琵琶湖ホテル３階　「瑠璃の間」
◆参 加 費／ 会　　員 4︐0００円
 同居家族 ４︐5００円
 子供（３歳～小学生） ２︐0００円
 一　　般 ８︐0００円
◆募集人数／ 先着　300名　※定員になり次第締切
◆申込方法／ ６月12日㈬８時４０分から電話でお申し込みください。電話での予約後、「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。

◆申込締切／ ６月２８日㈮　　◆キャンセル料／ 7/11㈭以降はキャンセル料が発生します。

※食物アレルギーがある方は申込の際に必ずお知らせください。
※子供はお子様プレートになります。
※２歳以下のお子様が参加される場合は申込の際お知らせください。

（お席の確保はいたしますが、お食事はございません。抽選会
参加不可）

※ホテルの駐車場が限られているため当日は、公共交通機関また
はホテルシャトルバスのご利用をおすすめいたします。

※当日は互助会事務局の窓口業務は17時までとさせていただきます。

大人気!

毎年キャンセル待ち続出で大変ご迷惑をおかけして
おりましたので、募集人数を増やしての開催が決定しました！
当選確率50％以上の大抽選会もやりますよ～♪
今年の豪華抽選賞品は……近江牛、家電製品、夏の商品などナド…
会員事業所様や関係団体様からのご提供品もございます♥
食べて飲んでドキドキワクワク♫
暑い夏をぶっ飛ばし、楽しい一夜を過ごしましょう！
皆さまお誘いあわせのうえお申込みください☆お待ちしておりま～す！！

★今年はビュッフェスタイルからの着席卓上盛りスタイルとフリードリンク。
ゆったりお食事・ご歓談ができるようにしました。

〈昨年の様子〉

◎アレックスシネマ映画前売券優待料金変更について
　一般の販売料金を6/1より1,300円から1,400円に変更となりました。こども（高校生以下）は800円のまま 
変更はございません。あしからずご了承ください。
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電話 『名古屋港水族館』・『姫路セントラルパーク』・
『伊賀の里 野天もくもくの湯』のあっ旋スタート！

お出かけするのに快適
な季節になりましたね
♪ 今回ご案内するの
は、会員さまからのお
問合せが多かった３施
設のあっ旋です。楽し
んできてくださ～い！

■お電話（☎522‐6499）にてお申し込みください。　■お申し込みいただいたチケットは、キャンセル・変更はできません。
■取り寄せチケットとなりますのでご用意に10日ほどかかります。お早めにお申し込みください。
■ チケットの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、お渡しまで更にお時間がかかりますのでご了承ください。
■ チケットのご準備ができ次第ご連絡させていただきますので、互助会事務局まで会員証と代金をご用意のうえお越しください。

施　設　名 券　　種 一般価格 あっ旋価格

名古屋港水族館
名古屋市港区港町1-3
TEL.052︲654︲7080

大　　人 2,000円 1,600円
小中学生 1,000円 700円

幼児（4歳以上） 500円 350円

姫路セントラルパーク
姫路市豊富町神谷1434
TEL.079︲264︲1611

大人（中学生以上） 3,500円 2,625円
子ども（小学生） 2,000円 1,500円
幼児（3歳以上） 1,200円 900円

伊賀の里モクモク手づくりファーム内
野天もくもくの湯
伊賀市西湯舟3609

TEL.0595︲43︲0909

大人（中学生以上） 820円 680円

小人（3歳以上） 510円 440円

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。
※	①は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）

※	①②とも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／６月27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
②ユナイテッドシネマ映画鑑賞券 ………１名

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

　
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／ ３Ｆ　集会室　　◆講　　師／上村　真紀 先生　　◆持ち物／なし
◆内　　容／ 夏休みの子どもたちのための1dayレッスンです。今回は、羊毛フェルト！

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♡
子どもたちでも作れる可愛い動物のキーホルダー制作してみませんか？
①イヌ（茶）　②ネコ（黄）　③うさぎ（ピンク）の３種類から選んでいただきます。
夏休みの思い出に、オリジナルの作品づくりを楽しみましょう♪
【注意】	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。
◆受 講 料／ 1,000円（別途材料費 700円）
◆定 　 員／15名　　◆申込期間／6/17㈪ 8：40～7/16㈫　※先着順

◆対象／小学３年生以上 ◆開催日時／7/26　金曜日　10：00～12：00　全１回

夏休み☆キッズチャレンジ
羊毛フェルトで動物のキーホルダーを作ってみよう！



–3–

互助会だより6月号

　

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。

　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★

①7月16日㈫　②7月30日㈫
体軸トレーニングでカラダを整えましょう！（２回）
◆開催場所：２F　和室　　◆持ち物：動きやすい服装・飲み物・タオル・シューズ
体を整え、姿勢を改善することで基礎運動能力の向上を行います。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ましょう♪

③8月7日㈬　④8月21日㈬
エアロビクスで汗を流しましょう！（２回）
◆開催場所：２F　多目的室　　◆持ち物：動きやすい服装・飲み物・タオル・シューズ
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、身体をリセット！リフレッシュしましょう♪

⑦10月8日㈫　⑧10月29日㈫
ヨガでココロも整えましょう！（２回）
◆開催場所：２F　多目的室　　◆持ち物：動きやすい服装・飲み物・タオル
心もリフレッシュ！ 自立神経に働きかけて、精神的な落ち着きを取り戻すのみでなく、凝りの改善、冷え性
改善、アンチエイジングなど心身のバランスを整え、癒しの時間を過ごしましょう！

⑤9月10日㈫　⑥9月24日㈫
アロマでリンパを流しましょう～♪（２回）
◇教材費：1,000円　◆開催場所：２F　多目的室
◆持ち物：動きやすい服装（アロマがついても良いもの）・飲み物・タオル
疲れ・コリ・むくみ・ホルモンバランスをとりましょう～♪オーガニックのアロマクリームを使って、まずは手足をセルフマッサージ。その後、 
ストレッチで体をほぐし、深部のリンパを流します。アロマの香りに癒されながら、アロマリンパストレッチで心と体をメンテナンスしましょう！

内容

パーフェクトボディめざせ！
全８回 受講料：2,400円（教材費別途1,000円）

定員15名

19：00～20：00　⑤⑥のみ19：00～20：30

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。）

申込期間：６/7㈮AM8：40～6/28㈮
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ベネッセの英語コンサート夏公演
「FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!」

8月24日㈯　11：30開演/14：00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 3,120円→ 2,500円 各6枚

※	3歳未満は保護者1名につきお子
さま1名までひざ上無料（席が必
要な場合有料）

●締切日／ 6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

				

エイフマン・バレエ
『アンナ・カレーニナ』

7月13日㈯　15：00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 12,000円→ 10,500円 10枚
A　席 10,000円→ 8,500円 10枚
B　席 8,000円→ 6,800円 10枚

※	全席指定
※	6歳以上入場可　

●締切日／ 6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

	Photo	by	Souheil	Michael	Khoury	 				

★★申込方法は、６ページをご覧下さい。

観光果樹園利用補助券
下記の果樹園でご利用いただけます。

窓口

※ 天候等により開園時期が多
少変更になることがあります。
利用果樹園へ事前にお問合
せください。

※ 会員証のみの提示では割引
利用いただけません。 必ず
利用補助券を持参ください。

※ お買物にはご利用いただけま
せん。

果樹園名 種類・開園期間・開園時間 区分 一般料金 会員価格

アグリパーク竜王観光果樹園

竜王町山之上6526
ＴＥＬ：0748-57-1311

ぶどう・梨
8/上旬～10/初旬

9時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） ぶどう	1,300円 　800円
大人（中学生以上） 梨	1,200円 　700円
小人（小学生） 1,000円 600円
幼児（3歳以上） 700円 400円

柿
11/上旬～12/中旬

9時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） 1,000円 500円
小人（小学生） 800円 400円
幼児（3歳以上） 700円 200円

今荘観光ぶどう園

長浜市今荘町1418
ＴＥＬ：0749-74-1322

ぶどう
8/上旬～9/下旬

9時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） 1,200円 700円
小人（小学生） 900円 500円
幼児（3歳以上） 600円 300円

マキノピックランド

高島市マキノ町寺久保835-1
ＴＥＬ：0740-27-1811

ブﾙｰベリー
6/下旬～9/上旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,200円 700円
小人（小学生） 800円 400円
幼児（3歳以上） 500円 200円

ぶどう（ヒﾑロッド･シ ドーﾚｽ）
8/上旬～8/中旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,200円 700円
小人（小学生） 800円 400円
幼児（3歳以上） 500円 200円

ぶどう（ヒﾑロッド他）
8/中旬～9/中旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,600円 1,100円
小人（小学生） 1,200円 800円
幼児（3歳以上） 800円 500円

くり
9/中旬～10月中旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,600円 1,100円

小人（小学生） 800円 400円

＊ 利用補助券は、互助会事務局または各商工会〔瀬田・大津北（堅
田・志賀）〕でお受け取りください。（会員証をお持ちください）

＊ 利用補助券ご利用時は、事業所名・会員番号・会員名・利用
者名を記入のうえ、各施設窓口に入園料を添えてご提出ください。

＊開園期間内1度に限り、会員と登録同居家族が利用可能。

◆利用方法／
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劇団四季ファミリーミュージカル 
『はだかの王様』 草津公演

8月12日（月･休）　15：30開演
草津市立草津クレアホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
大　人 5,400円→ 4,300円 10枚子ども 3,240円→ 2,600円

※	全席指定
※	観劇日に3歳以上のお子様は
　席必要
※	子ども料金＝観劇日当日3歳
　以上小学校6年生以下
  

●締切日／ 6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

	撮影：阿部章仁	

ナプア・グレイグ with
ハワイアン・フラ・ダンサーズ
7月23日㈫　18：30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

S　席 7,500円→ 6,400円 10枚
※	全席指定
※	3歳以下入場不可
※	4歳以上有料

●締切日／ 6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

笑福亭松喬独演会

9月22日㈰　14：00開演
京都文化博物館　6階和室

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,500円（前売り）→ 1,800円 10枚
※	未就学児入場不可
※	畳席

●締切日／ 6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

	©撮影：大西二士男	

爆笑！ お笑い・絶品モノマネライブ in 野洲

8月17日㈯　12：00開演/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 3,300円→ 2,400円 各10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満膝上無料
　（席が必要な場合有料）
ほいけんた、君島遼、ニッチロー、ヒロシ、ハリウッドザコシショウ、
アキラ100％

●締切日／ 6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

				 				

やすらぎシネマ14
『万引き家族』上映会

8月4日㈰　10：30開演/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 1,200円→ 700円 各10枚

※	都合の良い上映回に入場可能
※	未就学児入場不可

●締切日／ 6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

	©2018フジテﾚビジョン	ギャガ	AOI	Pro.	 				

★★申込方法は、８ページをご覧下さい。

新歌舞伎座開場₆₀周年記念特別企画
梅沢富美男 コロッケ特別公演
8月18日㈰　11：00開演
8月24日㈯　16：00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 各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　

●締切日／ 6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
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互助会だより6月号

トルコ至宝展
チューリップの宮殿 トプカプの美

◆会期／6月14日㈮～7月28日㈰
◆場所／京都国立近代美術館
＊開館時間／	9：30～17：00（６月中の金・土曜日は20：00まで、７月中の金・

土曜日は21：00まで）　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、7月16日　※ただし7月15日は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
大学生 1,100円→ 600円 30枚
高校生 600円→ 300円 30枚

※	中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方とその付添者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。
オスマン帝国の栄華を今に伝える至宝約170点が待望の来日！

窓口

●このチケットの販売は7月26日㈮までです。

メアリー・エインズワース
浮世絵コレクション

◆会期／8月10日㈯～9月29日㈰
◆場所／大阪市立美術館

＊開館時間／9：30～17：00
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（祝日の場合は開館し、翌火曜日休館）
※ただし8月13日は開館

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

※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名含む）は無料。（要証明）
※本展は、大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要。
六大浮世絵師の優品が集結！ 春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重

●このチケットの販売は8月9日㈮までです。 		

窓口

世界一受けたい授業 THE LIVE 2019
もう一度恐竜に会える夏！

8月 11日（日･祝）　12：30/15：30開演
 12日（月･休）　10：30/13：30/16：30開演

大阪城ホール

●締切日／ 7月12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

※	全席指定　※	子どもは3歳～小学生
※	2歳以下は大人1名につき1名まで膝上無料（席が必要な場合有料）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
朝昼大人 5,900円→ 4,700円 10枚
朝昼子ども 4,900円→ 3,900円 10枚

夜大人 5,500円→ 4,400円 10枚
夜子ども 4,500円→ 3,600円 10枚

ギュスターヴ・モロー展
─サロメと宿命の女たち─

◆会期／7月13日㈯～9月23（月･祝）
◆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／7月22日、29日、8月5日

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

※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）
ギュスターヴ・モロー美術館の所蔵作品から一挙公開！

●このチケットの販売は7月12日㈮までです。

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。

★★★★★★★★★★★★★★★★チケット申込方法★★★★★★★★★★★★★★★★

〈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

FAX電話 インターネット〈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。


