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互助会だより
令和元年7月5日 発行

7 月 号
令和元年 6月1日	現在
事業所数	 1,059　
会 員 数	  6,013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/

　６月９日㈰　皇子山総合運動公園グラウンドにて、
第41回理事長杯争奪ソフトボール大会を開催しました。
　天候に恵まれ、今年は５チーム64名の皆さまにご参
加いただきました。
　初出場、ガスサービスセンターチームが見事優勝!!
　ご参加いただいた皆さまお疲れ様でした。

〈優　勝〉ガスサービスセンター 
〈準優勝〉グロービック
〈第３位〉ケイテックさつき
〈第４位〉月の輪ムーンギャングス
〈第５位〉城陽ベアーズ

事業報告 第41回理事長杯争奪ソフトボール大会開催

　会員の皆様には、日頃より大津市勤労者互助会の運営・事業に対し、
ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　この度、永味前理事長の後任として理事会のご推挙により理事長に就
任いたしました。浅学非才ではありますが、新しい時代、令和の最初の理事長として、全力
を挙げて職務に邁進する所存でございますので、皆様方のご指導、ご支援を心からお願い申
し上げます。
　大津市勤労者互助会は様々な諸問題を抱えておりますが、第一は会員の皆様の福利厚生を
充実させることであります。皆様に喜んでいただける事業を念頭に置き、取り組んで参りた
いと思います。
　現在、互助会には約1,000の事業所、約6,000名の会員がおられますが、今後益々組織を強化
する為にも更なる会員増強を図り、より魅力のある互助会にすべく、役職員一同努めて参り
ます。まだまだ経済情勢は厳しく、大変な時代ではありますが、互助会発展の為、今後とも
皆様方のご理解ご協力をお願い申し上げ就任のご挨拶とさせていただきます。

〈 ご 挨 拶 〉 理	事	長　和 田　一 夫

令和元年度第２回大津市勤労者互助会理事会が６月13日(木)に開かれ、
新理事長に 和

わ

 田
だ

 一
かず

 夫
お

 氏が選ばれました。
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美しい自然に囲まれて、鳥のさえずり、川のせせらぎを聞きながらゆっ
くり過ごしませんか？
大切な家族や気の合う同僚と…夏の思い出を作りましょう！
釣りの後は大人も子どもも池に入ってつかみ取り！!
※ただし、つかんだ魚は参加者全員で分けさせていただきます（無料参加者除く）
※時期により魚の種類が変わります（昨年はアマゴ・ニジマス）

〈内　容〉
⃝競技は行いません。
⃝釣竿の持込禁止。
⃝バーベキューの食材（おにぎり等

含む） の持込禁止　（お菓子・果
物は持込可）

⃝釣った魚は持ち帰ることができます
⃝サンダル・軍手（つかみ取り用）・

タオル・着替え・クーラーボックス
等は各自ご用意ください。

渓流魚釣り＆つかみ取り大会電話 受付開始！
 7月１０日㈬

◆開 催 日／ 8月18日㈰  ※小雨決行 荒天の場合は中止します

◆受付・集合場所／ 朽木渓流魚センター　高島市朽木小川
◆集　　合／ 10：00　
◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆参 加 費／ 会　　員 2︐000円
 家 族（中学生以上） ２︐５００円
 小　学　生 １︐５００円
 竿　１　本 ４５０円
 一　　　般 ３︐５００円

※小学生未満は無料ですが食事のご用意がありま
せん。食事の持込は一切できませんので食事
が必要なお子様は参加費1,500円が必要です。

◆募集人数／ 30名 （最少催行人数 20名）※先着順

◆締切日／７月25日㈭
◆申込方法／ 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。

◆公開時間／ 午前=  ９：００～１２：００
 午後=１３：００～１６：００
※	におの浜ふれあいｽポ ツーセンター は、9：00～20：45。入
場より3時間利用。土曜日の一般利用は13：00～20：45。

※	皇子が丘公園プｰﾙのナイター は、平日18：30～20：00、
土日祝は16：30～18：30。

※	富士見市民温水プｰﾙは9：00～21：00。午前・午後・
夜間の3交代制。

◆３枚１組の
　料金です

◎ ３枚１組の販売となります。
◎ 富士見市民温水プールの回数入場券は他のプールではご利用になれ
ません。また、他のプールの回数入場券も富士見市民温水プールでは
ご利用になれませんのでご注意ください。
◎ 富士見市民温水プール以外は、有効期限（2022.3.31まで）がござ
います。

◎ 詳細につきましては各施設にお問合せください

事務局
窓口 大津市営プール［平水回数入場券］あっ旋販売のご案内

◆料 　 金／ 区　　分 あ っ 旋 料 金 予定枚数 ※ 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。

※ 回数入場券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、
お渡しにお時間がかります。

大　人（高校生以上） ９６０円 → ８４０円 33組
小　人（中学生以下）
高齢者（65歳以上） ６３０円 → ５４０円 33組

施　設　名 住　所 ＴＥＬ 公　開　日

皇子が丘公園プール
５０ｍプール

皇子が丘一丁目 ５２６－３０８５

７月２０日～８月３１日　※7/22～25・29・31・8/1・2・5・6は午後のみ
　　　　　　　　　　　※7/20・26・27・30・8/12・13・30・31は休み

２５ｍプール ７月２０日～８月３１日　※7/26・27・8/12・13は休み
　　　　　　　　　　　※ナイター は火曜日定休

幼児プール ７月２０日～８月３１日　※7/26・27・8/12・13は休み
伊香立市民プール 伊香立下龍華町 ５９８－３１９９ ７月２０日～８月３１日
雄琴臨水公園プール 雄琴六丁目 ５７８－８６６１ ７月２０日～８月３１日
坂本市民プール 坂本六丁目 ５７８－８６６０ ７月２０日～８月３１日
におの浜ふれあいスポーツセンター におの浜四丁目 ５２７－３５５３ ７月１日～８月３１日　※火曜定休　※入場時間から３時間利用
なぎさ公園プール 由美浜 ５２７－３９６０ ７月２０日～８月３１日
富士見市民温水プール 富士見台 ５３３－３１１３ ７月１日～８月３１日　※月曜定休　※8/12～16は休み
晴嵐市民プール 鳥居川町 ５３７－４９９５ ７月２０日～８月３１日
唐橋公園プール 瀬田一丁目 ５４５－２３５０ ７月２０日～８月３１日
南郷公園プール 南郷一丁目 ５３７－４６０１ ７月２０日～８月３１日
田上公園プール 枝三丁目 ５４６－４６０９ ７月２０日～８月３１日
曽束市民プール 大石曽束二丁目 ５４６－５６１１ ７月２０日～８月３１日
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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

夏シーズン入園券のあっ旋!!事務局
窓口

◎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。

◎プールでの有料スライダーご利用は別途料金が必要です。
◎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。

今回のお取り扱いは、７月６日㈯～９月１日㈰の間でご利用いただける夏季チケットです。

取扱チケット（引換券） 券　　種 一般価格 あっ旋価格

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+プール入場券
おとな（中学生以上） 2,300円 1,900円
こども（2歳から小学生） 1,300円 1,100円

びわ湖大津プリンスホテル
レイクサイドガーデンＢＢＱのご案内

ディナータイム
互助会員
限定企画 !!

びわ湖の湖畔を眺めながら、開業30周年を迎えたびわ湖大津プリンスホテルでバーベキュー
はいかがでしょうか？ 互助会員特典として、各種バーベキューセットが5％オフでお楽しみい
ただけます！ またホテル開業30周年記念として、“０”と“８”の付く日は、４種類のクラフトビー
ルが何杯飲んでも半額（￥900→￥450）と、４名以上の団体にピザ１枚のサービスが
ございます！ 是非ご利用ください♪ ※他サービスとの併

用不可
※びわ湖大花火大
会開催日（8/8）は
対象外

※メニュー等詳細は
ホテルHPをご覧
ください

◇開 催 日 ディナー：7/6㈯～9/8㈰　17：30～21：00（ラストオーダー21：00）
◇開催場所 びわ湖大津プリンスホテル プールサイド レイクサイドガーデン
◇対 象 者 会員と会員の同伴者
◇利用方法 予約必須です。ご予約の際に“大津市勤労者互助会です”とお伝えください。

来店時、会員証の提示をお願いします。必ず会員証をお持ちください。

☎077︲521︲1111（レストラン予約係 受付時間 9：00～18：00）お問合せ・ご予約

カントリー はみんなの暮らしをより良くする、
人、街、クﾙマの応援団です。

株式会社 カントリー自動車
大津市唐崎1-23-7

TEL：077‒579‒8888　FAX：077‒579‒6423
www.cars.jp

honten@cars.jp

「それそれ、それをやってほしかったんだよ」と
思わず言いたくなる工事

Rcompany
大津市比叡平2-44-19

TEL&FAX：077‒576‒5843
https://www.rcompany320.com/

info@rcompany320.com

６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。

互助会事務局【電話:５２２－６４９９】
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　令和元年度第１回理事会（5/28開催）及び定時評議員会（6/13開催）において、「平成30年度事業報告
及び収支決算報告」について承認を得ましたのでご報告します。

●一般会計事業報告
項目 内　　　　訳 合　計

共
済
給
付

祝金 492件

892件
見舞金 74件

死亡弔慰金 113件

退会餞別金 213件

文
化
事
業

講座等受講助成 64名

997名展覧会・美術展等 466名

コンサ トー・演劇等 467名
体
育
事
業

自主
事業 渓流魚釣り・ボウリング・ゴﾙフコンペ 177名

367名斡旋
事業 甲子園年間予約席等 190名

厚
生
事
業

自主
事業 互助会夏まつり、ケ キー教室 286名 286名

助
成
事
業

宿泊施設利用助成 2,569名

4,533名
ユニバｰサﾙ・ｽタジオ・ジャパン 421名
がん検診・人間ドック受診助成・イン
フﾙエンザ予防接種 1,126名

推奨ツｱｰ 417名

斡
旋
事
業

映画優待券・前売券 1,947名

4,219名

遊園地・ﾚジャー 施設等 1,323名
ｽポ ツー施設（プｰﾙ・ｱイｽｱリー
ナ・ｽポ ツークラブNAS） 102名

果樹園等（県内果樹園・いちご園・
りんご＆ジュー ｽ） 201名

イベント利用（花火・映画・サ カーｽ） 157名

グﾙﾒカー ド・こども商品券・得得等 489名

　 ●一般会計収支決算報告
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

基本財産利息収入 35,657

会費収入 36,474,500

入会金収入 307,500

事業収入 8,097,990

補助金等収入 18,552,317

雑収入 1,215,610

共済金掛金収入 730,000

特定預金取崩収入 3,000,000

前期繰越金 2,610,391

収入合計 71,023,965

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 21,934,814

福利厚生事業費 19,463,606

人件費 18,530,494

一般管理運営費 7,701,824

特定預金支出 12,231

次期繰越金 3,380,996

支出合計 71,023,965

◆ 平成30年度　一般会計・施設管理事業特別会計事業報告及び収支決算報告 ◆

●施設管理事業特別会計事業報告
項　目 内　　　　訳 件　数 人　数

施設利用
状　況

大津市勤労福祉センター 5,235件
106,044人

大津市勤労者体育センター 5,134件

自主
事業

第42回労福協まつり

27件 1,512人
唐橋焼　陶芸教室
ポｰセラー ツ教室
もんぺおばさんの手作り味噌教室
パティシエ気分でケ キー作り教室　他

センター
講座

ピラティｽ＆ヨガ教室

66件 1,122人
お手軽ｽケッチ教室Ⅰ　Ⅱ
歴史講座
がんばらないヨガ教室Ⅰ　Ⅱ
お茶の心とお点前講座　他

ﾎｰﾑ
講座

心とからだのﾒンテナンｽヨガ教室
6件 73人やまとなでしこ体験講座

ちょっと気になる家庭料理教室

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

事業収入 4,448,665
施設管理委託金 23,000,000
利用料収入 12,127,125
雑収入 168,703
前期繰越金 1,973,082

収入合計 41,717,575

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

自主事業費 574,331
センター 事業費 3,637,000
施設管理事業費 35,204,811
次期繰越金 2,301,433

支出合計 41,717,575

●施設管理事業特別会計収支決算報告

●会員数・事業所数報告
事業所数 会員数

4	月 1,067件 5,962人
5	月 1,072件 6,042人
6	月 1,078件 6,076人
7	月 1,081件 6,078人
8	月 1,081件 6,105人
9	月 1,086件 6,105人
10月 1,084件 6,096人
11月 1,084件 6,094人
12月 1,086件 6,103人
1	月 1,081件 6,100人
2	月 1,081件 6,096人
3	月 1,077件 6,092人
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◆ 令和元年度　役員・評議員・事業推進員等のご紹介 ◆

　令和元年度の役員等の皆様は次のとおりです。
　互助会の福利厚生事業推進のため、どうぞ宜しくお願い申しあげます。

〈名誉会長・顧問・参与〉	 	
職 名 氏　　名 事 業 所 名

名誉会長 越　　直美 大津市長

顧　問
辻川　幹男 ㈱つじ川
後藤　又久 ㈱マﾙゴ
永味　義國（新任）あかね工芸社

参　与

浮守　隆夫 滋賀県勤労者住宅生活協同組合	専務理事
白川　尚正 全労済滋賀推進本部	事務局長
南園　晴司（新任）近畿労働金庫	大津支店長
苗村　一男（新任）大津地区労働者福祉協議会	会長

〈理事〉
　2019年6月13日～2021年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

理事長 和田　一夫（新任）㈲三共自動車

副理事長
星田　知信 都建設㈱
坂口　昌弘 坂口テﾚビサ ビーｽ㈱
小寺　昌一（新任）㈱小寺製作所

理			事

大西　壽子 三協電気工業㈱
川端　二郎 大津北商工会
西川　　聡 瀬田商工会
西村　一男 ㈲西村商店
二柳　裕藏 みのり苑㈱
山田　　崇（新任）大津商工会議所
若林　武彦 大津美工㈱
和田　光平（新任）ダイワ看板㈱
北﨑　祐慈（新任）大津市商工労働政策課長

専務理事 杉江　　進 互助会事務局長

〈監事〉
　2019年6月13日～2021年定時評議員会終結の時まで

役員名 氏　　名 事 業 所 名

監　事
久保　惠史
横井　昭次 税理士法人	横井会計
井口　敏行（新任）大津市会計管理者

〈評議員〉
　2017年5月30日～2021年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

評議員

奥村　利樹 奥村管工㈱
笠原　　陵 医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
草野　吉方 ㈱ケイテック
坂上　早苗 ㈱ＳＩＮ
城　　　務 滋賀硝子㈱
竹之内米貴 ㈱タケノウチ
平田　一郎 平田建築設計事務所
福島　行宏 ㈱滋賀給食
前原　敏文 ㈱月の輪自動車教習所
金利　辰夫 大津市産業観光部長

〈事業推進員〉
　2018年5月29日～2020年定時評議員会終結の時まで

職 名 氏　　名 事 業 所 名

事　業
推進員

西村　一男 ㈲西村商店
西岡　功一 ㈱ニシオカ
岡田　朋子 華頂看護専門学校
竹内　健司 比良ゴﾙフ倶楽部
東方明日香 みのり苑㈱
前川　善一 ㈱パイプラインサ ビーｽおおつ
山本　貴由 グロ ビーック㈱
渡辺新太郎 滋賀県消火栓標識㈱
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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／ ①②③７月10日㈬午前8時40分～7月30日㈫まで（先着順）
	 ※	②③のスケッチ教室のみ定員を超えた場合は、7月31日㈬AM10：00に

事務局にて抽選いたします。
	 ④～⑨７月18日㈭午前8時40分～8月16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（詳細は下欄へ）

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

①

夏休みの自由工作にも！
唐橋焼　陶芸教室 8/1 木 10：00～12：00 １回 1,800円

（材料費含む）

内容
毎年恒例の唐橋焼陶芸教室！	今年は、『なんでもｽタンド！』ｽマﾎｽタンドでもOK！明日の持ちものを紙に書いて、ﾒモｽタンドとしてもOK！
夏の思い出の写真を飾ってフォトｽタンドにもOK！	好きな絵柄をデザインしてみましょう♪	小さい子どもさんは大人と一緒に♪	お父さんお母さ
んやおじいちゃんおばあちゃんと一緒に作りましょう！（８月30日には焼き上がりお渡しできます）※小学3年生以下は保護者同伴が必要です。

② お手軽スケッチ教室Ⅰ
（午前の部） 8/7・28・9/4・18・10/2 水

10：00～12：00 ５回 3,000円

③
お手軽スケッチ教室Ⅱ

（午後の部） 13：30～15：30 ５回 3,000円

内容 「絵を描いてみたい！」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。絵を描くことを楽しんでください♪

④ ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室） 8/20・9/3・17・10/1・15・11/5・19

火
19：０0～20：00 7回 2,800円

⑤
ピラティス＆ヨガ教室

（和室）
8/27・9/10・24・10/8・29・11/12・
26 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！

⑥
パワーヨガ教室 8/28・9/11・25・10/9・23・11/6・20 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！！

⑦
がんばらない ヨガ教室 8/29・9/12・26・10/10・31・11/7・

21 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）

⑧
ちょっとがんばる ヨガ教室 8/29・9/12・26・10/10・31・11/7・

21 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！！
ﾚベﾙUPされたい方にお勧めの教室です。（初級）

⑨
ハタヨガ教室 8/30・9/13・27・10/11・25・11/8・

22 金 10：30～11：30 7回 2,800円

内容 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！

　ご宿泊券につきましては、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（堅田支所・志賀支所）〕でも可能ですので、事前にご
連絡ください。

　

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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●締切日／ 7月19日㈮ 　	※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

7月30日㈫　8：00開場
ＹＭＩＴアリーナ（くさつシティアリーナ）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
タマリＡ席

（１階１名分） 13,500円→ 12,000円 10枚
ペアマス席

（１階２名分） 23,000円→ 20,700円 5組
イスＡ席

（２階１名分） 6,500円→ 5,500円 10枚

令和元年 夏巡業 大相撲
草津場所

電話
XFA

インターネット

※全席指定　※全館土足禁止のためｽリッパ持参
※２階席のチケットでは１階ｱリｰナ内への入場不可
※タマリ席の未就学児入場不可
※	１階席（タマリ席以外）は全ての入場者に座席必要（幼児
膝上観戦不可）

※	２階席は４歳未満は膝上無料（席が必要な場合有料）
※	チケットのお渡しは互助会事務局のみ（公演日の１週間前頃）
※	タマリＡ席は記念座布団･ペｱマｽ席は座布団付き
※８時開場15時終了

★★申込方法は、10ページをご覧下さい。

ご好評につき
お早めに！！

2019びわ湖大花火大会観覧席券電話
受付開始！

 7月１1日㈭
 ８時40分から

場　所 開　場
区　分 あ	っ	旋	料	金 予定

枚数 備　　　考
お問い合わせ 取扱締切日

●大津港湾周辺 17時00分 全席指定 4,500円→ 3,40０円（前売り４,０００円）
８０枚

中止の場合のみ払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券を
ご持参のうえ、お越しください。

びわ湖大花火大会
実行委員会事務局

（びわこビジタｰズビュｰロｰ内）
　ＴＥＬ：５１１︲１５３０　

７/23㈫
※予定枚数になり

次第締切

※３歳以上有料
※お席が必要でない３歳未満の乳児等が保護者同伴

の場合は無料（お席が必要な場合有料）
※公共交通機関をご利用ください

●柳が崎湖畔公園・
　びわ湖大津館芝生
　広場周辺

16時00分 全席指定 4,400円→ 3,30０円
（前売り３,９００円）

２４枚

中止の場合のみ払い戻し有り。
※互助会事務局まで会員証と観覧席券を
ご持参のうえ、お越しください。びわ湖大津館

　ＴＥＬ：５１１︲４１８７
（9：00～19：30）

７/23㈫
※	予定枚数になり

次第締切

※お席が必要でない未就学児は無料（お席が必要な場
合有料）　※ベビ カーー でのご入場はご遠慮ください

※当日は終日公園の一般公開はありません
※公共交通機関をご利用ください
※敷地内全面禁煙

★★お申し込み★★
◎7月11日㈭ ８時４０分から お電話（５２２－６４９９）でお申し込みください。
　観覧席券のお渡しは手配の都合上、7月18日㈭以降となり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。

※お申し込み後のキャンセル・変更等はできません。 ※予定枚数になり次第締め切ります。（先着順）
※会員と同居家族以外のご利用は通常料金での販売となります。
※お席は順次お取りしていきますので指定できません。ご了承ください。

◆日 時 ／８月8日㈭
１９：３０～２０：３０（打ち上げ時間）
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ジブリの思い出がいっぱい
オーケストラによるドリームコンサート
9月29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

一　般 3,500円→ 2,800円 10枚
高校生以下 2,500円→ 1,800円 10枚
親子ペア 5,500円→ 4,400円 5組
※全席指定
※	2歳以下膝上鑑賞無料（保護者1

名につき1名・お席が必要な場合
有料）

●締切日／ 7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

福田こうへいコンサート2019
～一所懸命～

10月18日㈮
13：00開演／17：30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 7,000円→ 6,000円 各10枚
※未就学児入場不可

●締切日／ 7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

				 				

May J. Tour 2019
─New Creation─

8月25日㈰　17：00開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,480円（前売り）→ 5,500円 10枚
※3歳以上有料
※2歳以下入場不可

●締切日／ 7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

ロシアより愛の調べ、愛の詩
～夢のつむぎ歌～

9月30日㈪　17：30開演
守山市民ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,800円→ 2,000円 10枚
学生

（大学生まで） 1,500円→ 1,100円 10枚
※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／ 7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

				 				

フォレスタコンサート in 守山

10月4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
全席指定 5,800円→ 4,600円 10枚
※未就学児入場不可

●締切日／ 7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ページをご覧下さい。

リラックスコンサート in 野洲

9月7日㈯　15：00開演
野洲文化ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一般席 4,200円→ 3,400円 10枚
親子席

（1席あたり） 2,000円→ 1,400円 10枚
※一般席は未就学児入場不可
※未就学児と保護者は親子席を利用
※親子席は未就学児膝上無料
　（座席必要時有料）

●締切日／ 7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

	©SHIN	YAMAGISHI	
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高嶋ちさ子 ピアノクインテット 2019

10月20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 5,000円（前売り）→ 4,000円 10枚
※未就学児入場不可

●締切日／ 7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

小原孝 ピアノ・リサイタル2019
～弾き語りフォーユー～

9月27日㈮ 14：00開演
京都コンサートホール　小ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 4,300円→ 3,400円 10枚
※未就学児入場不可

●締切日／ 7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

				

さかなクンの
ギョギョッとびっくりお魚教室
8月31日㈯　14：30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 2,500円→ 1,800円 10枚
中学生以下 1,800円→ 1,300円 10枚
※3歳以上有料
※2歳以下膝保護者膝上無料
　（席が必要な場合有料）
※公演時間約90分

●締切日／ 7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

劇団四季
『ノートルダムの鐘』京都公演

10月4日㈮･11月1日㈮ 13：30開演
10月19日㈯･11月2日㈯ 17：30開演

京都劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

Ｓ　席 10,800円→ 9,300円 10枚
※公演当日3歳以上有料
※2歳以下入場不可
※有料託児サｰビｽあり

●締切日／ 7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

	©Ｄｉｓｎｅｙ　撮影：上原タカシ	

桧山進次郎（阪神タイガースOB）
ヒノキライブキョートーク

9月14日㈯ 14：30開演
龍谷大学響都ホール（京都駅八条口アバンティ9階）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 4,500円（前売り）→ 3,600円 10枚
※未就学児入場不可
※公演中の写真撮影、録画、録音は
　一切禁止

●締切日／ 7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ページをご覧下さい。

新歌舞伎座開場60周年記念
三山ひろし特別公演

9月7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→ 4,500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

●締切日／ 7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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ウィーン・モダン
クリムト、シーレ 世紀末への道

◆会期／8月27日㈫～12月8日㈰
◆場所／国立国際美術館（大阪・中之島）
＊開館時間／	10：00～17：00（金・土は21：00まで、10～12月中の金・土は

20：00まで）　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日　※但し9/16･23、10/14、11/4は開館。翌日休館。

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,600円→ 1,000円 50枚
大学生 1,200円→ 700円 30枚
高校生 800円→ 400円 30枚

※9月中の日曜・祝日に限り高校生無料（要証明）
※心身に障がいのある方と付添者1名は無料（要証明）
※同時開催の「コﾚクション特集展示	ジャコﾒッティとⅡ」展覧可
●このチケットの販売は会期最終日12月８日㈰までです。

窓口ドレス・コード？─着る人たちのゲーム

◆会期／8月9日㈮～10月14日（月・祝）
◆場所／京都国立近代美術館

＊開館時間／9：30～17：00（金・土は21：00まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日
※但し8/12.、9/16･23、10/14は開館。翌火曜日休館。

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

※心身に障がいのある方と付添者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
●このチケットの販売は会期最終日10月14日（月・祝）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・博物館など】 
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の
うえお越しください。※予定枚数に達しましたら締め切らせていただきます。

■取扱窓口／互助会事務局 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 窓口インターネット 事務局窓口 マークが申込方法となります。催しタイトル左側の
締切日の19時までにお申し込みください。ご利用は会員と登録同居家族に限ります。

【コンサート・演劇など】
①電 話 077－522－6499
②ＦＡＸ 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〉
③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〉

※�②・③でのお申し込みに
は「受付完了」の連絡
をします。（③の場合は
「自動返信メール」と事
務局からの「受付完了
メール」の2通が返信さ
れます）お申し込みから
3日（土日祝祭日を除く）
たっても連絡がない場合
はお手数ですがご連絡く
ださい。
※�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。
※�先着順です。予定枚数に
達しましたら締め切らせ
ていただきます。
※�チケットの受け取りは、
お渡し準備ができ次第電
話にて連絡しますので、
会員証と代金をご用意の
うえ連絡から１週間以内
にお越しください。
※�チケットの受取りは下記
取扱窓口で可能です。お
申し込みの際にご指定く
ださい。

■7/24㈬は、互助会夏まつりのため、事務局業務は17時までとさせていただきます。
■�夏休みのお出かけにレジャー施設などの割引やあっ旋チケットをご活用ください。各種割引・
あっ旋チケットは、互助会事務局または、瀬田商工会・大津北商工会(堅田/志賀支所)の窓口
にてお申し込みください。
■湯快リゾート優待内容が、6/1以降の宿泊から下記の通り変更になります。

変更前……精算時に会員証提示で最大中学生以上６名まで基本料金500円引き（55歳以上550円引き）
変更後……精算時に会員証提示で中学生以上の方全てが基本料金500円引き（55歳以上550円引き）
■宿泊・日帰りツアー助成の申請について

　宿泊旅行や日帰りツアーに行かれた会員さまに、宿泊料金や日帰りツアーの一部（3,000円）を年度内2回まで助
成いたします。助成金交付申請書に、宿泊旅行は①会員名（※フルネーム）②宿泊先③宿泊日、日帰りツアーは①
会員名（※フルネーム）②旅行会社名③ツアー名④ツアー開催日が分かる領収書を添付して、互助会事務局までご
提出ください。
注） 上記条件の確認ができない領収書は助成の対象とはなりません。宿泊先がキャンプ場やバンガロー等の場合も助成対象外

となります。1旅行1回の助成です。詳細は、利用ガイド2019年度版の10ページをご覧ください。


