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互助会だより8月号

互助会だより
令和元年8月5日 発行

8 月 号
令和元年 7月1日	現在
事業所数	 1,059　
会 員 数	  6,015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/

◆締 切 日／ 8月22日㈭　※定員になり次第締め切ります。

★参加費
※一般参加の方は、優勝の対象にはなりませんのでご承知く
ださい。

※参加費には、セﾙフプﾚｰ代、昼食代、パｰティー 代、賞品
代が含まれています。

※セﾙフプﾚ とーなります。キャディ付プﾚ をー希望される方は
お申し出ください。（＋3,240円の追加料金がかかります）

※ﾚｽトラン・コー ｽ売店での飲物代、ショップでのお買い物は
個人負担です。

※比良ゴﾙフ倶楽部会員の方は、申込時にお申し出ください。
★競技方法
　18ﾎｰﾙズｽトロ クープﾚｰ
※ハンディキャップはダブﾙぺリｱ方式にて算出します。。
★キャンセル料
　８月30日㈮以降必要

電話
会社の仲間や家族をお誘い合わせ
のうえ、ぜひご参加ください。
プレーの後は、表彰式を兼ねて、
軽食とソフトドリンクでの懇親
パーティーを行います。

ゴルフコンペ 受付開始！
 ８月7日㈬から

◆開 催 日／ 9月11日㈬
◆場　　所／ 比良ゴルフ倶楽部
	 大津市小野１６１１　TEL：077-5７３-１１００
◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆募集人数／ 10組 40人
◆集　　合／ 午前８時30分　現地集合
	 　　ｽター ト　午前９時10分～
	 　　　 	ＯＵＴ、ⅠＮｽター ト
◆参 加 費／ 会　 員 9,0００円
 同居家族 １1,0００円
 一　 般 １3,00０円
◆申込方法／ ４人１組またはお一人からでもお申し込みくだ

さい。組み合わせは事務局で行います。
	 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
込書をＦＡＸでお送りします。必要事項をご記入のうえ、事務局まで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日以内にお振り込みください。

	 ※やむを得ず当日払いとなる場合は、現金のみでの徴収とさせて頂きます。ご了承ください。

◆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／8/28㈬19時まで　※お渡しは9/6㈮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、9/5㈭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
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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／ ①～⑤	 ８月８日㈭	午前８時40分～８月30日㈮まで（先着順）
	 ⑥	 ８月８日㈭	午前８時40分～９月10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Ｐ３へ）

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

①
基礎英会話教室
文法＆語彙力UP! 9/5、12、26、10/10、24、11/7、21 木 19：00～21：00 ７回 4,200円

（500円）

内容 表現力を広げよう！
中学生ﾚベﾙの単語・文法で基礎を学びながら、語彙を増やして楽しく会話ができるように自信をつけましょう♪

②

ストレス発散！
エアロビ＆セラピーヨガ教室 9/6、20、27、10/11、25、11/8、22 金 19：00～20：00 ７回 2,800円

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！

③ アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ
（午前） 9/11、25、10/9、23、11/6、20 水

10：00～11：30 ６回 2,400円
（3,000円）

④ アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ
（午後） 13：30～15：00 ６回 2,400円

（3,000円）

内容
リンパを流したい方・ﾎﾙモンバランｽをとりたい方♪
季節に合わせたｱロマクリー ﾑを使って、まずはご自身で首や足をマッサ ジーしてリンパを流します。ｽトﾚッチで筋肉や関節を伸ばして、さらにリン
パを流しながら、体幹（コｱ）を使って体力ＵＰ！	免疫力ＵＰ！をめざすクラｽです。年齢問わず“老けないカラダ”作りをしたい方におｽｽﾒ♡

⑤
未生流　華道教室 9/13、27、10/11、25、11/8 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、普段の生活でも取り
入れられます！　注）欠席をされる方は、後日必ず花材を取りに来てください。

⑥

歴史講座 　諸説あり 奇々麒麟
「近江と明智光秀その１ 大津編」 9/11、18 水 13：30～15：30 ２回 1,500円

（500円）

内容

大津で光秀は何を考えたのか……
2020年のNHK大河ドラマでは「明智光秀」が登場するとのこと。光秀は、非常に謎の多い武将ですが、
その行動の本拠は間違いなく「近江」それも「大津」に置かれていました。この講座では、「信長公記」
等の資料を基に、信長と光秀を対比しながら、光秀の近江における行動を追います。
9/11……宇佐山城と光秀
9/18……比叡山焼き討ちと坂本城

　
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。但し35歳未満の方対象

◆開催場所／ ２Ｆ　多目的室
◆講　　師／ヨガスタジオ	アピュアー　林口　祥子	先生
◆持 ち 物／運動できる服装、飲み物、汗拭きタオル
◆内　　容／深い呼吸で内臓を活性化し、新陳代謝の良い身体をつくります。女性の美を意識し、気になるポッコリお

腹を引き締めるなど体形維持や体質改善（体調の管理や美肌促進など）に着目し、これから歳を重ねて
いく女性たちが自身でメンテナンスできるようになります！

◆受 講 料／3,000円
◆定 　 員／20名
◆申込期間／8/8㈭AM8：40～8/30㈮　※先着順

◆開催日時／9/7、14、21、28、10/5、12、26、11/2、9、16　土曜日
 13：30～14：30　全10回

心とからだのメンテナンスヨガ教室
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　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。

「歴史講座」については、開催初日に受講料・教材費を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

★令和元年度　大津市勤労福祉センター講座・大津市勤労青少年ホーム講座　申込方法★

第二回 大津なぎさ寄席 10月5日㈯　14：00開演
大津市民会館　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚

スマイル（小学生～20歳） 1,000円（前売り）→ 700円 10枚
※	全席自由
※	未就学児入場不可 ●締切日／ 8月26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

　「東京ディズニーランド」または、「東京ディズニーシー」いずれかのパークに、１日特別料金で入園いただくことが
でき、コーポレートプログラム利用券を併用することで、更にお得にパスポートをご購入いただけます。ただし、入園
制限中のパークではご利用いただけませんのでご注意ください。 

パ
ス
ポ
ー
ト

券　　種 通常料金 特別料金
大人（18才以上） 7,400円 6,800円
中人（中学･高校生　₁₂～₁₇才） 6,400円 5,900円
小人（幼児･小学生　４～₁₁才） 4,800円 4,400円

2019年度 第1回 東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート販売について

【留意点】
⃝従来の購入申込書はございません。（窓口でもご購入いただけません）
⃝サイト利用には、別途、ご利用者個人によるユーザー登録が必要です。
⃝ お支払方法はクレジットカード決済のみとなります。コーポレートプログラム

利用券をご使用の場合は、利用券の見開き中面に記入の「個券番号（数
字14ケタ）」と「オンライン用コード（英数字8ケタ）」をご入力ください。

⃝ パスポートの受け取り方法は、次の方法からお選びいただけます。
　Ａ） スマートフォン利用時：スマートフォンでそのまま入園、または自宅への

配送（別途、送料が発生します）のいずれかを選択
　Ｂ） パソコン利用時：自宅でプリントアウト、または自宅への配送（別途、

送料が発生します）のいずれかを選択
　　　※自宅への配送は、9月23日㈪までにご購入された方に限る
⃝ 購入確定後、本パスポートから、他のパスポートへの変更（他のパスポー

トから本パスポートへの変更も含む）はできません。
⃝ 有効期限は、2019年9月30日まで。（有効期限を過ぎたパスポートは無

効となります）
⃝ オンラインサイトのアクセスに必要な「契約団体番号」と「プランパスワー

ド」情報、およびパスポートについて、当プログラム対象者以外の第三者
に対して、有償無償を問わず譲渡（インターネットオークションへの出品行
為含む）はできません。万一、転売行為等が確認された場合、特典の実
施を中止する場合があります。

WEB限定！

実施（入園）期間：2019年９月１日㈰～９月30日㈪ ※土日祝日含む全日
販売期間：2019年８月１日㈭～９月30日㈪ ※9月30日18時まで

対象：互助会員とその登録同居家族

●パスポートの販売場所：
　「東京ディズニーリゾート・オンライン予約･購入サイト」のみ
●パスポートの購入手順：
①「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用
サイト（URL:dcp.go2tdr.com）にアクセス
②「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『お申込みはこちら』
のボタンをクリック
③「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用
トップ画面にリンクするので、右記条件を入力

◆契約団体番号、プランパスワードは互助会事務局にお問合せください。

★★申込方法は、６ページをご覧ください。
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輝&輝（KIKI）
津軽三味線コンサート

10月12日㈯　15：00開演
栗東芸術文化会館さきら　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
高校生以下 500円→ 400円 10枚
※	全席指定
※	2歳以下入場不可

電話
XFA

インターネット

●締切日／ 8月26日㈪ 
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	

三山ひろし
笑顔を届けます!! コンサート2019

11月15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 6,500円→ 5,500円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 8月26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

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
第2回京都定期演奏会

～ボストック×ホルスト─イギリスの至宝～

10月24日㈭　19：00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 5,000円→ 4,000円 30枚
A　席 4,000円→ 3,200円 30枚

※	全席指定　※	未就学児入場不可
指揮：ダグラス・ボストック
【プログラム】
■ G. ホルスト／伊藤 康英 校訂：吹奏楽のための第１組曲 変ホ長調 作品
28a

■D. ブルジョア：交響曲第６番 作品109b「コッツウォルド交響曲」ほか

●締切日／ 8月26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

				

さきら寄席
南光南天二人会

11月16日㈯　14：00開演
栗東芸術文化会館さきら　中ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 3,000円→ 2,400円 10枚
学　生 1,500円→ 1,100円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 8月26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

華麗なるダンス 哀愁の歌声
アルゼンチンタンゴ2019
～進化を続ける情熱たち～

11月28日㈭　19：00開演
守山市民ホール　小ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 8月26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、６ページをご覧ください。

ダニエル・ハリトーノフ
ピアノ・リサイタル 2019

12月4日㈬　19：00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 3,800円→ 3,000円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 8月26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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キエフ・バレエ
─タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ─

「白鳥の湖」

令和2年1月7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 15,000円→ 13,500円 10枚
A　席 12,000円→ 10,500円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 8月26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

	©Hidemi	Seto	

吉田兄弟
20周年記念「三味線だけの世界」

11月30日㈯　15：00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
全席指定 5,000円→ 4,000円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 8月26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

東京富士美術館所蔵
百花繚乱 ニッポン×ビジュツ展

◆会期／8月25日㈰～9月29日㈰
◆場所／京都文化博物館（中京区三条高倉）

＊開館時間／10:00～18:00（金曜日は19：30まで）
※入場は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日
※祝日の場合は翌日休館
※9月2日㈪は臨時開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,200円→ 700円 50枚
高大生 800円→ 400円 30枚
小中生 400円→ 200円 30枚

北斎、広重、若冲、応挙大集合！ 風神雷神から日本刀まで

●このチケットの販売は8月24日㈯までです。

窓口

爆笑!! お笑いフェス in 城陽

10月20日㈰　11：00開演/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
全席指定 4,070円（前売り）→ 3,300円 各10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満入場不可

●締切日／ 8月26日㈪ 
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更は
　できません。	
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北海道歌旅座
フォークソングの広場

11月10日㈰　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

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

予定曲目：あの素晴らしい愛をもう一度、なごり雪ほか

●締切日／ 8月26日㈪ 
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	
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★★申込方法は、６ページをご覧ください。

特別展 日本の素朴絵
─ゆるい、かわいい、楽しい美術─

◆会期／9月21日㈯～11月17日㈰
◆場所／龍谷大学 龍谷ミュージアム（西本願寺前）

＊開館時間／10:00～17:00　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日　※祝日の場合は翌日休館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,200円→ 700円 50枚
高大生 800円→ 400円 30枚
小中生 400円→ 200円 30枚

※障がい者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料（要証明）
これまで本格的に取り上げられることがなかった様々な時代･形式の素朴
絵を展覧

●このチケットの販売は9月20日㈮までです。

窓口
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互助会だより8月号

■びわ湖大花火大会花火大会について
びわ湖大花火大会当日は、事務局前の道路が
17：00～22：00まで歩行者専用道路となりま
す。車やバイクの通行はできませんので、お
越しの際はご注意ください。
※互助会窓口は通常通り19：00までです。

■お盆休みについて
互助会事務局……お休みはございません。
　※日･祝日はお休みです。
瀬田、大津北商工会…8/13㈫～8/15㈭
　※土･日･祝はお休みです。

人と人を結ぶ「接着剤」に
なりたいラジオ局	周波数79.1MHz

㈱ＦＭおおつ
大津市山上町5-37	シャﾙﾑ皇子山1階B

TEL：077‒510‒7239　FAX：077‒510‒7282
https://fmotsu.com
info@fmotsu.com

地域密着の住まいのｱドバイザｰ

株式会社ネクステージ不動産
大津市本堅田5-12-8

TEL：077‒576‒7737　FAX：077‒576‒7738
http://nextage-real.annex-homes.jp/

info@nextage-real.com

７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】

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／８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。

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

下記の賞品を抽選で
プレゼントします♪

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 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

〈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

〈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。

FAX電話 窓口インターネット 事務局窓口

窓口


