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互助会だより
令和元年9月5日 発行

9 月 号
令和元年 8月1日	現在
事業所数	 1,058　
会 員 数	  6,027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/

◎なぎさ公園とﾎテﾙ（昼食イﾒー ジ）

◎膳所城跡公園

◎一番丸

◎京阪電車

◎石山寺

　滋賀県勤労者互助会連合会では、平成28年度より県下の10互助会・サー
ビスセンター合同でウォーキング事業を実施しており、第４回となる今年度
は、晩秋の大津膳所・石山寺の散策を楽しんでいただくこととなりました。
　大津膳所の町と言えば、江戸時代、膳所藩本多氏７万石の城下町でした。
また石山寺は言わずと知れた紫式部・源氏物語のゆかりのお寺であり、こ
の時期は紅葉が真っ盛りです。
　当日は、びわ湖大津プリンスホテルに集合。ホテル36階のレストランで
特製 「松花堂弁当」 の昼食の後、大津膳所・石山寺の散策へ いざ出発！！
　道中では、大津の町中を走る京阪電車石

いっ

坂
さか

線
せん

に揺られ、観光船・一番
丸に乗船し瀬田川クルーズと、深まりゆく秋の一日、大津の魅力をたっぷ
りとご堪能ください。
　連合会からの補助もあり、大変お得にご参加いただけます。
　おおぜいの会員の皆様・ご家族のお申し込みを心からお待ちしています。

◆行　　程／【11：00集合、昼食】びわ湖大津プリンスホテル→【12：30出発】大津湖岸なぎさ公園→膳所城跡公園→
京阪電車（膳所本町駅～石山寺駅）→石山寺山門前【着14：30頃】→石山寺拝観「ボランティアガイドと
巡る石山寺ツアー（約1時間）」→ 観光船・一番丸（石山寺港～プリンスホテル港）【発15：30頃】→びわ
湖大津プリンスホテル【16：00頃着・解散】予定
※おことわり：	京阪電車は団体貸切ではありません。一般の乗客との乗り合いになります。石山寺では御朱印帳の記帳時間

はお取りできません。

◆日　　時／ 令和元年11月23日（土・祝） 勤労感謝の日　11：０0～16：00（予定）
小雨決行。（雨天の場合は、雨具をご持参ください。）

◆集　　合／  びわ湖大津プリンスホテル　11：00集合
※公共交通機関をご利用の場合：JR大津駅から無料送迎バスがあります。）
※自家用車の場合：びわ湖大津プリンスホテル駐車場を利用いただけます。（８時間無料券を発行します。）

◆昼　　食／  びわ湖大津プリンスホテル　36階　和食『清水』にて特製「松花堂弁当」

◆定　　員／  連合会全体で7０名（定員オーバーの場合は抽選となります。）
◆申込締切／  2019年10月３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。締切後、ご参加いただける方にのみご連絡させていただきます。

◆参加資格／  会員と同居のご家族（小学生以上で登録のある方のみ）。一般はありません。
◆参　加　費／ 会員3,000円・家族4,000円

※昼食代・石山寺ガイド料、入山、拝観料・交通費（電車賃、船賃）・保険料を含みます。
※11月８日㈮までのキャンセルは全額返金します。以後はキャンセル料が発生しますのでご注意ください。

『晩秋の大津膳所・石山寺ウォーキング』のご案内
第４回　滋賀県勤労者互助会連合会共同事業電話
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◆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

再掲載
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なばなの里施設補助券のご案内
利用期間 一般料金 会員価格

※料金は施設でお支払いください。
※それぞれ里内で利用できるクーポン500円２枚がついてい

ます。
※補助券1枚につきお一人様有効です。
※小学生以上は一般料金です（未就学児無料）。
※ご利用は会員と登録同居家族に限り、利用期間内１回です。

【お問合せ】なばなの里 ☎0594-41-0787

夏季期間
（9/1～9/13） 1,000円 700円
花まつり

（9/14～10/18） 1,600円 1,300円
イルミネーション
（10/19～Ｒ2.2/29） 2,300円 2,000円
【利用方法】 互助会事務局のみのお取り扱いとなります。会員証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、お時間がかかりますので事前にご連絡ください。

事務局窓口

窓口 秋シーズン入園券のあっ旋!!
　ひらかたパークの秋季チケットが、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、9月7日㈯～12月1日㈰の間でご利用いただけるチケットです。（期間中は休園日があります）

取扱チケット（引換券） 券　　種 一般価格 あっ旋価格 ◎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。
◎ フリーパスではご利用いただけない施設･イベント
があります。

フリーパス引換券付入園券

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～未就学児 2,600円 2,200円

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

■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。

【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、お時間がかかりますので事前にご連絡ください。

会員のみなさん！ 突然ですが… 同じ空気を吸って
同じ山や湖を見ている人たちが

一緒に語り合い、意見を尊重しながら
生活していければ楽しいはず。
少し想像してみてください。
ラジオから身近な情報と

大好きな音楽が流れてくれば、
さらに一層良いアイデアを

もたらしてくれるに違いありません。
─株式会社FMおおつ 代表取締役 古田 誠─

「FMおおつ」をご存知ですか？

以前、講座を担当してくださった芦田祥衣さんは、FMおおつで
パーソナリティをしておられます。そのご縁で、私たち勤労者互
助会が番組に出演したのを皮切りに、互助会に所
属する4社が辻村琴美さんの番組に出演し、技術
や活動をPRさせていただきました。
FMおおつは「地域密着」！ 災害時には大津市の最
新情報をピンポイントでお届けしてくださいます。
FMおおつをもっと多くの皆さんに知っていただき
たく、ご紹介いたします！

視聴サイト
（FM++）

FMおおつが発信する05つのこと

大津の
新しい魅力

01
地域の

人・もの・こと

02
地域密着の
災害情報

04
思わず

聴いちゃう
CM

05
年代問わず
愛される

音楽

03
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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／ ①～④	 ９月10日㈫午前８時40分～９月27日㈮まで（先着順）
	 ⑤⑥	 ９月17日㈫午前８時40分～10月15日㈫（先着順）
	 ⑦⑧	 ９月17日㈫午前８時40分～10月8日㈫　※定員を超えた場合は抽選
◆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Ｐ５へ）

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

①

健康寿命を延ばそう！
体軸トレーニング教室

10/1、15、29、11/12、26、12/10、
24 火 10：30～11：30 ７回 2,800円

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。

②
リズム感を高めよう！

スポーツリズムトレーニングⅠ
（４歳～未就学児） 10/1、15、29、11/5、19、12/3 火

15：00～15：45 ６回 3,000円

③
リズム感を高めよう！

スポーツリズムトレーニングⅡ
（小学１年生～３年生）

16：00～16：45 ６回 3,000円

内容
リズﾑを変える。すべてが変わる。子どもたちの大好きな「リズﾑジャンプ」を使って楽しみながら運動能力を向上させます。リズﾑ感を高
めることで、動きにﾒリハリが付き、パフォー マンｽの向上のみならず、怪我の予防にもつながります。音楽に合わせて、楽しくトﾚｰニング
をしましょう♪

④
お茶の心とお点前講座 10/7、21、11/11、25、12/9、23、

1/6、20、2/3、17 月 18：30～20：30 10回 6,000円
（5,000円）

内容 日常を離れ、ゆったりと楽しいひとときを過ごしましょう。お茶のいただき方や普段でも使える礼儀作法など、お茶の心を学びます。

⑤
はじめてのキッズダンス教室

（４歳～６歳） 10/19、11/2、16、12/7、21 土 10：30～11：20 ５回 3,000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♪

⑥
かんたんキッズダンス教室

（６歳～８歳） 10/19、11/2、16、12/7、21 土 11：30～12：30 ５回 3,000円

内容 ６歳～８歳を対象に、基礎のリズﾑ練習からJ-POPのダンｽまで様々な種類で踊りましょう♪

⑦ お手軽スケッチ教室Ⅰ
10/23、11/6、20、12/4、18 水

10：00～12：00 ５回 3,000円

⑧ お手軽スケッチ教室Ⅱ 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♪	

　
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　調理実習室	 ◆講師／南　ゆう子	先生
◆持 ち 物／エプロン、三角巾（バンダナ）、布巾（２枚）、タッパー等
◆内　　容／いまさら聞けないお料理の基本のあんなこと、こんなこと。だんどり良く作ることを学びましょう。旬の素

材を生かして、おいしく作るコツがわかると、お料理することがきっと楽しくなります♪	本物ってやっぱり
おいしい！！	Let’s	try	　注）遅刻・欠席をされる場合は、必ずセンター へ連絡してください。

◆受　講　料／3,000円（別途教材費	9,000円）	 ◆定員／16名
◆申込期間／9/10㈫AM8：40～9/27㈮　※先着順

◆開催日時／10/9、23、11/6、20、12/4、18、1/8、22、2/5、19　水曜日
 18：45～20：30　全10回

ゆう子先生のちょっと気になる家庭料理教室
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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。
※スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、10月9日㈬AM10：00に事務局にて抽選いたします。当選者の方のみご連絡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・大津市勤労福祉センター自主事業　申込方法★

　
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／４Ｆ　研修室　　◆講師／生野　千穂	先生
◆持　ち　物／はさみ、手拭きタオル
◆内　　容／今はやりのエコな紙バンド（クラフトテープ）でかぼちゃお化けの籠を作りましょう～！

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を一緒に作りませんか？
※	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／ 1,000円（別途教材費	700円）
◆定　　員／15名　　◆申込期間／9/10㈫AM8：40～9/27㈮　※先着順

◆開催日時／10/7　月曜日　9：30～12：30　全１回

【ハロウィン企画】
クラフトバンド教室～かぼちゃお化けの籠を作ります～

◆開催場所／４Ｆ　会議室２　　◆講師／加藤　弘貴　◆持ち物／筆記用具、パソコン
◆内　　容／プレゼンで困っていませんか？？	初心者や未経験者の方はもちろん、自己流でパワー

ポイントを使っているけれど、基本をもう一度より効率の良い作業法を習得したい！
という方にもおススメです。※随時質問を受けるｽタイﾙで行います。

◆受　講　料／ 3,000円（別途教材費	700円）
◆定　　員／15名　　◆申込期間／9/10㈫AM8：40～9/27㈮　※先着順

◆開催日時／10/12、19、26、11/9、16　土曜日　10：30～11：30　全５回

プレゼンで便利に使おう！
はじめてのパワーポイント使い方基本講座

◆開催場所／３Ｆ　集会室　　◆講師／大津市中消防署救急係（救急救命士）
◆持　ち　物／筆記用具
◆内　　容／大津市中消防署の救急救命士から一般家庭で発生する救急事故の応急措置方法や、

心肺停止時の救命措置（心肺蘇生、ＡＥＤの使い方）を学ぶことにより、家庭や野
外での緊急時に慌てず対応できます！

◆受　講　料／無料
◆定　　員／20名　　◆申込期間／9/10㈫AM8：40～9/27㈮　※先着順

◆開催日時／10/10　木曜日　10：00～11：30　全１回

応急手当講習会～大切な人の命を守るため！～
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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／２Ｆ　調理実習室　　◆講　　師／橋本　英里	先生
◆持　ち　物／エプロン、三角巾、布巾２枚程度
◆内　　容／おうちでも簡単に作れるお店に負けない美味しいケーキ作りのコツを学びません	

か♬	今回は、キャラメル入りの生地にクルミを入れて焼く① “キャラメルナッツクグ
ロフ” とベリーピューレ入りの生クリームでデコレーションする② “ベリーのドーム
ケーキ” に挑戦！	作り方をマスターして、レパートリーを増やしましょう♪
※①は、15㎝の1/4台　②は、18㎝の1/4台をお持ち帰りいただけます。

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費	1,000円）
◆定　　員／16名　　◆申込期間／9/17㈫AM8：40～10/23㈬　※先着順

◆開催日時／10/27　日曜日　10：00～12：30　全１回

パティシエ気分で♪ ケーキづくり教室

◆開催場所／３Ｆ　集会室　　◆講　　師／沢村　泉	先生
◆持　ち　物／布用はさみ、ウェットティッシュ、チャコペン（あれば）、作品を持ち帰る袋
◆内　　容／布と厚紙で身のまわりの小物を作ろう♪	まずは1DAYレッスンから始めましょう！
　　　　　　布地は、人気のウィリアム・モリス「ブラザーラビット」の2色（水色・ベージュ）

から選んでいただき、ティッシュBOXを作成していきます！	作り方を覚えてちょっと
したプレゼントにも最適です。上品な“ティッシュBOX”でさりげなくお部屋をグレー
ドアップ♪
（サイズ：約24㎝×約12.5cm×高さ約7.5cm）※布地は事前に選んでいただきます。（見本あり）

◆受　講　料／1,000円（別途教材費	1,500円）
◆定　　員／15名　　◆申込期間／9/17㈫AM8：40～10/23㈬　※先着順

◆開催日時／10/31　木曜日　10：00～12：00　全１回

布と厚紙で作るカルトナージュ教室～ティッシュBOXを作ります～

■阪神甲子園球場年間予約席について
阪神タイガースがクライマックスシリーズ・日本シリーズの出場権を得た場合の甲子園球場入場券の取扱
いについては、案内時期次第では会報誌での掲載が難しい場合があるため、案内が届き次第当会ホームペー
ジまたは事務局窓口にてお知らせします。

■志摩スペイン村パルケエスパーニャ補助券について
志摩スペイン村パルケエスパーニャは、消費税増税に伴い10月より料金改定があります。有効期限が9月
末日までの補助券をお持ちで、10月以降今年度中に行かれる方は、お持ちの補助券との差替えが必要に
なりますで、補助券をお持ちのうえ9/5以降に取扱窓口（互助会事務局、瀬田、大津北商工会）までお越
しください。紛失された方への再交付は致しません。

■滋賀県立アイスアリーナ
　使用料金改定について

10月１日から、大人・平日の
優待料金が変更になります。

券　種 区　　分 通常料金 優待料金

入館券
大　人

平　日 1,200円→1,300円 1,000円→1,100円
土日祝 1,600円→1,700円 1,400円

小　人
（高校生以下）

平　日 　550円→　600円 　500円
土日祝 　700円→　750円 　600円
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びわ湖ホール オペラへの招待
Ｊ．シュトラウスⅡ世作曲 歌劇『こうもり』

令和２年　1月₁₀日㈮･₁₁日㈯
　　　　　　　　₁₂日㈰･₁₃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

一　般 5,000円→ 4,000円 10枚
青少年

（25歳未満） 2,000円→ 1,400円 10枚
※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／ 9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

市原悦子 最後の出演作品
やすらぎシネマ15「しゃぼん玉」上映会

10月22日  さざなみホール
10月27日㈰ 野洲文化ホール

ともに10：30/14：00開演
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席自由 1,000円（前売り）→ 700円 各10枚
※	共通チケットにつき都合の良い上映会に
　入場可
※	未就学児入場不可

●締切日／ 9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

小山実稚恵 ピアノリサイタル

12月15日㈰　14：00開演
近江八幡市文化会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 3,000円→ 2,400円 10枚
A　席 2,500円→ 1,800円 10枚

※	全席指定　
※	未就学児入場不可

●締切日／ 9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

ⒸHiromichi	Uchida

ルシオール AKF 秋色 2019
0歳から楽しめる！ ココロとカラダが元気になるコンサート

11月17日㈰　15：00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 1,800円→ 1,300円 10枚

高校生以下 800円→ 600円 10枚
親子ペア 2,300円→ 1,600円 10枚
※	全席指定
※	3歳以上有料
※	3歳未満保護者1名につき1名まで
　膝上鑑賞無料
　（お席が必要な場合は有料）

●締切日／ 9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

桂文珍独演会

12月8日㈰　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 4,500円（前売り）→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 9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、９ページをご覧ください。

人気番組『プレバト！！』でおなじみ
4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4

夏井いつき「句会ライブ」
11月3日㈰　14：00開演

ひこね市文化プラザ　グランドホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,200円→ 800円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	託児サ ビーｽあり（有料･要予約）

●締切日／ 9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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クリスマス/アヴェ･マリア
サンクトペテルブルグ室内合奏団

12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

全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 9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

ザ・ニュースペーパー 京都 2019 番外編

11月11日㈪　17：30開演
京都府立文化芸術会館

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

【出 演】松下アキラ、福本ヒデ、土谷ひろし、山本天心
【ゲスト】MAKOTO（真筝）エフエム京都で番組を持つジャズシンガー

●締切日／ 9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

新歌舞伎座開場60周年記念
舟木一夫特別公演

11月10日㈰・16日㈯
ともに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 各6枚
※	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／ 9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

「ローマの休日」全編上映ライブコンサート
～ローマ･イタリア管弦楽団～

2020年1月21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 6,500円→ 5,500円 10枚
A　席 5,000円→ 4,000円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
※日本語字幕付き

●締切日／ 9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

梅沢富美男＆研ナオコ
アッ！とおどろく夢芝居─2019─

11月21日㈭　14：00/18：00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

昼の部 7,000円→ 4,900円 10枚
夜の部 7,000円→ 3,900円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 9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、９ページをご覧ください。

映画「最高の人生の見つけ方」

◆会期／10月11日㈮～全国公開
区 分 あっ旋料金 予定枚数

一　般 1,800円
または1,900円→ 1,050円 50枚

※	互助会の映画特別優待券とは併用
できません。

余命宣告された2人のありえない出会いと想
定外の行動から始まる奇跡の物語
出演： 吉永小百合、天海祐希、ムロツヨシ、

満島ひかり、前川 清

電話
XFA

インターネット

●締切日／ 9月24日㈫ 
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	 Ⓒ2019「最高の人生の見つけ方」製作委員会
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ラファエル前派の軌跡展

◆会期／10月5日㈯～12月15日㈰
◆場所／あべのハルカス美術館（16F）
＊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／10/7、21、28

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）

ターナー、ラスキンからロセッテイ、バーン=ジョーンズ、モリスまで

●このチケットの販売は10月4日㈮までです。

窓口

御即位記念 第71回 正倉院展

◆会期／10月26日㈯～11月14日㈭
◆場所／奈良国立博物館
＊開館時間／9：00～18：00（金土日祝は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで　＊休館日／会期中無休

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,100円→ 700円 50枚
高大生 700円→ 400円 30枚
小中生 400円→ 200円 30枚

※障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料（要証明）　※本展の観覧券で名品展
（なら仏像館・青銅器館）も観覧可能　※11/14は御即位記念のため入館無料（名品展含む）
天皇陛下の御即位を記念し、正倉院宝物の成り立ちを示す宝物や、宝庫を
代表する宝物、シルクロードの遺風を感じさせる宝物類が出陳されます。

●このチケットの販売は10月25日㈮までです。

窓口

流転100年
佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美

◆会期／10月12日㈯～11月24日㈰
◆場所／京都国立博物館　平和知新館
＊開館時間／9：30～18：00（金土は20：00まで）※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日※ただし、10/14、11/4は開館、翌火曜日休館

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 700円→ 400円 30枚

※障害者の方とその介護者1名は無料（要証明）　※大学生、高
校生の方は学生証を提示　※会期中一部展示替あり
三十六歌仙絵の最高峰《佐竹本三十六歌仙絵》が、散り散りになって以来、
100年を機に過去最大規模で集結!!

●このチケットの販売は10月11日㈮までです。

窓口

富野由悠季の世界
─ガンダム、イデオン、そして今

◆会期／10月12日㈯～12月22日㈰
◆場所／兵庫県立美術館

＊開館時間／10：00～18：00（金土は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日　※ただし、10月14、11月4は開館

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

※	障がいのある方とその介護の方1名は無料（要証明）
※70歳以上は一般当日料金700円
アニメ界デビューから55年─富野由悠季、初の回顧展

●このチケットの販売は10月11日㈮までです。 		

窓口

★★申込方法は、９ページをご覧ください。

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

●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。

〈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。FAX電話 窓口インターネット 事務局窓口

〈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。

窓口

■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
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美とやすらぎの空間
最高の自分と出会える時を─

銘木材、床材一式
家のリフォー ﾑ請け賜ります

エステティック・コフレ・ビジュー ○湖 湖都銘木
草津市東矢倉3-35-456 大津市堅田1-1-5

TEL&ＦＡＸ：077‒565‒8386
http://www.coffret-bijoux.me

info@coffret-bijoux.me
TEL：077‒573‒1160
FAX：077‒573‒3080

８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】

　

昨年に続き、朽木へ渓流魚釣り＆つかみ
取りへ行ってきました。今年のお魚はヤマメ。集団で池の中を
スイスイ泳いでる所へエサをポチャリ垂らすと…パクッ！ ヤマメを
ＧＥＴ‼ しかし…徐々にヤマメも警戒心が…なかなか食いつかな
くなった所で水を抜いてつかみ取り開始‼ 子供たちは水着に着
替えてヤマメとの追いかけごっこ♪ たくさんのヤマメをとってく
れました。いっぱい遊んだ後のバーベキューは格別‼ ヤマメも
塩焼きに‼ 自分たちでとっただけにお味も最高でした☆
心配していたお天気も晴天に恵まれ、大自然の中、たっぷり楽
しんでいただけました♪ありがとうございました。

８月18日㈰ 朽木渓流魚センターへ行ってきました！！ ❖参加者 29名互助会
事業報告２

　 　
互助会

事業報告１

◆景品をご提供いただいた事業所様・関係団体様◆
※敬称略（抽選順）

ナガシマリゾート、琵琶湖汽船㈱、レークウエスト観光㈱、大津アレックスシネマ、
ユナイテッド･シネマ大津、イオンシネマ草津、㈲デリ・アート、ひらかたパーク、び
わ湖バレイ㈱、名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク、スポーツクラブ
NAS㈱大津一里山、京都水族館、㈱トイカード、志摩スペイン村パルケエスパー
ニャ、㈱海遊館、吉本興業㈱、白石薬品㈱、都ホテル京都八条口、ロイヤルオーク
ホテルスパ＆ガーデンズ、びわ湖大津プリンスホテル、京阪ホテルズ＆リゾーツ
㈱琵琶湖ホテル、きまま亭しま、㈱中山スポーツ、御菓子司金時堂、浪乃音酒造
㈱、滋賀ビジネスマシン㈱、㈱寺新鶏肉店、㈲花治商店、比良ゴルフ倶楽部、坂口
テレビサービス㈱、お香みのり苑㈱、㈱小寺製作所、㈲三共自動車、イノウジャパ
ン㈱、正・副理事長 

〔協力：瀬田商工会、大津北商工会（堅田・志賀支所）〕

７月24日㈬　互助会夏まつりを開催いたしました♪
 ❖参加者 355名

大好評の互助会夏まつり！！ 今年も
多くの方にお申込みをいただき、
50名増員にて開催させていただ
きました。木下洸希様のパフォー
マンスはすばらしく釘付けに♪ 
お料理は卓盛りスタイルでゆった
り着席にてお食事していただけ
ました。 抽選会では、豪華賞品
がくると…皆様の歓声も高まり、
ワァー！ キャー！ 大興奮‼ 皆様と
楽しい一夜を過ごせました。
ご参加いただいた皆様、ご提供
いただきました事業所様・関係団
体様、本当にありがとうございま
した。


