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互助会だより10月号

互助会だより
令和２年10月5日 発行

10 月 号
令和2年9月1日	 現在
事業所数	 1,021　
会 員 数	  5,661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/

　本来なら、互助会だより10月号11月号では、会員拡大のための“事業所紹介
キャンペーン”で「皆様のお友達やお知り合いの事業所様をご紹介ください！」と
お願いしていたところですが、コロナ禍という事を鑑み記事を変更いたしました。
　『こんな時だからこそ、みんなで乗り越えよう！』
と、会員様からほのぼのと温かい絵はがきが給付金の申請書などに同封されて

いたり、メールで届いたり！	そんな心温まる絵
を皆さまにもご紹介させていただきたいと思い
ます。
　『平穏な日々はまたきっと来る！	みんな上
を向いて、ぎこちない笑顔でもいいから笑おう！	元気でガンバロウ！	支
え合おう！』
　一枚一枚の絵から、人と人との心に寄り添おうとする優しさと力強さを感じ
ます。
　今回ご紹介できなかった絵はがきは、事務局の窓口に飾っていますのでぜひご
覧ください。送ってくださった会員の方々、ありがとうございました。

会員のみなさま！！ こんにちは！！

三井寺の夕日……西国三十三所第₁₄番札所
観音堂へと続くモミジが立ち並んでい
る。モミジのトンネルを抜ければ琵琶湖
一望の景色を堪能することができます。
コロナのトンネル。。。早く抜けたい。。。

コスモスは、強風が吹いても倒れない、
ふわふわと風に揺られて咲くしなやかで
強い一面をもっている。生命力の強さを
感じます。

温水プール回数券

※	電話（☎522-6499）にてお申し込みください。お申し込み後
のキャンセﾙはできません。

※	月に２回の注文締切日を設けております。５日までにご注文いた
だいた場合は、10日以降のお渡し、20日までにご注文いただ
いた場合は、25日以降のお渡しとなります。

※	回数券のご準備ができ次第ご連絡させていただきますので、互
助会事務局へ会員証と代金をご用意のうえお越しください。

※	回数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、お渡しまで更にお時間がかかりますのでご了
承ください。

※	回数券に有効期限はございません。
※	利用等の詳細については各施設へ直接お問い合わせください。

★皇子が丘公園温水プール　★富士見市民温水プール
★におの浜ふれあいスポーツセンター温水プール

施　設　名 電　話
皇子が丘公園温水プール ５２６-３０８５
富士見市民温水プール ５３３-３１１３
におの浜ふれあいスポーツセンター温水プール ５２７-３５５３

電話

区　　分 あっ旋料金
大　人 ８,２５０円→ 7,0００円（11枚１組）
高校生 ５,５００円→ ４,７００円（11枚１組）
小　人 （中学生以下）
高齢者（65歳以上）
障がい者

４,０７０円→ ３,５００円（11枚１組）

10/1㈭より、大津アレックスシネマがコロナ禍の影響がなくなり、例年並み
の動員、興行収入が見込めるようになるまで休業となります。ご注意ください。大津アレックスシネマ休館のお知らせ
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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、受講料・教材費は講座当日にお持ちください。 
やむを得ずキャンセルされる場合は、申込期間内に必ずご連絡をお願いいたします。
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２年度　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。

◆開催日時／11/29　日曜日　10：00～12：00　全１回

来年の干支は丑（うし）です！ 丑は、十二支の第二番目の動物で、農作業や物を運ぶときの労働力として、人間の
生活に欠かせない動物でした。勤勉に良く働く姿が 「誠実さ」 の象徴とされています。ちなみに「紐」という漢字
には「丑」 の字が使われており、「結ぶ」 や 「つかむ」 などの意味が込められたとも考えられています。
子どもさんから、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ご家族みんなで、心のこもった手作りの 「幸
せの干支」 で新年を迎えませんか？　※小学３年生以下は保護者同伴。※焼き上がりは12月21日㈪以降の予定です。

羊毛フェルトって知っていますか？ 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♡ 今回のテーマは「干支」。可愛いモチーフの 「うし」 を作って新
年を迎えましょう♪ 自分らしく自由に制作してみませんか？
※�今回は時間短縮の為、本体の形はこちらで制作済みです。うしの模様、目、鼻、口、ツノなどを自由につけていただきます。
※対象：小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
※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。

ご希望の方には	①金屏風と黒台セットは別途500円
	 ②縁起のダルマキットは別途500円がそれぞれ必要です。

◆参　加　費／ 2,000円（丑のみ材料費含む）

◆注意事項／ご自宅で検温後、マスク必着でお越しください。

◆注意事項／ご自宅で検温後、マスク必着でお越しください。
◆定　　員／10名 ◆申込期間／10/16㈮AM8：40～11/20㈮

◆開催日時／11/7　土曜日　10：00～12：00　全１回

◆持　ち　物／汚れてもよい服装（エプロンなど）、手拭きタオル
◆参　加　費／ 2,000円（材料費含）
◆定　　員／30名 ◆申込期間／10/8㈭AM8：40～10/30㈮　※先着順

◆開催場所／5F　大ホール ◆講師／唐橋焼窯元 若山　義和 先生

◆開催場所／3F　集会室 ◆講師／上村　真紀 先生

毎年恒例！ 子どもから大人まで楽しく作れる♪
唐橋焼“幸せの干支づくり教室”～2021年の干支「丑」～ 

楽しくちくちく♪ 羊毛フェルト教室
～2021年の干支「うし」を作ります～

画像はイﾒー ジです。

画像はイﾒー ジです。
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市民落語会
「桂雀太独演会 ｉｎ おおつ」
11月14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→ 1,400円 10枚
スマイル

（小学生～２0歳） 1,000円→ 700円 10枚
※	全席自由
※	未就学児入場不可

●締切日／ 10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

滋賀県立文化産業交流会館
イベントホール内特設舞台「長栄座」
区 分 あっ旋料金 予定枚数

各日一般 3,000円（前売り）→ 2,400円 各10枚
各日青少年

（25歳未満）1,500円（前売り）→ 1,100円 各10枚
2日券一般 5,000円→ 4,000円 10枚
2日券青少年

（25歳未満） 2,000円→ 1,400円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	ソ シーャﾙディｽタンｽを考慮した座席配置

●締切日／ 10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。	

芝居小屋「長栄座」新春公演

新春コンサート「音楽巡礼Ⅱ」
～和楽器と歌でめぐる湖国滋賀～

源平芸能絵巻「赤と白と」
～時代を彩った其々の人間模様～

令和3年1月16日㈯　14：00開演

令和3年1月17日㈰　14：00開演

◆和楽器のための組曲『湖北物語』
◆新作  『近江の地酒スイーツ紀行』　～和楽器と声楽による６つの組曲～ほか
出演：藤原道山（尺八）、林家染太（落語）ほか

①平家琵琶《祇園精舎》 ②箏曲《須磨の嵐》　③邦楽舞踊「花二題」　④狂言「那須の語り」
⑤長唄舞踊「橋弁慶」 ⑥能「船弁慶」
出演：片山九郎右衛門ほか

電話 XFA
インターネット

ルシオール AKF 秋色 特別編
今、音楽が聴きたい！ オーケストラで楽しむ映画音楽

11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
大　人 1,800円→ 1,300円 10枚

高校生以下 800円→ 600円 10枚
※	全席指定
※	3歳以上有料
※	3歳未満入場不可
※	ソ シーャﾙディｽタンｽを考慮した座席配置

●締切日／ 10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

室内楽への招待〈ベートーヴェン生誕250年〉
葵トリオ（ピアノ三重奏）

11月22日㈰　14：00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
大　人 4,000円→ 3,200円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,500円→ 1,100円 10枚
※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／ 10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

★★申込方法は、４ページをご覧ください。

森麻季&西村悟デュオ・リサイタル
〈5/10振替公演〉

11月11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 10枚
A　席 4,200円→ 3,400円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	ソｰシャﾙディｽタンｽを考慮した座
席販売

※	状況により未販売の座席を追加販売
する場合あり

  ●締切日／ 10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。	

	©Yuji	Hori
©Yoshinobu	Fukaya	

電話
XFA

インターネット
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★★申込方法は、４ページをご覧ください。

文化パルク城陽開館₂₅周年記念事業
春風亭一之輔 独演会

11月8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 3,500円（前売り）→ 2,800円 10枚
※	未就学児入場不可
※前後左右１席ずつあけての販売
※状況により変更になる場合あり

●締切日／ 10月20日㈫	
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。	 写真	キッチンミノﾙ 				

電話
XFA

インターネット

ロンドン・ナショナル・ギャラリー展

＊開館時間／9：₀₀～1₇：₃₀（金･土は2₀：₀₀まで）	 ※入館は閉館₃₀分前まで
＊休館日／12/14、30～1/2、18　※変更の可能性あり

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,700円→ 1,100円

随時大学生 1,100円→ 700円
高校生 700円→ 400円

	※お日にちとお時間を決定してからお申し込みください（日時指定制度導入）※11/30
㈪までの入場券のお取り扱いはございません※入場時間区分を9時から1時間ごとに
設定※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料（要証明）※マｽク必着、入館
前の検温等コロナ対策あり※詳細、最新情報は公式サイトをご確認ください	

◆会期／11月3日（火･祝）～令和3.1月31日㈰
◆場所／国立国際美術館（大阪・中之島）

●12月１日㈫～12月29日㈫入場券⇒10月19日㈪締切
●１月３日㈰～１月31日㈰入場券⇒11月16日㈪締切
※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

聖衆来迎寺と盛安寺
─明智光秀ゆかりの下阪本の社寺─

◆会期／10月10日㈯～11月23日（月･祝）
◆場所／大津市歴史博物館

＊開館時間／9：00～17：00
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、11/4

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

 公開されることなく地元に伝わる名宝に加え、東京や大阪、奈良、京都など
に寄託されている至宝の里帰りを予定。かつてない規模で開催。 

●このチケットの販売は11月20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。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

※�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〉

●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〉

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 インターネット

〈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

得 得プレゼント

〒５２０－０８０６	大津市打出浜１－６
（一財）大津市勤労者互助会宛

【応募方法】	郵便ハガキに、ご希望の賞品番号・事業
所名・会員番号・氏名・電話番号と、互
助会に対するご意見を書いて下記までお申
し込みください。

【応募締切】10月29日㈭必着

※有効期限（2021.3.31）がございます。
※	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。

①京都鉄道博物館入館券２枚………… １名
②京都鉄道博物館入館券３枚………… １名


