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「申込書」は
今月号に同封して
います。

家庭常備薬等の特別あっ旋
～皆様の健康管理の一環として、
家庭常備薬を格安にあっ旋します～

●申込方法／ ①事業所あてに「申込書」を送付しましたので、会員さまに配布してください。
②事業所ごとに「申込書」を集めて、同封の「斡旋申込取りまとめ書」に申込枚数から担当者名までをはっきりと記入
してください。ゴム印の場合は、文字が潰れたりかすれたりしないようにご注意ください。
＊取りまとめていただく際、集計の必要はありません。

③「申込書」と「斡旋申込取りまとめ書」を互助会事務局まで
送付またはご持参ください。

① 案内書・申込書等配布
〈互助会〉

② 申込書・斡旋申込取りまとめ書送付

③納品
〈事業所〉

④代金支払い

〈白石薬品株式会社〉

※締切日を過ぎますと受付できません。 ※電話・ＦＡＸや瀬田・大津北（堅田・志賀支所）商工会でのお申し込みはできません。
※白石薬品株式会社への直接のお申し込みはご遠慮ください。

●申込締切／ 11月25日㈬ 互助会必着・厳守
●支払方法／ 納品時に、業者から「納品明細書」
「振込用紙」
「申込書」
「個人リスト」が同封されますので、事業所ご
とに直接業者へお振り込みください。
（商品到着後、振込はお早めにお願いします）
※振込用紙はコンビニエンスストア・郵便局にてご利用いただけます。※振込手数料は、業者負担。

●取扱業者／ 〒５７８-０９５４ 東大阪市横枕１２番１９号
白石薬品株式会社 〔電話：０７２－９６１－７４７１〕 担当：岡
●納品方法／ 現品は申込書ごとにまとめて業者から各事業所あてに送付します。

な！
コロナに負ける

所様応援企画

会員事業

12月中旬頃
お届け予定
＊送料無料

互助会だよりに事業所の広告掲載や
チラシの折り込みをしませんか？

事業所の広告掲載やチラシの折り込み料金が、令和3年3月号まで
会員事業所様に限り無料
！
事業所で開催される催しや商品のご案内などに互助会だよりを
ぜひご活用ください。
申込方法

●互助会だより掲載

発行月の前々月の中旬頃までに広告掲載等申込書に掲載原稿を添えて申請ください。
サイズ……互助会だより1/2ページまたは1/4ページ。

●チ ラシ 折り込 み

折り込み希望月の前月10日までに広告掲載等申込書にチラシ（原稿または現物）を
添えて申請ください。
サイズ･枚数……A4サイズ以下は2枚まで。B4・A3サイズは2つ折りにして1枚。
◉チラシは1種類につき1100枚ご用意ください。

─ まずは互助会事務局までお気軽にお問い合わせください。電話077︲522︲6499 ─
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☆大津市勤労福祉センター講座・ホーム講座

受講希望者様へのお願い☆

新型コロナウイルス感染予防対策として下記の通りご協力をお願いいたします。

◆通常より募集定員を減らして開催させていただきます。
◆マスクの着用及び手指消毒の徹底をお願いいたします。
※但し、運動中のマスク着用については、酸欠や熱中症等のリスク
もあるため、緊急時については受講者様の判断によるものとしま
すが、基本は講師の指示に従ってください。
◆受講前には必ずご自身で体温測定をお願いいたします。

◆発熱や咳の症状のある方、体調のすぐれない方はご遠慮ください。
◆当面の間、3Ｆ更衣室の使用はできませんので、ご了承ください。
◆ヨガマットの貸出を中止いたします。 各自でご準備いただきます
ようお願いいたします。
◆状況により、急遽休講する場合もありますので、ご了承ください。
◆随時講師の指示に従ってください。

会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます。

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 ～
◆申込期間／ 11月10日㈫ 午前８時40分～11月30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）
※受付初日の窓口でのお申し込みは、
ご遠慮いただきますようお願いいたします。
講

名

がんばらないヨガ教室

①

②

座

ちょっとがんばるヨガ教室
内
容

基礎英会話教室

内
容

④

⑤

華道教室

ベーシックヨガ教室

内
容

～time of healing～！

内
容

体軸トレーニング教室
内
容

（軽スポーツ室）

ピラティス＆ヨガ教室
⑩

⑪

（和室）

内
容

11：30～12：30 ７回 10名

3,500円

木

12/3・17・1/7・21・2/4・18・3/4

木

19：00～21：00 ７回 20名

4,900円
（500円）

12/4・18・1/8・22・2/5

金

10：00～12：00 ５回 10名

3,000円
（5,000円）

12/4・18・1/8・22・2/5・19・3/5

金

9：30～10：30

７回 10名

3,500円

12/4・18・1/8・22・2/5・19・3/5

金

11：00～12：00 ７回 10名

5,600円

12/4・18・1/15・22・2/5・19・3/5

金

19：00～20：00 ７回 18名

3,500円

12/8・22・1/5・19・2/2・16・3/2

火

10：00～11：00 ７回 10名

3,500円

12/8・22・1/12・26・2/9・3/2・16

19：00～20：00 ７回 18名

3,500円

19：00～20：00 ７回 10名

3,500円

火
12/15・1/5・19・2/2・16・3/9・23

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。
身体をリラクスさせる効果もあります！

パワーヨガ教室
内
容

3,500円

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。

ピラティス＆ヨガ教室

⑨

10：00～11：00 ７回 10名

心とカラダをリフレッシュ♪ ストレス社会で疲れた体を、
セラピーヨガで自律神経を整えながら、体の不調、
内面の不調を改善していきましょう
！
一緒に癒しのひと時を過ごしてみませんか。。。
健康寿命を延ばそう！

⑧

受講料（教材費）

レベルアップしたい方におススメ♪「ザ・ヨガ」のクラスです。ハタヨガの基本ポーズと呼吸法をバランス良く行い、
しっかりと全身を動かし、
体幹
を鍛え、
自分の体や心と向き合う感覚を養い安定させていきます！

セラピーヨガ教室

⑦

定員

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、代謝を上げていきます。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！
レベルアップ！

⑥

回数

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！ 今回は、
季節のクリスマスリースやお正月のお花をア
レンジします！ 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。

ハタヨガ教室（初心者）
内
容

時間

中学英語をおさらいしてみよう～！
中学生レベルの単語・文法で基礎を学びながら、
日常会話を楽しく覚えましょう♪

未生流
内
容

12/3・17・1/7・21・2/4・18・3/4

曜日

呼吸に意識を集中させ、
ここちよく流れる時の中で、
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
！
！ レベルアップ
したい方は
「ちょっとがんばるヨガ」
をおススメします！
中学英語をもう一度！

③

開催期間

12/9・23・1/6・20・2/3・17・3/3

水

19：00～20：00 ７回 18名

深い呼吸とヨガのポーズ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！
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3,500円

互 助 会 だより 1 1 月号
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

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

※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。）

歴史講座

心とからだの

「白洲正子 近江のかくれ里」

メンテナンスヨガ教室

今なお、多くの人達を惹きつける白洲正子の作品。なか
でも
『かくれ里』には近江が七編も紹介されています。白
洲正子を惹きつけた『かくれ里』の世界を作品と現地の
様子を豊富な画像を用い、講師の感性を織り交ぜ解説し
ます。現代の日本人が失いかけている大切なものを、近
江の『かくれ里』が語りかけてくれるはずです。

深い呼吸で内臓を活性化し、新陳代謝の良い身体をつく
りましょう♪ 女性の美を意識し、気になるポッコリお腹
を引き締め、体形維持や体質改善、美肌促進
をめざし、これから歳を重ねていく女性たち
のためのレッスンです。楽しくメンテナンス
していきましょう♪

◆開催日時／	12/16 「油日の古面・油日から櫟野へ山への祈りとその造形」
	12/23 「石を訪ねて・石の寺石に宿るもの、そして表出する美」

◆開催日時／	1 2/5、12、1/9、16、23、30、2/6、

１/６
	１/13

水曜日

◆開催場所／ ５Ｆ
◆講

13、20、27

「葛川明王院シコブチ信仰と千日回峰行」
13：30～15：30 全４回

大ホール

師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼

◆持 ち 物／筆記用具、
マスク必着

◆開催場所／ ２Ｆ
◆講

全10回

多目的室

師／ヨガスタジオアピュアー Sachiko 先生

◆持 ち 物／運動できる服装、飲み物、汗拭きタオル、
マスク必着、ヨガマット

芳幸 先生

◆受 講 料／ 3,000円

◆受 講 料／ 3,000円
（教材費含む）
◆定

土曜日

13：30～14：30

「湖北菅浦湖北に展開する美と暮らし」

◆定

員／ 30名

◆申込期間／11/16㈪AM8：40～12/15㈫ ※先着順

員／10名

◆申込期間／11/10㈫AM8：40～11/30㈪ ※先着順

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。

お正月用寄せ植え教室

～お正月の玄関は縁起物で華やかに！～
お正月には欠かせない縁起の良い植物「葉牡丹」を使っ
た寄せ植えしてみませんか？新年の玄関に飾って幸福を
呼び込みましょう～♡春先まで長持ちしますよ♪
◆開催日時／	12/10 木曜日
10：00～12：00

◆開催場所／５Ｆ

大ホール

全１回

◆講

師／中田園芸 中田

幸吉 先生

◆持 ち 物／持帰り用袋
（幅40㎝・高さ30㎝・
奥行30㎝以上）、汚れてもよい
服装、ビニール手袋
（フィットす
るタイプ）、移植用のスコップ、
マスク必着
◆受 講 料／ 1,000円
（教材費 2,500円）
◆定

員／ 15名

◆申込期間／11/16㈪AM8：40～12/4㈮

★令和２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★
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
勤労福祉センター
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。
開館時間／月～土曜：午前９時～午後９時まで
※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）
日 曜 日：午前９時～午後５時まで
※お申し込みが少数の場合は中止することがあります。
休 館 日／ 毎月第３日曜日、祝祭日
※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は、教材費が発生する
場合があります。
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。
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。
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。

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。
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電話

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!

抽選

◆ 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／11/27㈮ 19時まで ※お渡しは12/7㈪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、12/3㈭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。※申込締切日を過ぎますとキャンセルはできません。

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・ちゃんぽん亭 総 本 家・ココス・吉 野 家・和 食さと・ビッグボーイ・
ロイヤルホスト・ザ めしや・ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー…など

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

得 得 プレゼント

今月の得得プレゼントは“阪神タイガースグッズ特集”第1弾！
下記の賞品をプレゼントします。
（応募多数の場合は抽選になります）

①阪神タイガース・和風タンブラ―ペアセット… …………………………………………………… １名
②阪神タイガース・デジタルクロック… ……………………………………………………………… １名
③阪神タイガース・ワンタッチステンレスボトル… ………………………………………………… １名
●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。

〒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／11月27日㈮ 必着
※応募は、
事務局に賞品を取りに来られる方限定です。

※当選された方のみお電話でお知らせします。

◆『令和２年 労福協まつり』中止のお知らせ◆
年末の恒例行事となっております労福協まつりにつきまして、 新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止、 および皆様の健康と安全を第一に考慮し、 中止することと
いたしました。
開催を楽しみにお待ちいただいていた皆様には心苦しいお知らせとなりますが、
何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
最後に、 一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、 皆様のご健康を心より
お祈り申し上げます。
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大人気！りんご（品種：ふじ）のあっ旋！
！

FAX

◆ご注文からお渡しまでのながれ

ＦＡＸにてご注文

※下部注文書をご利用ください

▼

お待たせいたしました！ 今年も長野県喬木村産のりんごを予約販売いたします。今夏は猛暑
ではありましたが、台風被害も少なく、10/27現在りんごの出来は上々とたかぎ農村交流研修
センターより連絡がありました。いつもお世話になっている方へのお歳暮や大切なお友達へ
のプレゼントとして贈答用りんごを、家庭用りんごは見栄えや大きさが規格から外れたりんご
ですが、味は贈答用りんごと変わりがないためご家族用にいかがでしょうか。りんごは、喬木
村から互助会事務局へ直送されますが、生ものですので商品到着後３日以内に互助会事務局
で受け取り可能な方というのがご注文条件になります。是非この機会にお試しください。

互助会より受付完了のご連絡
※連絡がない場合はお電話ください

１２月中旬頃

▼

互助会事務局へ到着予定

▼

互助会事務局にてお渡しとお支払い

◆締 切 日／11月25日㈬ 厳守
◆注意事項／ ◦商品到着後お電話にてご連絡いたします。生ものにつき到着から３日以内にお受
け取り可能な方のみご注文ください。 ※商工会でのお渡しはできません。
◦りんごはご自身で運んでお持ち帰りいただきます。
◦お申込み後のキャンセル・変更はできません。
◦お持ち帰り後すぐに開封し痛みなどないかご確認ください。 それにかかる連絡・
お問合せ等は年内中に『たかぎ農村交流研修センター』☎0265-33-3999まで。
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

＂家庭用＂とは、多少のキズやへこみ・サイズなど、見栄えにやや難がある規格外のりんごです。 風味は規格品とさほど変わらず、生育にも問題ありません。

⬆大津市勤労者互助会 FAX：５２３－３４９４

りんご予約注文書

事業所名

会員氏名

日中連絡先ＴＥＬ（
品

）
名

－

会員番号
内

容

①

贈答用 １０ｋｇ

パック詰め 2 段 26 ～ 32 玉

②

贈答用

パック詰め 1 段 13 ～ 16 玉

③

家庭用 １０ｋｇ

バラ入り

④

りんごジュース

１瓶１㍑入り

りんごジュース

１瓶１㍑入り× 6 本

⑤

５ｋｇ

合

－

単価（税込）

４,８００円

数

量

金

額

箱

円

２,６００円

箱

円

２,７００円

箱

円

４７０円

本

円

セット

円

２,８００円

計

円

★★申込方法は、７ページをご覧ください。
電話

FA X

インターネット

電話

びわ湖ホールジルヴェスター・コンサート2020-2021

FA X

インターネット

12月31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

S 席
A 席
B 席

※全席指定
※6歳以上入場可

あっ旋料金

7,000円→ 6,000円
5,500円→ 4,400円
4,000円→ 3,200円

●締切日／11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。

情熱のタンゴ&愛のシャンソン

令和3年1月30日㈯ 15：00開演
守山市民ホール 小ホール

予定枚数

区分

全席指定

10枚
10枚
10枚

あっ旋料金

4,500円→ 3,600円

予定枚数

※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配置での販売

●締切日／11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。

昨年の公演より
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10枚

互 助 会 だより 1 1 月号
★★申込方法は、７ページをご覧ください。
電話

歌の広場

FA X

インターネット

FA X

インターネット

12月12日㈯ 14：30開演
野洲文化小劇場（シライシアター野洲･横）
区分

あっ旋料金

自由席

1,000円（前売り）→

※未就学児入場不可

600円

京都フィルハーモニー室内合奏団
クリスマスコンサート

電話

12月19日㈯ 14：00開演
シライシアター野洲（野洲文化ホール）

予定枚数

区分

10枚

あっ旋料金

おとな
子ども

2,000円→ 1,400円

親子ペア

2,500円→ 1,800円

（2歳～小学生）

700円

1,000円→

予定枚数

10枚

※全席指定
※1度の購入は連番席で5枚まで
※別購入の方とは左右の座席を空けて販売
●締切日／11月25日㈬

●締切日／11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

※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。

できません。

八代亜紀

電話

FA X

インターネット

FA X

アコースティックコンサート 2021

区分

あっ旋料金

令和3年2月23日
（火･祝） 17：00開演
シライシアター野洲
（野洲文化ホール）

予定枚数

区分

6,500円→ 5,500円 各10枚

全席指定

※未就学児入場不可
※座席制限や検温･消毒等の新型コロ
ナウイﾙｽ感染症対策を講じて開催

できません。

米朝一門会
あっ旋料金

全席指定 3,300円（前売り）→ 2,600円

※未就学児入場不可

特別展 天平礼賛
─高遠なる理想の美─

窓口

令和3年2月13日㈯ 14：00開演
文化パルク城陽 プラムホール

区分

10枚

※一旦お申し込みいただきますとキャンセﾙ･変更は

文化パルク城陽開館25周年記念事業

インターネット

予定枚数

●締切日／11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。

FA X

あっ旋料金

4,500円→ 3,600円

※未就学児入場不可
※検温･消毒等の新型コロナウイﾙｽ感染症対策を講じて開催

●締切日／11月25日㈬

電話

～聴いてよく分かるクラシック2～〈5/30振替公演〉

インターネット

令和3年1月30日㈯ 12：30/16：30開演
シライシアター野洲（野洲文化ホール）
全席指定

秋川雅史コンサート

電話

◆会期／ 10月27日㈫～12月13日㈰
◆場所／ 大阪市立美術館

予定枚数

＊開館時間／9：30～17：00

10枚

＊休館日／月曜日、11/24

区分

一 般
高大生

出演：桂ざこば、
桂南光、
桂吉弥、桂歌之助、桂慶治朗

※入館は閉館30分前まで
※11/23は開館

あっ旋料金

1,500円→ 1,100円
1,200円→ 800円

予定枚数

50枚
30枚

※障がい者手帳などをお持ちの方（介護者1名も含む）
は無料（要証明）
※新型コロナウイﾙｽ感染拡大防止対策実施
 平美術の名品と共に刺激を受けた後世の作品約₁₀₀件が夢の競演。日本
天
美術の古典としての評価を得るにいたった過程を体感していただきます。

●締切日／11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。

●このチケットの販売は12月11日㈮までです。
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互 助 会 だより 1 1 月号
★★申込方法は、７ページをご覧ください。

三沢厚彦

窓口

ANIMALS IN ABENO HARUKAS

◆会期／ 11月21日㈯～令和3年1月17日㈰

◆会期／ ～令和3年9月30日㈭

◆場所／ あべのハルカス美術館

◆場所／ 長浜市内16施設他

＊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／12/31、1/1

区分

あっ旋料金

一 般
高大生
小中生

1,400円→
1,000円→
500円→

800円
600円
200円

長浜浪漫パスポート2020-2021

互助会
窓口

＊開館時間／各施設にお問合せください

区分

一

予定枚数

冊

あっ旋料金

1,000円→

700円

予定枚数

20冊

※おとな・こども同額
※市内の店舗や施設で割引や記念品などのサｰビｽあり
※長浜盆梅展などの企画展も入館可
（一部除外あり）

50枚
30枚
30枚


お問い合わせ：公益財団法人長浜観光協会
TEL.0749︲65︲6521

※障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンタｰでご購
入されたご本人と付添の方1名様まで当日料金の半額
※新型コロナウイﾙｽ感染拡大防止対策実施
●このチケットの販売は11月20日㈮までです。

●このチケットの販売は3月19日㈮までです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★
〈コンサート・演劇など〉

電話

FAX

インターネット

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・インターネットでの

●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〉
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。

〈美術館・博物館・映画・入場券・乗船券など〉

窓口

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

窓口でのお支払はつり銭のないようご協力をお願いします。

●宿泊施設利用助成は、会員さまご自身がお支払いになった
宿泊料金が3,000円に満たない場合、助成の対象になりま
せん。
※会員名（フルネーム）
・宿泊先・宿泊期間が確認できる領
収書を申請書と共にご提出ください。
●インフルエンザ予防接種受診助成は、会員さまご自身がお支払いになった受診費用
が対象になります。
※会員名（フルネーム）・受診日・インフルエンザの予防接種を受診したことが明
記された領収書を申請書と共にご提出ください。
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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。

互 助 会 だより 1 1 月号
10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。
設計から施工、そしてアフターサービスまで外構、エクステリアのこ
とならおまかせください。自社施工なので親切･丁寧に仕事します。

有限会社 宮本工業

びわ湖の景色も美味しいごちそう

｢ゼロ災滋賀｣を目指して活動しています

屋根の事ならお任せください。

Restaurant Bel van Brugge 公益社団法人 滋賀労働基準協会
レストラン

ベル

ヴァン

＊敬称略

市場瓦店

ブルージェ

大津市石山寺3-27-11

大津市柳が崎5-35 びわ湖大津館

大津市打出浜13-15 笹川ビル4F

大津市和邇中151-5

TEL：077‒533‒0105
FAX：077‒533‒2196
miyamoto.okoshi-yasu.com/
harukiti@par.odn.ne.jp

TEL：077‒511‒4180
FAX：077‒511‒3228
http://belvanbrugge.owst.jp

TEL：077‒522‒1786
FAX：077‒522‒1453
https://shigarouki.or.jp
info@shigarouki.or.jp

TEL：077‒576‒1262
FAX：077‒576‒8893
www.ichiba-kawara.com
ichiba.kawara@gmail.com

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】

【掲載記入例】

２,０００円

込書（事務局からＦＡＸ、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）で送信ください。

和 田 一 夫

◆申込方法／11月26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

理事長

◆枠サイズ／ 約1.5～２㎝×約８㎝
●申込状況により掲載枠サイズが若干変動する場合がございます。
●互助会だより新年号２ページから３ページに掲載予定。

※令和２年の新年号を参考になさってください。

会員事業所の紹介

一 般 社 団 法 人 大津市勤労者互助会

金／１枠

約８㎝

◆料

福利厚生のお手伝い

「互助会だより新年号」に各事業所様の新年のご挨拶を掲載します。

一 般 社 団 法 人 大津市勤労者互助会

新年号広告掲載募集！
！

約1.5～２㎝

長岡産業株式会社
〒520︲0832 大津市粟津町2︲61 TEL：077︲534︲1730
https://www.nagaoka-sangyou.jp

コロナ禍でも社員のチームワークでピンチをチャンスに!!
当社は、1914年に名古屋の地に木材商として産声を上げ、1954年法人化。
近江・大津の地に拠点を移し、フイルム加工、発泡シート加工、樹脂加工、請
負作業、オリジナル製品（プラマキシンʀ、スタクリアʀ、飛び出し人形、感染
予防対策品など）の製造など、出来ることを少しずつ増やしてきました。
お客様のお役に立てることを第一に、変化の歩みを止めず、お客様も社員も
ワクワクできるサービスや製品をこれからも取り揃えてまいります。
新たな取り組みに挑戦しようと昨年1年間に渡り、各部・工場より社員が集
まって研修会を開催。「経営理念・経営ビジョン・行動指針」を、経営者と共
に作り上げ、実現に向け、毎日唱和しております。
〈経営理念〉

幸せと誇り

当社に関わる人々、お客様、取引先、地域の皆さま、そして社員と
その家族に対し、幸せと誇りを提供できる会社を目指します
2019年11月には、
「子供参観」を開催。社員の家族を招き、仕事風景見学・
静電気実験コーナー・自社の菓子袋でのお菓子詰体験・スタンプラリーを行
い、お父さんお母さんが働く会社やその姿を見る事ができ、家族の絆が深まる
行事となりました。
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今春より、新型コロナ感染予防対策品
「エチケットパネル」
「透明アクリル防護壁」を
発売しております。
長岡産業 エチケットパネル

