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互助会だより12月号

互助会だより
令和２年1２月4日 発行

12 月 号
令和2年11月1日	 現在
事業所数	 1,019　
会 員 数	  5,645人
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	 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/

2021年の幕開けを琵琶湖最大の客船ビアンカで優雅に過ごす
ビアンカ 初日の出クルーズ

◆期日／2021年１月1日㈮

区 分 通常料金 会員料金
大　人

（中学生以上） 3,000円 2,700円
小　人

（3歳～小学生） 1,500円 1,350円

◆運航時間／ ※6：30	乗船開始
	             　    初日の出
　　　　　　　6：45	⇒	7：04頃	⇒	7：45
　　　　　　大津港発　　　　　　　　大津港着

◆お求め方法／
※ご予約が必要です。
※当日、互助会の会員証を現地窓口にてご提示ください。
※ 会員証１枚につき５名まであっ旋料金にてご乗船いただけ
ます。
※ 支払いは、現金またはクレジットカードでお願いします。
※ 3歳未満のお子様は、保護者１名につき１名まで無料。２人
目からは小人料金が必要。

お問い合わせ･お申し込み…琵琶湖汽船㈱
電話：５２４⊖５０００（予約センター受付9：00︲17：00）※当日の気象状況により初日の出が拝めな

い場合がございます。予めご了承ください。

山間から昇る日の出が琵琶湖を朱色に染め
ゆく様は、訪れる2021年を幸福なものへと
予感させてくれる、素晴らしい光景です。
新年の幕開けはビアンカでお迎えください。

予約要

冬シーズンチケットのあっ旋!!
　アイススケートと雪あそびが楽しめる「ウインターカーニバル」 が大人気！ イルミネーションイ
ベントも開催されます♪ ご家族や会社の仲間とおでかけください！！

今回のお取り扱いは、12月5日㈯～2021年2月28日㈰の間でご利用いただける冬季チケットです。
ウインターカーニバルは、12月19日㈯より営業スタートになります！

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。

入園+フリーパス引換券

おとな
（中学生以上） 4,500円 3,800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+ウインターカーニバル
（スケートエリア・スノーエリア）

入場券

おとな
（中学生以上） 2,100円 1,700円

こども
（2歳から小学生） 1,400円 1,200円

■コロナウイルス感染拡大予防対策にご協力ください。
■ 状況により営業時間の変更や臨時休園となる可能性があります。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上お越しください。
 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

事務局窓口
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☆大津市勤労福祉センター講座・自主事業　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しております。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。

大津市勤労福祉センター講座 ※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

◆持 ち 物／ヨガマット、動きやすい服装、飲料水、タオル、マスク必着

◆持 ち 物／描きたいもの（野菜・果物・花など何でも）、現在お手持
ちの絵具・筆・色鉛筆・スケッチブックなど、マスク必着

①アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ
②アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ

①お手軽スケッチ教室Ⅰ
②お手軽スケッチ教室Ⅱ

柔らかいカラダを作りたい方！ 肩コリ、むくみのある方！ ホルモンバランスを取りたい方！におススメです♪ オーガニック
のアロマクリームを使って、まずは手足をリンパマッサージ。あとは、ストレッチとカンタン体幹トレーニング、また骨盤も
調整しながら、深部のリンパを流します。アロマの香りに癒されながら、90分、体をメンテナンスするクラスです。

「絵を書いてみたい！！」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。絵を書くこと
を楽しんでください。（午前の部・午後の部があります。）
注）絵の具等については、初回に講師より 説明がありますので、新しいものは 購入しないでください。

◆開催日時／  1/13、27、2/3、17、3/3、17　水曜日　①10：00～11：30　②13：30～15：00　全６回

◆開催日時／  1/13、27、2/10、24、3/10　水曜日　①10：00～12：00　②13：30～15：30　全５回

◆開催場所／ ２Ｆ　和室

◆開催場所／ ３Ｆ　集会室

◆受 講 料／	①②ともに3,000円（別途教材費：3,000円）

◆受 講 料／	①②ともに3,500円

◆定　　員／①②ともに10名

◆定　　員／①②ともに12名

◆申込期間／12/9㈬AM8：40～1/8㈮　※先着順

◆申込期間／12/16㈬ＡＭ8：40～1/5㈫　※定員を超えた場合は抽選

◆講　　師／須田　香織 先生

◆講　　師／児玉　紘一 先生
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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、年末年始（12/29～1/3）

★令和２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　申込方法★

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�

※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。

◆持 ち 物／筆記用具、マスク必着

◆持 ち 物／筆記用具、マスク必着

歴史講座「近江戦国散歩」※座学です

アロマで除菌スプレー＆ハンドクリームを作ろう！

戦国時代の歴史文化遺産、というと「お城」が思い浮かびます。しか
し、近江の戦国時代を理解し、楽しむためにはお城の周辺にある様々
な歴史文化遺産にも目を向ける必要があります。この講座では、お城に
目を向けつつも、関連する様々な歴史文化遺産（社寺仏閣・街道などな
ど）を幅広く取り上げ、戦国時代を楽しみながら散歩するような視点で
解説します。今回は明智光秀を中心とした大津市域と、織田信長を中
心とした湖東エリアを取り上げます。

アロマの基本を学習しながら、ご自身のお好きな香りを見つけて体に優しいアロマスプレーとアロマクリームを作ってみ
ませんか？ アロマの基本を学ぶと、カラダの症状や、気分に合わせたものも作れます！ アロマにご興味のある方、使い方
が分からない方、今年から新しいアロマ・ライフを始めてみましょう♡

◆開催日時／  2/3、10、17、24　水曜日　13：30～15：30　全４回

◆開催日時／  1/20　水曜日　10：00～12：00　全１回

◆開催場所／ ５Ｆ　大ホール

◆開催場所／ ３Ｆ　集会室

◆受 講 料／3,000円（教材費含む）

◆受 講 料／1,000円（別途教材費：1,000円）

◆定　　員／30名

◆定　　員／12名

◆申込期間／12/16㈬AM8：40～1/29㈮　※先着順

◆申込期間／12/16㈬AM8：40～1/15㈮　※先着順

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 先生

◆講　　師／須田　香織 先生
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ルシオール 再会コンサート
─がんばろう守山、明るい未来へ─

令和3年1月23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
全席指定 500円→ 400円 10枚
※	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確保した座席配置
��

●締切日／ 12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

				 				

音楽の扉 Room No.007
加藤景子ソロライブ

令和3年2月28日㈰　14：00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 3,000円→ 2,400円 10枚
※	未就学児入場不可
※	ソ シーャﾙディｽタンｽを確保した座席配置
��

●締切日／ 12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、５ページをご覧ください。

フィールドアート Media Mix 2021

令和3年1月23日㈯・1月24日㈰ 各日14：00開演
滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
ロールバック席 一般 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
ロールバック席 18歳以下 1,500円（前売り）→ 1,100円 10枚
2階席 一般 1,000円（前売り）→ 700円 10枚
2階席 18歳以下 800円（前売り）→ 600円 10枚
※	全席指定　※３歳以上有料（３歳未満お席が必要な場合有料）

●締切日／ 12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

【
出
　
演
】

１
／
2₃
㈯

①Legend	of	ANGELS	Drum&Bugle	Corps
②京都光華高等学校	吹奏楽部
③近江高等学校	吹奏楽部
④京都両洋高等学校	吹奏楽部
⑤京都明徳高等学校	吹奏楽部

１
／
2₄
㈰

①JOKERS	Drum&Bugle	Corps
②京都橘高等学校	吹奏楽部
③滋賀学園
　チｱリー ディングチｰﾑ	LAKERS
④滋賀県立甲西高等学校	吹奏楽部

加藤登紀子コンサート
百歌百会

令和3年1月30日㈯ 17：00開演
滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール

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／ 12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

				 				

ひこね市民大学特別講座
田中ウルヴェ京講演会

「トップアスリートに聞くストレスをやる気に変える方法」
令和3年3月21日㈰　14：00開演

ひこね市文化プラザ　メッセホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席自由 1,000円→ 700円 10枚
※	未就学児入場不可
※	令和2年3月15日振替公演
※	新型コロナウイﾙｽ感染症の拡大防

止に配慮した座席配列で実施

●締切日／ 12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

				 				

森麻季&林美智子デュオ・リサイタル

令和3年1月17日㈰　17：00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 4,000円→ 3,200円 10枚

高校生以下 2,000円→ 1,400円 10枚
※	未就学児入場不可
※	令和2年3月8日振替公演
※	新型コロナウイﾙｽ感染症の

拡大防止に配慮した座席配列
で実施

●締切日／ 12月23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

©Yuji	Hori	©toru	hiraiwa					
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桂雀々 新春独演会～うしの巻～

令和3年1月9日㈯　14：00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 3,700円→ 3,000円 10枚
※	未就学児入場不可
※	来場者から感染者が発生した場合、
購入者の氏名･電話番号が公的機
関へ提供されます。予めご了承くだ
さい。

●締切日／ 12月17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

				 				

改組 新 第７回 日展 京都展

◆会期／12月19日㈯～令和3年1月15日㈮
◆場所／京都市京セラ美術館

＊開館時間／10：00～18：00　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、12/28～1/2　※ただし、1/11は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,100円→ 600円 50枚
高大生 700円→ 400円 30枚

	※展覧会は予約優先。公式ウェブサイトまたは予約専用電話まで：075-761-0239
※	京都市内在住の70歳以上の方（京都市敬老乗車証等で確

認）、障がい者手帳等を提示された方及びその介護者1名は無料
※	中学生以下、京都府・滋賀県にお住まいか通勤・通学されてい
る方で、令和3年3月末で18歳未満だった方は無料	

●このチケットの販売は1月15日㈮までです 				

窓口

★★申込方法は、５ページをご覧ください。

木梨憲武展
TIMING─瞬間の光り─

◆会期／令和3年2月16日㈫～3月28日㈰
◆場所／京都文化博物館

＊開館時間／10：00～18：00（金曜日は19：30まで）
※入室はそれぞれ30分前まで
＊休館日／月曜日

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,600円→ 1,000円 50枚
高大生 1,300円→ 800円 30枚
小中生 600円→ 300円 30枚

	※障がい者手帳などをご提示の方と付添1名様までは無料（要証明）
※学生料金でご入場の際には学生証を提示	

●このチケットの販売は2月15日㈪までです 				

窓口ヨーロッパの宝石箱
リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展

◆会期／令和3年1月30日㈯～3月28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／2/1

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	

●このチケットの販売は1月29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



全福市場をご存知ですか?
全福センターのネットショッピング・サイトです。

年末年始のおせち、カニなど海産物や果物、スイーツなどいかがでしょうか？

★ ご利用には、ログイン【ＩＤ、パスワー
ド】が必要です。

①全福センターホームページログイン後、
トップページ右下のバナーをクリック。

②表示されたお知らせ詳細ページ「全福市
場」のリンク先 全福市場  をクリック。

③商品を選んで、ご購入手続き。お支払い
はクレジット、コンビニ、銀行窓口から。

④商品は、直接出店業者がお届けします。
（ご購入者と出店業者との直接取引とな
ります。）

ID：kk
パスワード：zenpuku

●�会員異動報告書の提出について
₁₂月末までの会員の退会及び₁月からの入会の受付
については事務処理の都合により₁₂月₂₄日㈭必着で
お願いします。
●�助成金・給付金申請について
助成金の₂₀₂₀年度利用分の申請期限は、₂₀₂₁年₄月₅
日㈪までです。
給付金の申請期限は、事由が発生した日から1年間
です。（注：退会餞別金は₃か月以内）期限を過ぎま
すと支給できませんので、お早目のご提出をおすす

めします。また、申請書の記入漏れや添付書類に不
備があった場合、お手続きができません。ご提出の
際は、再度誤記入や記入漏れがないか、添付書類が
そろっているかのご確認をお願いいたします。
●年末年始窓口業務について
下記の期間休ませていただきます。
予約チケットの受取りや購入予定のチケットなどが
ありましたらお早めにお越しください。
互助会事務局：₁₂月₂₉日㈫～₁月₃日㈰
瀬田商工会：₁₂月₂₉日㈫～₁月₃日㈰
大津北商工会（堅田/志賀支所）：₁₂月₂₆日㈯～₁月₃日㈰

●互助会だより1月号は、1月₇日㈭発行です。

得 得プレゼント

●	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。

●応募締切／12月25日㈮ 必着

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）

今月の得得プレゼントは
“阪神タイガースグッズ特集”第２弾！

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

①阪神タイガース・保冷付き2段トートバッグ …………………………………………………… １名
②阪神タイガース・今治タオルセット ……………………………………………………………… １名

〒５２０－０８０６�大津市打出浜１－６　（一財）大津市勤労者互助会宛
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互助会だより12月号


