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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/

●助成金・給付金について
　助成金・給付金の申請・請求には期限があります。期限を過ぎますと支給できませんのでご注意ください!!
◆助成金申請期限‥‥2020年４月６日㈪まで
◆給付金申請期限‥‥事由が発生した日から１年以内（退会餞別金は退会後３ケ月以内）
※ 申請・請求に必要な書類は「事務の手引き」または互助会ホームページよりダウンロードできますので、

必要事項をご記入のうえ添付書類とともにご提出ください。
※ マイナンバー制度の開始に伴い、住民票に個人番号欄（希望した場合に記載される）が追加になりましたが、

給付金請求時の証明書類として住民票を添付する場合には個人番号の省略された住民票を添付してくだ
さい。

※ 振込日…助成金：毎月月末（月１回）、給付金：毎月15日/末日（月２回）。振込日が土日祝にあたる場合
は翌営業日となります。

※ 申請書の記入漏れや書類の添付忘れがあった場合、お手続きができません。銀行口座等の誤記入がないか、
ご提出前に再度ご確認ください。

※ 詳細は『2019年度版利用ガイド』または互助会ホームページをご覧ください。

●2020年度遊園地・レジャー施設等のあっ旋チケットの取り扱いについて
　2020年度分の遊園地・㆑ジャー施設のチケットは３月下旬から取り扱いを開始します!
※ ナガシマスパーランドは既に開始しています。
※ 各種補助券等は、在庫枚数が限られているためご利用が確定してから会員証をご持参のうえ取りに来てく

ださい。また、利用率が低いと次年度の配給枚数に影響し、必要枚数が確保できない場合もありますので、
お手元に保管したまま未使用とならないよう、ご協力をお願いいたします。

●事務担当の皆様へ
　年度末の事務手続きの関係で、４月からの入会または３月末での退会手続き書類については、３月27日
㈮までにご提出ください。

●第42回理事長杯争奪ボウリング大会の中止について
　２月28日㈮に開催を予定していました理事長杯争奪ボウリング大会につきまして、多くの皆様にエント
リーいただき大変申し訳ございませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のために残念ながら中止と
いたしました。次回開催時にも多くの皆様のご参加をお待ちしております。

●新型コロナウイルス感染症によるコンサート等の中止時の対応について
　今後、新型コロナウイルス感染症によるコンサート等の中止や延期が予想されます。中止等の決定が確定
次第、お申込者様には互助会事務局からご連絡をいたします。既にご購入いただいたチケットにつきまして
は、ご返金の際に必要となりますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。
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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いたしました。
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。
　※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

共済給付金の内容が2019年４月より一部改正となっております
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◆場　　所／ 阪神甲子園球場
 　１塁アイビーシート（24段104～107）
◆席　　数／ 各試合４席（２席１組）
◆申込方法／ 「往復はがき」に右記の要領でお申し込みください。
　　　　　　　＊はがきは、会員一人につき１枚です。
　　　　　　　＊申込席数は、１枚のはがきで２席分です。
　　　　　　　＊電話、ＦＡＸでの受付はいたしません。
	 ＊ご利用は会員と同居家族に限ります。
◆締 切 日／ ３月１９日㈭　必着
◆抽 選 日／ ３月２３日㈪

＊当落の結果をはがきにてお知らせします。当選さ
れた方は、はがきと代金をご用意のうえお早め
に事務局までお越しください。

＊当選後のキャンセル・変更はできません。
　（雨天等の中止の場合を除く）

★空席がある場合は、３月２６日㈭ 8：40以降、先着順にて受け
付けます。 〔電話：５２２－６４９９〕

阪神甲子園球場年間予約席
《阪神タイガース公式戦観戦チケット》

はがき
抽選

※	交………交流戦

００２５ ６０８

往信

返信

　郵便往復はがき

大津市打出浜１－６
（大津市勤労福祉センター 内）

（一財）大津市勤労者互助会
宛

　郵便往復はがき

申込者の住所

氏名　様

（往信の裏面）

アイビーシート申込み
・会員番号
・事業所名
・会員名
・電話番号
・第１希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ
・第２希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ

試合日 カ　ー　ド 試合開始
時間

あっ旋料金
（２席1組）月 日 曜日

4

7 火 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
8 水 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円
9 木 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円
10 金 阪神－ヤクﾙト 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
11 土 阪神－ヤクﾙト 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
12 日 阪神－ヤクﾙト 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
17 金 阪神－中日 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
18 土 阪神－中日 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
19 日 阪神－中日 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
21 火 阪神－巨人 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
22 水 阪神－巨人 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
23 木 阪神－巨人 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
29 水 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
30 木 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円

5

1 金 阪神－ヤクﾙト 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
2 土 阪神－ヤクﾙト 1₄：₀₀ 9,000円←10,600円
3 日･祝 阪神－ヤクﾙト 1₄：₀₀ 9,000円←10,600円
8 金 阪神－中日 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
9 土 阪神－中日 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
10 日 阪神－中日 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
19 火 阪神－広島 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
20 水 阪神－広島 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
21 木 阪神－広島 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
26 火 阪神－ロッテ交 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円
27 水 阪神－ロッテ交 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円
28 木 阪神－ロッテ交 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円

6

2 火 阪神－オリックｽ交 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円
3 水 阪神－オリックｽ交 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
4 木 阪神－オリックｽ交 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円
5 金 阪神－ソフトバンク交 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
6 土 阪神－ソフトバンク交 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
7 日 阪神－ソフトバンク交 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
19 金 阪神－巨人 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
20 土 阪神－巨人 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
21 日 阪神－巨人 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
30 火 阪神－ヤクﾙト 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円

試合日 カ　ー　ド 試合開始
時間

あっ旋料金
（２席1組）月 日 曜日

7

1 水 阪神－ヤクﾙト 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円
2 木 阪神－ヤクﾙト 1₈：₀₀ 7,400円← 9,000円
7 火 阪神－巨人 1₈：₀₀ 9,000円←10,600円
8 水 阪神－巨人 1₈：₀₀ 9,000円←10,600円
9 木 阪神－巨人 1₈：₀₀ 9,000円←10,600円
10 金 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 9,000円←10,600円
11 土 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 9,000円←10,600円
12 日 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 9,000円←10,600円
17 金 阪神－中日 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
18 土 阪神－中日 1₈：₀₀ 9,000円←10,600円

9

1 火 阪神－ヤクﾙト 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
2 水 阪神－ヤクﾙト 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
3 木 阪神－ヤクﾙト 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
4 金 阪神－巨人 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
5 土 阪神－巨人 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
6 日 阪神－巨人 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
11 金 阪神－広島 1₈：₀₀ 8,800円←10,400円
12 土 阪神－広島 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
13 日 阪神－広島 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
21 月･祝 阪神－横浜DeNA 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
22 火･祝 阪神－横浜DeNA 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
23 水 阪神－横浜DeNA 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
29 火 阪神－中日 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
30 水 阪神－中日 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円

10 1 木 阪神－中日 1₈：₀₀ 7,800円← 9,400円
3 土 阪神－中日 1₄：₀₀ 8,800円←10,400円
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互助会会員限定

海津大崎桜並木の眺望と奥びわ湖クルーズの旅(長浜港発着便)

びわ湖最大の客船 ビアンカ号で行く

　「日本のさくら名所100選」にも選ばれている海津大崎の桜。約800本の華麗なソメイヨシノが
びわ湖岸延々約４㎞にわたり桜のトンネルをつくります。互助会会員証提示で、５名様まで下記
会員料金でご乗船いただけます!!　※必ず会員証をお持ちください。
◆運行期間／  4月8日㈬～15日㈬
◆運

（乗合便）
行時間／ 10：50～13：40（10日･14日のみ運行）

◆航　　路／ 長浜港→→海津大崎桜並木（船窓よりゆっくりご覧いただけます）→→長浜港
◆利用方法／ 予約制ですので、琵琶湖汽船㈱へ直接お電話でお申し込みください。

予約･お問合せ先･･･☎077⊖524⊖5000

○ ボランティアガイドによる観光案内付き。
○ 船内にて、軽食･ドリンク類･お土産物の販売あり。
○ 強風･悪天候･開花状況により、日程･運行コース等

が変更･中止になる場合あり。

◆乗船料金／ 区　分 一般料金 会員料金
大 人 3,200円 2,700円
小人（小学生） 1,600円 1,350円

 14：20～17：10（10日･13日は除外日）

※幼児は大人１名につき１名無料。２名以上は小人料金が必要。

春シーズン入園券のあっ旋！！
滋賀県勤労者互助会
連合会提携施設

取扱チケット（引換券） 券　　種 一般価格 あっ旋価格

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 【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
渡しに日数がかかります。

　ひらかたパークの春季チケットが、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、3月7日㈯～
6月28日㈰の間でご利用いただけるチケットです。 ◎ 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があります。

■ 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。

窓口

なばなの里引換券のご案内

【利用方法】 互助会事務局のみの取扱いとなります。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。

券種／利用期間 一般料金 あっ旋料金 【対象】  会員と登録同居家族
※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円が２枚ついています。
※補助券1枚につきお一人有効です。
※小学生以上は一般料金です。（未就学児無料）
※期間内（～8/31）１回に限り利用可能。
※営業日等詳細についてはなばなの里へお問合せください。
☎0594⊖41⊖0787

イルミネーション
3/1㈰～5/6㈬ ２,３００円 2,000円
花まつり（春）
5/7㈭～7/5㈰ １,６００円 1,300円
夏　　季

7/11㈯～8/31㈪ １,０００円 700円

窓口
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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／３月10日㈫ 午前8時40分～４月10日㈮まで（先着順）　
◆申込方法／電話・FAX・互助会ホームページ（詳細はP6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　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 受講料
（教材費）

① ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室） 4/21・5/12・26・6/9・23・7/7・21

火

19：０0～20：０0 7回 3,000円

②

ピラティス＆ヨガ教室
（和室） 4/28・5/19・6/2・16・30・7/14・28 19：０0～20：０0 7回 3,000円

内容 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。
身体をリラックｽさせる効果もあります！

③
パワーヨガ教室 4/22・5/13・27・6/10・24・7/8・22 水 19：０0～20：０0 7回 3,000円

内容 深い呼吸とヨガのポ ズー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！

④
がんばらないヨガ教室 4/23・5/7・21・6/4・18・7/2・16 木 10：00～11：00 7回 3,000円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れるときの中で、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！！（初心者）

⑤
ちょっとがんばるヨガ教室 4/23・5/7・21・6/4・18・7/2・16 木 11：30～12：30 7回 3,000円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れるときの中で、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UPされたい方にお勧めの教室です。（初級）

⑥

中学英語をもう一度！
基礎英会話教室 4/23・5/7・21・6/4・18・7/2・16 木 19：00～21：00 7回 4,500円

（500円）

内容 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♪

⑦
未生流　華道教室 4/24・5/8・22・6/5・19 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心を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。

⑧
ハタヨガ教室 4/24・5/8・22・6/5・19・7/3・7/17 金 9：30～10：30 7回 3,000円

内容 深い呼吸とポ ズーを組み合わせることで内臓を活性化し、代謝をあげていきます。
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！

⑨

レベルアップ！
ベーシックヨガ教室 4/24・5/8・22・6/5・19・7/3・7/17 金 11：00～12：00 7回 5,000円

内容
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 ズーと呼吸法をバランｽ良く行い、しっかりと全身を動かし、体幹を鍛えます。
また、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！

⑩

健康寿命を延ばそう！
体軸トレーニング教室 4/28・5/12・26・6/9・23・7/7・21 火 10：00～11：00 7回 3,000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、トイﾚに行く前、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。
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アロマで♡ ハンドマッサージ
アロマとリンパケア　学んでみませんか？？

今回は、手・腕のハンドマッ
サージを学びます。ご自身で
行う方法と、どなたか（相手）
にしてあげる方法と2種類練
習します。
アロマのことを勉強しながら、
マッサージオイルもご自身で
ブレンドします♡

◆開催日時／  4/15　水曜日 10：00～11：30　全１回

◆開催場所／ ３Ｆ　集会室

◆受 講 料／	1,000円（別途教材費 1,000円）
◆定　　員／15名
◆申込期間／3/10㈫AM8：40～4/10㈮　※先着順

◆講　　師／須田　香織 先生
◆持 ち 物／筆記用具・オイルをふき取るタオル・タン

クトップまたは袖のまくれるＴシャツ等
（オイルがついても良いもの）・飲料水

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。

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

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。
　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。

★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★

伊勢正三 ＬＩＶＥ ２０２０
～Ｒｅ－ｂｏｒｎ～

4月4日㈯　17：00開演
シライシアター野洲（野洲文化ホール）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 6,800円→ 5,800円 10枚
※	未就学児入場不可
※	互助会窓口でチケット受け取り可能
な方限定

●締切日／ 3月19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

				 				

◆運行期間／ 4月4日㈯～12日㈰　1日4便
①10：45発	②11：45発	③13：00発	④14：00発

◆発 着 港／ 大浦漁港（長浜市西浅井町大浦₂₂₇₆）
※	開花時期により、日程の変更（短縮･延長）をすることがあります。また、強風などの気象、

湖象の状況により急遽運航コｰｽ等の変更や運航の中止をする場合があります。幼児
は無料（お席が必要な場合有料）。各便約45分周遊。出港の10分前までに受付を済
ませてください

区 分 あっ旋料金 予定枚数
大人（中学生以上） 3,000円→ 2,600円 20枚小人（小学生） 1,500円→ 1,300円
①まずはご予約ください。TEL：0120‒077‒572〔レークウエスト観光㈱〕
※ご希望便にご乗船できない場合がございますのでご了承ください。
②ご予約後、乗船券をお渡しし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。
※ チケットの取り扱いは、互助会事務局のみとなります。（受け取りは瀬田・大津北商工会で可能ですので事
前にご連絡ください。）
◆詳細については、レークウエスト観光㈱へ直接、お問い合わせください。

このチケットの販売は4月11日㈯までです。

窓口 遊覧船リバーワンダラー号で行く
海津大崎お花見クルーズ

★★申込方法は、９ページをご覧ください。
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こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」

6月20日㈯　10：30開演
シライシアター野洲（野洲文化ホール）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
おとな

（高校生以上） 1,500円→ 1,100円 10枚
こども 500円→ 400円 10枚

親子ペア 1,800円→ 1,300円 10組
※	全席自由
※	2歳未満のお子様は保護者1名につ
き1名まで膝上鑑賞無料（お座が必
要な場合有料）

●締切日／ 3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

				 				

歌声喫茶

6月7日㈰　14：30開演
野洲文化小劇場

区 分 あっ旋料金 予定枚数
自由席 1,000円（前売り）→ 700円 10枚

※	未就学児入場不可

●締切日／ 3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

				 				

京フィル･懐かしのオールディーズ特集

5月23日㈯　14：00開演
シライシアター野洲（野洲文化ホール）

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

●締切日／ 3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

				 				

桂米朝一門会

6月14日㈰　14：00開演
シライシアター野洲（野洲文化ホール）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,800円（前売り）→ 3,000円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 3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

				 				

吉幾三 オン･ステージ

6月5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

全席指定 7,500円→ 5,900円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 3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。

桂雀々 還暦記念独演会

7月5日㈰　13：00/17：30開演
ロームシアター京都　サウスホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 4,800円→ 3,800円 各5枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 3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

				 				



–8–

互助会だより３月号

コートールド美術館展
魅惑の印象派

◆会期／3月28日㈯～6月21日㈰
◆場所／神戸市立博物館

＊開館時間／10：00～18：00（金は20：00、土は21：00まで）
※入館は各閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、5/7
※ただし、5/4は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
大学生 750円→ 500円 30枚

	※障害者手帳持参の方は無料	
 マネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴーガン、巨匠たちの傑作が集結。選りす
ぐりの名画、彫刻約60点との豊かな対話をお楽しみください。 

●このチケットの販売は3月25日㈬までです。

窓口由紀さおり50年記念コンサート
2019～2020“感謝”

4月29日（水･祝）　17：00開演
新歌舞伎座

区 分 あっ旋料金 予定枚数
2階席 5,000円→ 4,000円 6枚

※	全席指定
※	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／ 3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

				 				

坂本冬美コンサート2020

7月9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

S　席 7,500円→ 6,400円 各10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 3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

				 				

関西フィルハーモニー管弦楽団
第10回城陽定期演奏会

8月23日㈰　14：00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
一　般 4,000円→ 3,200円 10枚
学生

（25歳以下） 2,000円→ 1,400円 10枚
※	未就学児入場不可
出演：藤岡幸夫（関西フィル首席指揮者）、三浦謙司（ピアノ）、関西フィル
ハーモニー管弦楽団

●締切日／ 3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。

◆会期／4月18日㈯～6月14日㈰
◆場所／奈良国立博物館　東･西新館

＊開館時間／9：30～17：00（金は19：00まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日
※ただし、5/4は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
高大生 1,000円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

 正倉院宝物の精巧な再現模造作品の中から、選りすぐりの逸品を一堂に集
めて公開します。 

●このチケットの販売は6月12日㈮までです。

窓口
─再現模造にみる天平の技─

よみがえる正倉院宝物
御大典記念　特別展

◆会期／4月11日㈯～5月31日㈰
◆場所／京都国立博物館　平成知新館
＊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、5/4は開館

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

	※障害者手帳等をご提示の方とその介護の方1名は無料
※大学生、高校生の方は学生証提示要
※会期中一部展示替	
 巡礼の地の至宝、集結。七観音が勢ぞろい。 

●このチケットの販売は5月29日㈮までです。

窓口
─西国三十三所の信仰と至宝─
特別展 聖地をたずねて

西国三十三所　草創1300年記念
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安野光雅展

◆会期／4月29日（水･祝）～6月24日㈬
◆場所／あべのハルカス美術館

＊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／5/11,18,25

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,300円→ 800円 50枚
高大生 900円→ 500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 で購入
されたご本人と付き添いの方1名まで当日料金の半額	

 「ふしぎなえ」、「旅の絵本」、「繪本 三国志」など初期から近年の作品まで。 
●このチケットの販売は4月28日㈫までです。

窓口
窓口NHK大河ドラマ特別展

麒麟がくる
◆会期／4月25日㈯～6月14日㈰
◆場所／大阪歴史博物館　6階特別展示室

＊開館時間／9：30～17：00（金は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、5/7
※ただし、4/28、5/5は開館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
高大生 900円→ 500円 30枚

	※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名含む）は無料（要証明）	
 資料がほとんど残っていない光秀の前半生から、信長家臣団の一人として
の光秀、本能寺の変や、山崎の合戦までの関連資料を中心に紹介。 

●このチケットの販売は4月24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 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

※�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〉

〈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 …

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 …はがき
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互助会だより３月号

◎事業計画
　１．共済給付事業……会員やそのご家族のお祝い事や不幸があった場合に共済金の給付
　２．福利厚生事業
　　⑴　文化事業　⃝公の機関及び大津市勤労福祉センタｰなどが実施する講座・講習の受講助成

⃝コンサｰト、演劇、美術展覧会などのチケットあっ旋
　　⑵　体育事業	 ⃝ゴﾙフコンペ、ソフトボｰﾙ大会、ボウリング大会の実施
	 ⃝阪神甲子園球場年間予約席のあっ旋　
　　⑶　厚生事業　⃝互助会夏まつり　　⃝ケｰキ教室の実施　　⃝まちなかウォｰキングの実施

⃝人間ドック･がん検診･インフﾙエンザ予防接種の受診助成
⃝宿泊施設の利用助成　　⃝日帰りツｱｰ利用助成　　⃝家庭常備薬等のあっ旋
⃝遊園地、映画鑑賞、県下の観光果樹園、びわ湖大花火大会などのチケットあっ旋･助成

　３．貸付斡旋事業……勤労者の生活資金、福祉資金などの融資あっ旋
　４．老後の生活安定事業……中小企業退職金共済制度の普及、促進
　５．互助会のＰＲと会員拡大の推進……互助会の制度を広くＰＲし、事業所訪問による会員拡大を図る
　６．その他………「互助会だより」の毎月発行、「利用ガイド」の作成配布、ﾎｰﾑペｰジの開示
　７．施設の管理運営事業……	大津市勤労福祉センタｰ維持管理業務　企業や団体の会議、研修の貸室、サｰ

クﾙ活動の貸室のほか、互助会主催の講座などを実施

2020年度の事業計画・予算が決まりました

●一般会計予算
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

会費等収入 ₄₀︐₉₃₀︐₀₀₀
事業収入 1₀︐₀₀₆︐₀₀₀
補助金等収入 1₆︐₅₄₅︐₀₀₀
共済金掛金収入 1︐₆1₅︐₀₀₀
その他 1︐₀₃₄︐₀₀₀
前期繰越金 2︐₉₃₃︐₀₀₀

収入合計 ₇₃︐₀₆₃︐₀₀₀

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 1₉︐₇2₇︐₀₀₀
福利厚生事業費 21︐₆₄1︐₀₀₀
人件費 2₀︐₉₇₉︐₀₀₀
一般管理運営費 ₉︐₅₆1︐₀₀₀
その他 1︐1₅₅︐₀₀₀

支出合計 ₇₃︐₀₆₃︐₀₀₀

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

施設管理事業収入 2₃︐₀₅₄︐₀₀₀
利用料収入 12︐₃1₀︐₀₀₀
事業収入 ₄︐₇₇₅︐₀₀₀
雑収入 1₅₆︐₀₀₀
前期繰越金 2︐1₆₅︐₀₀₀

収入合計 ₄2︐₄₆₀︐₀₀₀

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

施設管理事業費 ₃₄︐₈₉₃︐₀₀₀
事業費 ₄︐22₅︐₀₀₀
予備費 2₀︐₀₀₀
次期繰越収支差額 ₃︐₃22︐₀₀₀

支出合計 ₄2︐₄₆₀︐₀₀₀

●施設管理特別会計予算

大津市勤労青少年ホーム講座

貢献できる会社をめざします。 民主的で公正な社会づくりのお役に立てたら、と
ｽタッフ一同頑張っています

ルート電工 NPO法人	HCCグループ
大津市稲津3-7-11 大津市浜大津4-1-1	明日都浜大津1Ｆ	大津市市民活動センター 内

TEL＆FAX：077‒535‒6520
TEL：077‒527‒8661
FAX：077‒527‒8662

moveinfo@movementotsu.com

２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】

●会費の改定について
　互助会だより12月号に掲載いたしましたが、４月から月会費500円を600円に改定いたします。入会し
て良かったと思っていただけますよう、さらに知恵を出し、皆様のご意見に耳を傾け誠心誠意取り組んでま
いります。なにとぞご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。


