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互助会だより４月号

互助会だより
令和２年4月6日 発行

4 月 号
令和2年3月1日	 現在
事業所数	 1,051　
会 員 数	  5,969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/

● 新型コロナウイルス感染症予防対策のため、各種イベントの中止や延期、また提携施設の臨時休園等が相次
いでおり、会員の皆様に大変ご心配、ご迷惑をお掛けしております。今後ともイベントの中止や延期、施設
の休園等が予想され、ご購入いただいたチケットの返金や有効期限の見直しなどが考えられます。この様な
場合、チケットのご購入者様に互助会事務局から直接ご連絡をいたしますので、チケットは大切に保管いた
だきますようお願いいたします。

● 2020年度版「利用ガイド」を互助会だより４月号に同封いたしました。「利用ガイド」とは、互助会会員
様がご利用いただける福利厚生の主なサービスや利用方法が詳しく書かれた冊子です。１年に１度発行され、
会員様に1冊ずつお配りしております。よく読んでお得にご活用ください。

● 2020年度、「就学祝金」「還暦祝金」「高年齢者特別給付金」の受給対象者の方に、申請のご案内を同封いた
しましたので、お忘れのないように申請してください。その他の給付金についても、年度に関係なく事由が
発生してから1年以内となりますのでご注意ください。

● ゴールデンウイークの下記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……4/29（水･祝）、5/3（日･祝）～5/6（水･振）
　瀬田商工会、大津北商工会（堅田/志賀支所）……4/29（水･祝）、5/2㈯～5/6（水･振）

●互助会だより５月号は、5/8㈮発行になります。

窓口 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター近畿ブロック協議会
割引提携施設のご案内

◆施 設 名／ 神戸どうぶつ王国、平磯海づり公園、六甲山牧場、
 太陽公園・白鳥城、姫路市立遊漁センター、
 姫路市平和資料館、姫路市立手柄山温室植物園

◆取扱方法／各施設の窓口にて、会員証の提示と「提携施設利用券」に代金を添えてお支
払いください。提携施設利用券につきましては、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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。

◆割引内容／ 通常料金の10％～ 割引
 ※会員と同居家族5名様まで適用
 ※	施設により割引額が違いますので、詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。
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窓口 近江舞子いちご園入園補助券

◆ 取扱方法／いちご園の窓口にて「補助券」に代金を添
えてお支払いください。補助券につきましては、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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。

◆開園期間／５/１㈮頃～５/３１㈰頃
◆受付時間／9：00～15：00

※	露地栽培のため生育状況により開
園期間が変更します。必ず事前
にお問い合わせのうえご来園く
ださい。

※制限時間：60分
※	各日、赤いいちごがなくなり次第終
了します。

※	会員とその同居家族人数分を上限
とし、期間内１回に限り利用可能
です。

区　分 通常料金 会員負担額
大　　人 1,500円 1,100円

小  人（小学生） 1,000円 700円
幼 児（３歳以上） 800円 600円

※ 詳細については、直接、近江舞子いちご園へお問い合わせ
ください。（ＴＥＬ：090︲1155︲1515）

窓口 滋賀県立アイスアリーナ入場券

◆ 取扱方法／入場券につきましては、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。

◆利用期間／ 4/1㈬～5/31㈰
 9/22（火･祝）～2021.3/31㈬

※休館日【第３木曜日・12/31、1/1】

※	6/1～9/21は利用できません。
※	9/22は「お客様感謝祭・無料開放日」です。
※		競技会等で滑走いただけない日もあります。ご確認
のうえご利用ください。

※	３歳から入場有料。
※	貸ｽケ トー靴使用料は別途必要。（１足400円、15
㎝～30㎝）

区　分 通常料金 会員負担額

大　人 平　日 1,300円 1,100円
土･日･祝 1,700円 1,400円

小　人
（高校生以下）

平　日 600円 500円
土･日･祝 750円 600円

◆滑走時間／１０：００～１７：００

※ 詳細については、直接、県立アイスアリーナへお問い合わ
せください。（ＴＥＬ：547︲5566）

窓口 瀬田川・琵琶湖
リバークルーズ乗船券

※運航スケジュールやダイヤ等の詳細については、直接、
　レークウエスト観光㈱へお問い合わせください。
（アドレス http://www.lakewest.jp)（ＴＥＬ：０１２０︲０７７︲572）

レトロな外輪汽船で瀬田川清流から
雄大な琵琶湖への歴史クルージング

◆取扱期間／4/1㈬～11/29㈰

◆ 取扱方法／乗船券につきましては、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。

※小学生未満無料。
※	障害者手帳の提示の
ある場合は乗船料金
の半額。付添の方、
１名同額。（現地で
のみ取り扱い）

※自由席

 区　分 通常料金 会員負担額
大 人（中学生以上） 1,300円 1,1００円
小 人（小学生） 700円 6００円

窓口 びわ湖クルーズ
クルージングチケット引換券

◆ 取扱方法／各港の窓口にて、「引換券」をご提出ください。乗船券
と引換えてくださいます。引換券につきましては、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。

◆ご利用対象航路／ ●ミシガンクルーズ
 ●竹生島クルーズ

◆取扱期間／ ₂₀₂₁年1/31㈰まで
※チケットの有効期限は2021年2/28

※自由席
※	学生はコｰｽにより通常料金があっ旋料金を下

回る場合がございます。その場合は現地での購
入をおすすめします。（学生証提示必要）

※	ミシガンクﾙｰズのみ5/6は小学生以下のお子
様は乗船料が無料。（大人１名につきお子様５
名まで）

※	幼児は大人１名につき１名は無料。２名以上は小学生料金が必要です。

各コースとも 
区 分 通常料金 会員負担額

大　人 2,300～3,130円 2,100円学　生
（中・高・大学生） 1,880～2,520円
小　人

（小学生） 1,150～1,570円 1,050円

※乗船は、貸切等がご
ざいますので事前に
必ずご確認ください。

〔予約電話〕
大津港：077-524-5000
長浜港：0749-62-3390
今津港：0740-22-1747

※ 運航スケジュールやダイヤ等の詳細については、直接、琵琶湖
汽船㈱へお問い合わせください。（ＴＥＬ：524︲5000）
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美術展の会期：

2020年７月１５日㈬～７月１９日㈰
9：00～17：00（最終日7/19は12：00まで）
※入場は閉場30分前まで

会　　場： 草津市立草津クレアホール
 展示ホール

●作品募集内容：「書道の部」「写真の部」「絵画の部」「工芸・手芸の部」
●応募規定：作品についての条件
＊作品は未発表のものに限ります。
＊	各種目とも応募は一人1点とします。（ただし、複数部門に出品すること
は可）

●作品受付期間：2020年 7/2㈭～3㈮ 10：00～17：00、
 7/4㈯ 10：00～12：00
●作品受付場所：一般社団法人 滋賀県労働者福祉協議会

（大津市打出浜２‒１	コラボしが21	６階）
●問い合わせ先：一般社団法人 滋賀県労働者福祉協議会

TEL：077‒524‒6290　FAX：077‒523‒4070
担当：青山

※詳しくは同封の「作品募集要項」をご覧ください。

第65回 滋賀県勤労者美術展
作品募集

※小学生以上は一般料金です。※未就学児で食事利用のない場合は、シャ
ワ とー休憩料が300円（通常400円）で利用できます。※専用駐車場があり
ます。※台風等でご利用できない場合があります。※混雑が予想されますの
でご予約をおすすめします。☎090︲4117︲2112　代表：吉川

滋賀県勤労者互助会連合会 割引施設のご案内 ～ご家族・お友達と
潮干狩りを楽しみませんか♪～

三重県津市香良洲海岸『海の家 なお屋』 三重県津市御殿場浜 すず休憩所『海の家』
⃝潮干狩団体コース　Ｂセット《焼き貝＋貝めし＋貝汁》 ⃝Ａコース 《休憩料＋潮干狩＋アミ袋+貸しくまで+貝汁》 

⃝Ｃコース  《休憩料+潮干狩+アミ袋+貸しくまで+貝汁+貝めし
（または白飯）+名物焼貝（あさり・はまぐり・大あさり）》 

大人 ２，０００円➡1,800円
中学生以下 １，８００円➡1,600円

一般 ８００円➡750円

一般 ２,５００円➡2,200円
※専用駐車場があります。
※台風等でご利用できない場合があります。
※混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。
　住所：三重県津市香良洲町5186　電話：059︲292︲3388

会員証のご提示にて会員様を含め５名様まで割引料金にてご利用いただけます!!

―「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者限定―
東京ディズニーセレブレーションホテル宿泊割引のご案内

「東京ディズニーセレブレーションホテル」は、手軽にリゾートステイを楽しめるバリュータイプのディ
ズニーホテルです。会員さまとその登録家族さまを対象に、客室料金が10％割引でご利用いただ
けます。

◆ご不明な点は右記までお問い合わせください 東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク
TEL：045⊖330⊖010１（9：00～17：00/年中無休）

◆予約方法／ 「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用者専用サイト」（dcp.go2tdr.
com）より、「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」にアクセスし、宿泊
予約に必要なパスワードをご入力の上、ご予約ください。

※ 宿泊希望日の5ヶ月前から予約可能です。
　 例…4/2に予約手続きをされる場合は、4/2から9/1まで

の宿泊予約が可能です。
※ ご予約の際は「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・

購入サイト」 でのユーザー登録が必要です。
※ 残室数などの予約状況に応じて客室料金が変動します。

※ パスワードは互助会事務局までお問合せください
※ コーポレートプログラム利用券との併用可能です。チェッ

クイン時にフロントへご提出ください。
※ チェックイン時に会員証（コピー可）の提示を求められる

場合があります。ご持参ください。

◆対 象 者／会員と登録家族
◆宿泊期間／2020年4月2日㈭～2021年3月31日㈬
◆予約期間／2020年4月1日㈬10:00～ 2021年3月30日㈫ 20:59まで
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おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～がやってきた！

7月18日㈯　13：00/15：30 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 2,500円→ 1,800円 各10枚
※	1歳以上有料
※	1歳未満でもお席が必要な場合有料

電話
XFA

インターネット

				 				
●締切日／ 4月27日㈪ 
	※	締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。。	

人形劇団むすび座「ピノキオ」

7月23日（木･祝） 13：30 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
一　般 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚
ペ　ア 3,500円（前売り）→ 2,800円 10枚

※	全席自由
※	ペｱ券の組み合わせ（おとな･こども）は自由
※	4歳以上有料
※	3歳以下のお子様は保護者1名につき1名
まで膝上鑑賞無料（お席が必要な場合有
料）

●締切日／ 4月27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

				 				

氷川きよしコンサートツアー２０２０
～それぞれの花のように～

5月24日㈰ 18：00 開演
大津市民会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 8,000円→ 6,800円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 4月27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

				 				

市民落語会
「桂雀太独演会 in おおつ」
5月30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（前売り）→ 1,400円 10枚
スマイル

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

●締切日／ 4月27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、６ページをご覧ください。

◆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の開催自粛のお知らせ
　新型コロナウイルス感染予防のため、互助
会だより２月号、３月号でご案内いたしまし
た講座・自主事業につきまして、開催自粛と
させていただきました。
　お申し込みをいただきまし
た会員の皆様には、大変ご迷
惑をお掛け致しますが、ご理
解ご了承くださいますよう、
よろしくお願いいたします。

案内号 開催自粛となる講座・自主事業
互助会だより２月号 ストレス発散! エアロビ＆セラピーヨガ教室

互助会だより３月号

ピラティス＆ヨガ教室（軽スポーツ室）
ピラティス＆ヨガ教室（和室）
パワーヨガ教室
がんばらないヨガ教室
ちょっとがんばるヨガ教室
中学英語をもう一度! 基礎英会話教室
未生流　華道教室
ハタヨガ教室
レベルアップ! ベーシックヨガ教室
健康寿命を延ばそう! 体軸トレーニング教室
アロマで♡ハンドマッサージ
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玉川太福独演会

6月7日㈰ 14：00 開演
京都文化博物館　6階和室

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,900円（前売り）→ 2,000円 10枚
※	未就学児入場不可
※	畳席

●締切日／ 4月27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

				 				

キエフ国立バレエ学校
「コッペリア」（全3幕）

7月26日㈰ 15：00 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

全席指定 6,500円→ 5,500円 10枚
※	3歳以下入場不可
※	演奏は特別録音音源を使用

●締切日／ 4月27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

	KSENIA	ORLOVA	
PHOTOGRAPHY	

★★申込方法は、６ページをご覧ください。

キエフ・クラシック・バレエ
白鳥の湖～全2幕～

9月26日㈯　12：00/15：30 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 4,500円→ 3,600円 各10枚
※	3歳以下入場不可
※	演奏は特別録音音源を使用

●締切日／ 4月27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

				 				

新歌舞伎座新開場₁₀周年記念
山内惠介デビュー20周年特別公演

6月14日㈰・20日㈯　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→ 5,000円 各10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／ 4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。。	

電話
XFA

インターネット

				 				

春季特別展 ブッダのお弟子さん
─教えをつなぐ物語─

◆会期／4月18日㈯～6月14日㈰
◆場所／龍谷ミュージアム

＊開館時間／10：00～17：00　※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日、5/7　※但し5/4は開館

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→ 300円 30枚

	※	小学生未満、障がい者手帳等の交付を受けている方および
その介護者１名は無料

※会期中展示替えあり	
●このチケットの販売は4月30日㈭までです。

窓口
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互助会だより４月号

得 得 プレゼント

大津市勤労青少年ホーム講座

㈲モンレーブ 八田電気
大津市今堅田1-1-9 大津市雄琴4-3-58

TEL＆FAX：077‒572‒3336 TEL：080‒4391‒4050

３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】

〒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、事業所名、会員番号、住所、氏名、賞品番号、
互助会に対するご意見ご希望を書いて、下記までお申し込みください。

●応募締切／4月28日㈫ 必着
※事務局に取りに来られる方限定です。当選された方にお電話でお知らせいたします。
※賞味期限がございますので、当選された方はお早めに取りに来てください。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

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

北海道＆札幌ラーメンセット………………………………………………………………………… １名
フルーティーデザート＆サンクゼール ジャム・ドレッシングセット …………………………… １名


