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互助会だより５月号

互助会だより
令和２年５月８日 発行

5 月 号
令和2年４月1日	 現在
事業所数	 1,031　
会 員 数	  5,617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/

● 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
業の開催自粛のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各種講座・自主事業はすべて開催を自粛させていただきます。
毎回楽しみにしてくださっている会員さまをはじめ関係者さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご
協力をお願いいたします。

● 互助会だよりと互助会業務時間等の変更について
　新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言に伴い、互助会だより６月号は休刊、互助会業務時間も５
月末日までの間、平日のみ８時40分から17時25分とさせていただきます（※土日祝休み）。ご来会の際は、
お手数ではございますが事前に電話にてお問い合わせをお願いいたします。
　また５月号で掲載した内容につきましても、変更や中止等になる場合がありますので、ご理解ご了承いた
だきますようお願いいたします。
【問い合わせ先】 互助会事務局：☎522︲6499
 ■瀬田商工会：☎545︲2137　　■大津北商工会／堅田：☎572︲0425
 ■大津北商工会／志賀：☎592︲0076（※各商工会は月～金　8：30～17：15　土日祝休み）

家庭常備薬等の特別あっ旋
「申込書」は
今月号に同封して
います。

６月下旬頃
お届け予定
＊送料無料

～皆様の健康管理の一環として、家庭常備薬や健康管理のための商品等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

送付してください。
※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／ ５月29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。
●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。

＊振込手数料は、業者負担。

〈互助会〉 〈事業所〉 〈白石薬品株式会社〉
①案内書・申込書等配布

②申込書・斡旋申込取りまとめ書送付

③納品

④代金支払い
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　日本生命セ・パ交流戦までの試合中止が決定したプロ野球ですが、
無事開催できることを願って、現時点（4/24現在）の年間予約席
空席状況をご案内いたします。先着順で受付をしておりますので、
まずは互助会事務局（☎522‒6499）までお申込みください。

※	新型コロナウイﾙｽ感染症による試合日程変更等が予想されます。
予めご了承ください。

※	6/7までのチケットをご購入の会員さまには払い戻しをいたします。
　チケットとご印鑑をお持ちのうえ互助会窓口までお越しください。

試合日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー2４段 料金
区分月 日 曜日 1₀４･1₀₅ 1₀₆･1₀₇

6 30 火 ヤクﾙト 18:00 × ○ ②

7

1 水 ヤクﾙト 18:00 ○ ○ ①
2 木 ヤクﾙト 18:00 ○ ○ ①
9 木 巨人 18:00 ○ ○ ④
10 金 横浜DeNA 18:00 × ○ ④
11 土 横浜DeNA 18:00 × ○ ④
17 金 中日 18:00 ○ ○ ②

試合日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー2４段 料金
区分月 日 曜日 1₀４･1₀₅ 1₀₆･1₀₇

9

1 火 ヤクﾙト 18:00 × ○ ②
2 水 ヤクﾙト 18:00 ○ ○ ②
3 木 ヤクﾙト 18:00 ○ ○ ②
11 金 広島 18:00 × ○ ③
21 月･祝 横浜DeNA 14:00 × ○ ③
22 火･祝 横浜DeNA 14:00 ○ ○ ③
23 水 横浜DeNA 18:00 ○ ○ ②
30 水 中日 18:00 ○ ○ ②

10 1 木 中日 18：00 ○ ○ ②

阪神甲子園球場年間予約席　空席状況電話

○……空席

料金区分 あっ旋料金（２席１組）
① 9,000円→７,４００円
② 9,400円→ 7,8００円
③ 10,400円→ 8,8００円
④ 10,600円→ 9,0００円

『使い捨てマスク』の特別あっ旋往復はがき
抽選

　新型コロナウイルス感染症予防対策としてマスクのあっ旋を
いたします。従業員さまの健康維持のためにお役立てください。
◆商　　品／一般保護マスク（99.4%ウイルス除去）
 中国製　17.5㎝×9.5㎝
◆販売価格／3,135円（１箱50枚入り）
◆取 扱 数／300箱（１事業所

4 4 4 4

１箱）
◆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。
◆申込締切／5/22㈮ 19時厳守
◆抽 選 日／5/26㈫
※ はがきは、１事業所につき１枚のみ有効。
※	当選結果は、はがきでお知らせします。当選された方は、はがきと代金をご

用意のうえ事務局までお越しください。
※	マｽクは１枚ずつの個包装ではありません。色は白。無地
箱入りとなります。

※	中国の公的機関の審査を通過した商品をお届けします。
花粉、インフﾙエンザウイﾙｽ、SARSウイﾙｽ、コロナウ
イﾙｽを遮断できる実証デ ターがあります。

※	締切日を過ぎますとキャンセﾙや申し込み受付はできませ

5 2 0 0 8 60

大津市打出浜1-6

（一財）大津市勤労者互助会 宛

（大津市勤労福祉センター内）

事業所住所

（往信の裏面）

・ 事業所番号
・ 事業所名
・ 担当者名
・ 連絡のつく電話番号

事業所名と担当者名　様
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◆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／5/28㈭  19時まで　※お渡しは6/5㈮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、6/4㈭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。

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・ケンタッキーフライドチキン・ココス・吉野家・和食さと…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

有効期限はございませんので、お好きな時にご利用いただけるとっても便利なチケットです。

区 分 あっ旋料金 予定枚数
5講演セット 12,000円→ 10,500円 10セット
※全席指定
※未就学児入場不可
※	予定している講師が急病等により急遽講演が不可能になった場
合、日程の変更及び代理講師による講演を開催する場合がありま
す。なお、それに伴う受講料の返金等は行いません。●締切日／ 5月28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

第₃₇回 守山市民教養大学
もりやま市民カレッジ₂₀₂₀

第1講 第2講 第3講 第4講 第5講
６月２８日㈰ ７月１２日㈰ ８月３０日㈰ ９月２７日㈰ １０月２５日㈰

タレント 手相芸人 有森也実・かとうかず子
高橋紀恵・床嶋佳子
西山水木・原日出子

慶應義塾大学大学院教授
エイベックス株式会社顧問

フリー
アナウンサー

堀ちえみ 島田秀平 岸 博幸 古舘伊知郎
ステージⅣ舌ガンが
私に学ばせてくれた
人生にとって大切なこと

島田秀平の
開運手相トークショー

【～かけがえのない出会いをつかむ方法～】

朗読劇 この子たちの夏
～1945・ヒロシマ ナガサキ～

オリンピック後の
日本経済の先行き

言葉による
コミュニケーションの本質

＊各回共通　14：00開講＊
守山市民ホール　大ホール

谷村新司コンサートツアー₂₀₂₀
「谷村文学選～グレイス～」
7月18日㈯　16：30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 8,800円→ 7,500円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月28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

				 				

中山道守山宿　旅への誘いコンサート vol.₁₁
中山道守山宿　第₁₁景

6月20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
全席自由 500円→ 400円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月28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。
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ほたる寄席

7月18日㈯･9月21（月･祝）･
2月27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

3公演セット 3,300円→ 2,600円 10セット
各回単独 1,700円→ 1,200円 10枚

※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	3公演セットは同じ座席番号でご用意
できない場合あり

  
●締切日／ 5月28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

				 				

MYSTERY NIGHT TOUR ₂₀₂₀
稲川淳二の怪談ナイト　滋賀守山公演

10月17日㈯　16：30怪宴
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 5,600円→ 4,500円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月28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。

キエフ・クラシック・バレエ
白鳥の湖～全2幕～

10月20日㈫　18：30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
全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	4歳以上入場可
※	演奏は特別録音音源使用

●締切日／ 5月28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

				 				

林家正蔵
京都で噺を聴く会

7月19日㈰　14：00開演
京都府立府民ホール「アルティ」

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,600円→ 2,900円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月28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

				 				

ザ・ニュースペーパー京都₂₀₂₀

9月12日㈯　16：00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 6,000円（前売り）→ 5,100円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月28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
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★★申込方法は、６ページをご覧ください。

7月26日㈰　11：00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 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／ 5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

新歌舞伎座新開場₁₀周年記念
梅沢富美男劇団 梅沢富美男 研ナオコ特別公演

特別展「京
みやこ

の国宝」
─守り伝える日本のたから─京都ゆかりの国宝にみる日本の心

◆会期／4月28日㈫～6月21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

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

	※障害者手帳等をご提示の方は本人及び介護者1名無料	
※学生料金で入場の際には学生証をご提示ください。
※開幕が延期になる場合がございます。

●このチケットの販売は6月19日㈮までです。

窓口

				

窓口

ミナ ペルホネン/皆川明　つづく

◆会期／6月27日㈯～8月16日㈰
◆場所／兵庫県立美術館

＊開館時間／10：00～18：00（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8/10は開館、翌8/11は休館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
大学生 1,000円→ 600円 30枚

	※障がいのある方1名につき介護の方1名無料	
※70歳以上・障がいのある方は、会期中館内販売所でのみ販売
※開幕が延期になる場合があります。

●このチケットの販売は6月26日㈮までです。

窓口

				

窓口
得 得プレゼント
阪神タイガース公式イヤーブック2020

 ………1名

●応募方法／�郵便ハガキに、事業所名、会員番号、住所、氏名、
電話番号、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。

〒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／5月28日㈭ 必着 ※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。

　遊園施設を含む5,500店舗を超える百貨店や量販店・専門店で、玩具やベビー・子供服、文具等の購
入にご利用いただける商品券です。お孫様やお子様へのご褒美やプレゼントとしてご活用ください。
◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／互助会事務局へお電話ください。
 お渡し準備が出来次第ご連絡させていただきます。
◆有効期限／2024年12月31日
〈主な加盟店〉  姫路セントラルパーク・オービィ大阪・甲賀の里忍術村・西武・そごう・高島屋・阪急・阪神・ピアゴ・イオン・

西友・平和堂・トイザラス…等
※ 最新の加盟店情報は、㈱トイカードのフリーダイヤル0120︲351︲172またはホームページＵＲＬ http://www.toycard.
co.jpをご覧ください。

こども商品券のご案内電話



　次の症状がある方は、直接医療機関へ行かず「帰国者・
接触者相談センター」にご相談ください。

● 風邪の症状や₃₇.₅℃以上の発熱が４日以上続いている。
　※ 高齢者や基礎疾患のある方は、

２日程度続く場合（解熱剤を
飲み続けなければならないと
きを含む）

● 強いだるさ（倦怠感）や息苦し
さ（呼吸困難）がある。

帰国者・接触者相談センター
滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課

（平日、土日祝日、24時間）
TEL：080︲2470︲8042
FAX：077︲528︲4863
E-mail：corona-soudan@ｐｒef.shiga.lg.jp
大津市保健所

・TEL：077︲526︲5411
（平日・土日祝日、8時40分～20時まで）

・TEL：080︲2409︲1856
（平日・土日祝日、夜間20時～翌8時40分まで）

『新型コロナウイルスに感染したかも？！』と不安に感じたら･･･
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互助会だより５月号

大津市勤労青少年ホーム講座

ワンちゃんの事ならおまかせ
トリミング･ペットﾎテﾙはもちろん送迎まで

送迎地域は北は三井寺、南は大石、東は南草津まで

犬の美容室 ファースト
大津市北大路1-18-28

TEL：077‒533‒0310
FAX：077‒533‒2944

４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】

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


