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互助会だより８月号

互助会だより
令和２年8月5日 発行

8 月 号
令和2年7月1日	 現在
事業所数	 1,021　
会 員 数	  5,663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/

◆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／8/26㈬		19時まで　※お渡しは9/7㈪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、9/4㈮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。

◆締 切 日／ 8月26日㈬　※定員になり次第締め切ります。

★参加費
※一般参加の方は、優勝の対象にはなりませんのでご了承く
ださい。

※参加費には、セﾙフプﾚｰ代、昼食代、賞品代が含まれて
います。

※セﾙフプﾚ とーなりますので、キャディ付プﾚ をー希望される方
はお申し出ください。（+3,300円の追加料金がかかります）

※ﾚｽトラン・コー ｽ売店での飲物代、ショップでのお買い物は
個人負担です。

※比良ゴﾙフ倶楽部会員の方は、お申し込み時にお申し出く
ださい。

※表彰式と懇親パｰティは行いません。プﾚｰ終了後、お帰り
の際に順位と賞品をお渡しいたします。（集計にお時間を頂
戴する場合がございますので、ご了承ください。）

★競技方法
　18ﾎｰﾙズｽトロ クープﾚｰ
※ハンディキャップはダブﾙぺリｱ方式にて算出します。
★キャンセル料
　９月３日㈭以降必要
★注意事項
　お申し込みが少ない場合や新型コロナウイﾙｽ感染症の状

況次第では、開催を中止する場合があります。ご了承ください。

電話 ゴルフコンペ
◆開 催 日／ 9月10日㈭
◆場　　所／ 比良ゴルフ倶楽部
	 大津市小野１６１１　TEL：077-5７３-１１００
◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆募集人数／ ６組 24人
◆集　　合／ 午前８時20分　現地集合
	 　　ｽター ト　午前９時02分～
	 　　　 	ＯＵＴ、ⅠＮｽター ト
◆参 加 費／ 会　 員 8,000円
 同居家族	10,000円
 一　 般	 12,000円
◆申込方法／ ４人１組またはお一人からでもお申し込みくだ

さい。組み合わせは事務局で行います。
	 締切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。所定の申込
書をＦＡＸでお送りします。必要事項をご記
入のうえ、事務局までＦＡＸ（５２３-３４９４）
でお送りください。



　全福センター※に加盟している大津市勤労者互助会。その会員である皆さまには、全福センターが全国で提携して
いるサービスを受けていただくことができます。「知れば知るほど、おトクがいっぱい!!」な情報を下記ホームページ
よりキャッチし、ぜひご活用ください！
※一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サ ビーｽセンター 【略称：全福センター 】

《物販サービス一例》

◆閲覧には、ログインID：kkとパスワード：zenpukuが必要です。
◆各サービスをご利用の際は、それぞれのご利用方法をよくご確認下さい。

働く皆さまを応援いたします！！

全福センターホームページはコチラ⇒
https://www.zenpuku.or.jp

全福センター で 検索検索

スマホからはコチラ⇒

全国のレジャー施設
温泉施設･美術館･博物館

など会員割引で

レジャー

団体医療保険
介護リフォーム

介護相談ダイヤルほか

介護･保険

おトクに泊まれる宿が
いっぱい

宿　泊

最大半額の物販サイト
防災商品など
おトク価格で

物　販

がん+生活習慣病
郵送健診ほか

健　康

労災上乗せ共済
退職金共済

冠婚葬祭ほか

生活サポート
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☆大津市勤労福祉センター講座・大津市青少年ホーム講座　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
①通常より募集定員を減らして開催させていただきます。
②マスクの着用及び手指消毒の徹底をお願いいたします。
③受講前にはご自身で体温測定をお願いいたします。
④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。
⑤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。
⑥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。
⑦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。
⑧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

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／ ①②８月７日㈮ 午前8時40分～8月25日㈫まで　※応募多数の場合、抽選させて頂きます。
 ③～⑦８月７日㈮ 午前8時40分～8月31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P４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 定員 受講料
（教材費）

① お手軽スケッチ教室 Ⅰ
（午前の部）

9/2・16・30・10/7・21 水

10：00～12：00 ５回 12名 3,000円

②

お手軽スケッチ教室 Ⅱ
（午後の部）

13：30～15：30 ５回 12名 3,000円

内
容

ｽケッチはいつでもどこでも手軽に描けるもの！	日常のひとコマや身のまわりのモノのすべてがテｰマです。
暮らしの中にあるもので、絵を描くことを楽しんでください♪

③ アロマ＆
リンパストレッチ教室 Ⅰ

9/2・16・10/7・21・11/4・18 水

10：00～11：30 ６回 10名 2,500円
（3,000円）

④

アロマ＆
リンパストレッチ教室Ⅱ 13：30～15：00 ６回 10名 2,500円

（3,000円）

内
容

リンパを流したい方・ﾎﾙモンバランｽをとりたい方♪
季節に合わせたｱロマクリー ﾑを使って、まずはご自身で首や足をマッサ ジーしてリンパを流します。ｽトﾚッチで筋肉や関節を伸ばして、さらにリ
ンパを流しながら、体幹（コｱ）を使って体力ＵＰ！	免疫力ＵＰ！	をめざすクラｽです。年齢問わず“老けないカラダ”作りをしたい方におｽｽﾒ♡

⑤

中学英語をもう一度！

基礎英会話教室 9/3・10・24・10/8・22・11/5・19 木 19：00～21：00 ７回 20名 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♪

⑥
未生流　華道教室 9/11・25・10/9・23・11/6 金 10：00～12：00 ５回 10名 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、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、普段の生活に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。

⑦

セラピーヨガ教室
～time of healing～

9/18・25・10/9・16・30・11/13・27 金 19：00～20：00 ７回 18名 3,000円

内
容

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 ヨーガで、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。。。
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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お持ちくだ
さい。教材費は講座当日に徴収いたします。
※ スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、8月26日㈬AM10：00に事務局にて抽選いたします。当選者の方のみご連絡させてい

ただきます。
　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・大津市勤労青少年ホーム講座　申込方法★

　新型コロナウイルス感染症に猛暑が加わり、熱中症になるリスクが高まっています。感染防止の3つの基本で
ある①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の〝新しい
生活様式〟を心掛けながら、十分な熱中症予防対策を行いましょう。

■　暑さを避けましょう
■　適宜マスクをはずしましょう
■　こまめに水分補給しましょう
■　日頃から健康管理をしましょう
■　暑さに備えた体作りをしましょう

　高齢者、子ども、病気の方などは、熱中症になりやすいので注意が必要です。周囲の方からも積極的な声掛
けをお願いします。

予防が大事！ 熱中症にご注意ください！！

心とからだのメンテナンスヨガ教室
◆開催日時／  9/5、12、19、26、10/3、10、17、24、31、

11/7　土曜日 13：30～14：30　全10回

◆申込期間／8/7㈮AM8：40～8/31㈪　※先着順

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。但し35歳未満の方対象

深い呼吸で内臓を活性化し、新陳代謝の良い身体
をつくります。女性の美を意識し、気になるポッコ
リお腹を引き締めるなど体形維持や体質改善（体
調の管理や美肌促進など）に着目し、これから歳
を重ねていく
女性たちが自
身でメンテナ
ンスできるよ
うになります！

◆開催場所／ 2F　多目的室

◆受 講 料／	3,000円
◆定　　員／10名

◆講　　師／ヨガスタジオ　アピュアー Sachiko 先生
◆持 ち 物／ヨガマット・運動できる服装・飲み物・汗拭きタオル
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歌声喫茶

10月4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／ 8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

				 				

シエナ・ウインド・オーケストラ コンサート

10月3日㈯　15：00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
一　般 2,000円→ 1,400円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,000円→ 700円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可
指揮：青島広志

●締切日／ 8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

奇才─江戸絵画の冒険者たち─

◆会期／9月12日㈯～11月8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／9/28、10/12、26

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,400円→ 800円 50枚
高大生 1,000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 で購入
されたご本人と付き添いの方1名様まで当日料金の半額	

 あの絵師の傑作も稀代の逸品も大集結！ 
●このチケットの販売は9月11日㈮までです。

窓口

夏川りみ
RIMI NATSUKAWA CONCERT 2020
11月1日㈰　16：00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
※	未就学児は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可（お席が必要
な場合有料）

●締切日／ 8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

				 				

コロッケコンサート2020
「勝手にやってすみません！～40th anniversary～」

11月2日㈪　14：30/18：00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 7,000円→ 6,000円 各10枚
※	全席指定
※	5歳未満入場不可

●締切日／ 8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、６ページをご覧ください。
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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

得 得プレゼント

●応募方法／	郵便ハガキに、賞品名、事業所名、会員番号、住所、氏名、電話番号と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／７月2９日㈬ 必着
※	ｱトラクション・プｰﾙ・ｽケ トー・雪あそび・イベントﾎｰﾙ催事など有料施設のご利用は別途料金が必要です。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

ひらかたパーク入園券（有効期間2021年2月28日） ……………………………………… ペア１組

〒５２０-０８０６ 大津市打出浜１-６
（一財）大津市勤労者互助会 宛

●お盆休みについて
互助会事務局……………お休みはございません� ※日･祝日はお休みです
瀬田、大津北商工会……8/12㈬～8/16㈰� ※土･日･祝はお休みです

●海遊館とニフ㆑ルのチケット取り扱いについて
両施設の新型コロナウイルス感染症対策として、入館券の販売はWEBサイトで
販売される日時指定券のみとなりました。互助会でのお取り扱いは一旦終了とな
りますのでご了承ください。

●�各施設にお出かけの際は、最新の
情報をご確認ください。


