
–1–

互助会だより９月号

互助会だより
令和２年9月4日 発行

9 月 号
令和2年8月1日	 現在
事業所数	 1,023　
会 員 数	  5,675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/

なばなの里施設補助券のご案内
利用期間 一般料金 会員価格 ■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1,000円が
付いています

■補助券1枚につきお一人様有効です
■小学生以上は一般料金です（未就学児無料）
■ご利用は会員と登録同居家族に限り、利用期間内

１回です

サマーイルミネーション
（9/1～9/22） 1,600円 1,300円
花まつり

（9/23～10/23） 1,600円 1,300円
イルミネーション
（10/24～Ｒ3.2/28） 2,300円 2,000円

【利用方法】 互助会事務局のみのお取り扱いとなります。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、お渡しに日数がかかります。

窓口

※コロナウイルス感染予防対策を施しお出かけください。
※急遽、営業時間等の変更や休業となる場合があります。お出か

けの際にお確かめください。
【お問い合わせ】なばなの里 ☎0594-41-0787（9：00～21：00）

窓口 秋シーズン入園券のあっ旋!!

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。

フリーパス引換券付入園券
（有効期限：9/19～11/29）

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～未就学児 2,600円 2,200円

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

■ 営業時間・休園日および新型コロナウイルス感染拡大防止対策等は、随時公式ホームページ 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。

ひらかたパークの秋季チケットが、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、9月19日㈯～11月29日㈰の間でご利用いただけるチケットです。期間中は休園日があります。
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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
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 会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

Androidスマートフォン＆タブレット使い方基本講座
～今日から使えるスマートフォン～

初心者を対象に、お持ちのAndroid（iphone/ipad/
windows phone以外）スマートフォンの基本的な操
作方法やメール設定、インターネットに繋ぎます。 無
料アプリと有料アプリの違いなど基本的な使い方を学び 
ます。

◆開催日時／  10/3、10、17、24、31 土曜日 
 9：30～10：30　全５回
◆開催場所／ ４Ｆ　会議室２

◆受 講 料／	3,000円（教材費 700円）
◆定　　員／10名
◆申込期間／9/8㈫AM8：40～9/30㈬ ※先着順

◆講　　師／加藤　弘貴 先生
◆持 ち 物／ 筆記用具、スマートフォンまたはタブレット

はじめてのエクセル
使い方基本講座

エクセル初心者や未経験者の方はもちろん、自己流で
Excelを使っているけれど、基本をもう一度より効率の
良い作業法を習得したい！という方にもおススメです。
※随時質問を受けるスタイルで行います。

◆開催日時／  10/3、10、17、24、31 土曜日 
 11：00～12：00　全５回

◆開催場所／ ４Ｆ　会議室２

◆受 講 料／	3,000円（教材費 700円）
◆定　　員／10名
◆申込期間／9/8㈫AM8：40～9/30㈬ ※先着順

◆講　　師／加藤　弘貴 先生
◆持 ち 物／ 筆記用具、パソコン

◆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

①お手軽スケッチ教室 Ⅰ
②お手軽スケッチ教室 Ⅱ

スケッチはいつでもどこでも手軽に描けるもの。日常の一コマ、身のまわりのもの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。（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／  10/28、11/4、18、12/2、16　水曜日　①10：00～12：00　②13：30～15：00　全５回

◆開催場所／ ３Ｆ　集会室

◆受 講 料／	①②ともに3,０００円
◆定　　員／①②ともに12名
◆申込期間／9/8㈫ＡＭ8：40～10/13㈫　※定員を超えた場合は抽選

◆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ください。受講料・教材費は各講座当日に徴収いたしますの
で、キャンセルされる場合は申込期間内に必ず連絡をお願い致します。
※スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、10月14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。

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

★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★

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。

◆開催日時／10/25　日曜日　10：00～12：00　全１回

◆開催日時／10/29　木曜日　10：00～12：00　全１回

ポーセラーツとは？
転写紙という専用のシールの様な物を使い、白磁器に自由にデザインを楽しむ、実用性の高いホビーです！今回は、
アルコールを詰め替えて使えるガラスのスプレーボトル！ バッグやポーチに収まるサイズです♪ デザイン転写紙は複
数用意しておりますので、お好きな柄を選んで自由に作りましょう♪（容量30㎖、約12.5㎝×約3㎝）

布と厚紙で身のまわりの小物を作ろう♪ まずは1DAYレッスンから始めましょう！ 
布地は、3種類（①ブルーの小花②黄色のミモザ③ベージュのうさぎ）から選ん
でいただき、アクセサリーBOXを作成していきます！ 作り方を覚えてちょっとし
たプレゼントにも最適です。
上品な “アクセサリーBOX” でさりげなくお部屋をグレードアップ♪

（サイズ：横約33㎝×奥行き約14㎝×高さ約4㎝）

※キャップの色はゴールド又はシルバーです。入荷状況で変わりますので、色の指定は出来ません。ご了承ください。
※小学3年生以下は保護者同伴でお願いいたします。
※800℃での焼成後11月6日以降のお渡しとなります。

※布地は事前に選んでいただきます。（見本あり）

◆持　ち　物／ウエットティッシュ

◆持　ち　物／布用はさみ、ウェットティッシュ、作品を持ち帰る袋

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費 1,000円）

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費 1,200円）

◆定　　員／12名 ◆申込期間／9/8㈫AM8：40～10/9㈮　※先着順

◆定　　員／12名 ◆申込期間／9/16㈬AM8：40～10/23㈮　※先着順

◆開催場所／３Ｆ　集会室 ◆講師／保住　恵 先生

◆開催場所／３Ｆ　集会室 ◆講師／沢村　泉 先生

ポーセラーツで　　　　　～ウイルス対策必需品！～
可愛いオリジナルスプレーボトルを作ろう！

布と厚紙で作るカルトナージュ教室
～アクセサリーBOXを作ります～



–4–

互助会だより９月号

湖南ダンスカンパニー×糸賀一雄記念賞音楽祭ユニット公演
音と身体で綴る叙情詩「湖

う み

」
10月11日㈰　14：00開演

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　中ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
大　人 1,000円→ 700円 10枚
子ども

（4歳～中学生） 500円→ 400円 10枚
※	全席指定　※	4歳以上入場可

●締切日／ 9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

旅への誘いコンサートvol.12《草原へ》
中山道守山宿第12景　第１なぎさ公園の菜の花畑

12月19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

出演：水野奈美（チェロ）、東桂子（ピアノ）

●締切日／ 9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

				 				

ルシオール　リサイタル・シリーズvol.1
小林愛実 ピアノ・リサイタル

令和3年1月9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
大　人 2,500円→ 1,800円 10枚

25歳以下 1,500円→ 1,100円 10枚
※	全席指定　
※	未就学児入場不可
※	ソ シーャﾙディｽタンｽを考慮した座席配置販売

●締切日／ 9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、６ページをご覧ください。

　全国5000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『こども商品券』のあっ旋です！ 新型コロナウイルス感染症でおうち時間の増えたお子さん
やお孫さんへのプレゼントとして是非ご利用ください。
◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／下記申込書をＦＡＸ（52３︲３49４）で互助会事務局へ送信ください。
 お渡し準備が出来次第ご連絡させていただきます。
◆申込締切／９月30日㈬　　　◆有効期限／2025年12月31日まで
  〈市内の加盟店〉 イオン・平和堂・トイザらス・エディオン・ジョーシン・ピアゴ…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。

FAX こども商品券あっ旋

★ こ ど も 商 品 券 あ っ 旋 申 込 書 ★
事業所名 会員氏名

日中連絡先ＴＥＬ（　　 　）　　　－ 会員番号 －

480円 （通常価格  500円） 枚 円

960円 （通常価格1,000円） 枚 円

合　　　　　計 枚 円
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やすらぎシネマ17
「長いお別れ」上映会

11月21日㈯　10：30/14：00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 1,000円（前売り）→ 700円 各10枚
※	未就学児入場不可

出演者：蒼井優、竹内結子、松原智恵子、山﨑努 ほか
「だいじょうぶ。記憶は消えても、愛は消えない」

●締切日／ 9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

				 				

小原孝 ピアノ・リサイタル2020
～CDデビュー30周年記念～

10月11日㈰　14：00開演
京都コンサートホール　小ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 4,500円→ 3,600円 10枚
※	未就学児入場不可
※	ソ シーャﾙディｽタンｽを考慮した前後左右を空けた座席販売
※	状況により未販売の座席を追加販売する場合あり

●締切日／ 9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

				 				

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
第3回京都定期演奏会

11月1日㈰　14：00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 5,000円→ 4,000円 10枚
A　席 4,000円→ 3,200円 10枚

※	全席指定　※	未就学児入場不可
※	ソ シーャﾙディｽタンｽを考慮し飛び席での販売
指揮：ダグラス・ボストック　トロンボーン：玉木優
プログラム：
第1部（作曲：伊藤康英）　■トロンボーンと吹奏楽のためのソナタ ほか
第2部（作曲：真島俊夫）　■三つのジャポニスム ほか

●締切日／ 9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

ソーシャルディスタンス
三山ひろしコンサート2020

11月29日㈰　12：30/16：00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 5,800円→ 4,600円 各20枚
※	未就学児入場不可
※	ソｰシャﾙディｽタンｽを考慮した前
後左右を空けた座席販売

●締切日／ 9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

				 				

牛田智大 ピアノ・リサイタル 2020
～ドラマティック・ショパン～

11月26日㈭　19：00開演
京都コンサートホール　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 3,500円→ 2,800円 10枚
※	未就学児入場不可
※	ソ シーャﾙディｽタンｽを考慮した前後左右を空けた座席販売
※	状況により未販売の座席を追加販売する場合あり

●締切日／ 9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

	©Ariga	Terasawa	 				

★★申込方法は、６ページをご覧ください。

特別展「舞妓モダン」展」

◆会期／10月6日㈫～11月29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）※入館は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日　※祝日の場合開館、翌日休館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 1,500円→ 900円 50枚
高大生 1,100円→ 600円 30枚
小中生 500円→ 200円 30枚

	※障がい者手帳などをご提示の方と付き添い1名までは無料（要証明）
※学生料金で入場の際は学生証の提示必要	
 芸妓の誕生から、京都のシンボルとして成長していく過程を絵画作品、風俗
資料などから紹介。 

●このチケットの販売は11月27日㈮までです。

窓口
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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

８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】

得 得プレゼント

〒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、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。

●応募締切／9月29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します。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

①ウェルチ　100％果汁ギフト …………………………………………………………………… １名
②大森屋　舞すがた卓上詰合せ……………………………………………………………………… １名

不動産全般
がんばれ日本!	コロナに負けるな! 信頼と実績 滋賀の観光物産品を

取り扱っております。

株式会社	リ・ランド 中嶋電工 株式会社いのうえ
大津市一里山1-24-24 朝日が丘1-25-10 大津市丸の内町4-41

TEL：077‒548‒6026
FAX：077‒543‒3864 TEL&FAX：077‒521‒4116

TEL：077‒522‒7352
FAX：077‒526‒1977

https://kokoku-meisan.com
kk_inoue21@yahoo.co.jp


