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互助会だより
令和3年11月5日 発行

11 月 号
令和3年10月1日	 現在
事業所数	 971　
会 員 数	  5,510人
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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/

『キャッシュバック企画』のご案内
　コロナ応援特別企画として、互助会加入の下記
対象店舗で5,000円以上の飲食、買い物をされた
方に、費用の一部をキャッシュバックいたします。

店　　名 ジャンル 住　　所 電話番号
嬉酔　くわ乃 和食、割烹・小料理 本堅田四丁目15番13号 山田ビル１Ｆ 077-571-6677
ゆうあん　You	an お惣菜、お弁当、お食事 馬場一丁目7番16号 080-2514-4350
㈱三田三 おせち料理等 比叡平一丁目12番6号 077-529-0711
きまま亭しま 和洋食、沖縄料理 南小松1593番6号 077-596-1517
味ごよみ　柳生 和食定食、居酒屋 中央一丁目6番29号 077-525-9635
ひなはる～宮崎料理とうまい酒～ 居酒屋 真野二丁目27番3号 077-535-5691
カフェレストラン　アドリア カフェ、和洋食 唐橋町22番11号 077-537-3355
㈲浜亭 お食事処、お好み焼、居酒屋 大萱七丁目8番20号 077-545-6338
ダイニング＆カフェ		リップル 洋食、お弁当デリバリー 向陽町7番1号 077-548-7345
㈲丸二果実店 喫茶、果物 長等二丁目10番7号 077-526-0444
㈱寺新鶏肉店（寺田屋） 鳥料理等、鶏肉販売 神領三丁目5番14号 077-545-2431

店　　名 ジャンル 住　　所 電話番号
㈱ルメルシエ ケーキ 衣川一丁目40番81号 077-574-1890
御菓子司　金時堂 和菓子 本堅田二丁目11番31号 077-572-0061
浪乃音酒造㈱ 酒類 本堅田一丁目7番16号 077-573-0002

引き続き、企画にご賛同いただける事業所さまを募集いたします。
まずは互助会事務局（☎522︲6499）までご連絡をお願いいたします。

※ 対象費用は、事業実施期間内のご利用金額の合計金額（複数回ご利用の場合は回数分のレシート等が必要）
※ ご利用対象者は、会員および同居家族
※ キャッシュバック金額は、１会員（同居家族含む）につき、期間内2,000円を上限とします。
※ キャッシュバック金額の総額は、予算の範囲内といたします。

※レシートまたは領収書は返却いたしません。
※ 申請用紙は互助会ホームページの「申込・ダウンロード様式」からダウンロードできます。また、申請用紙をＦＡＸで送付
することもできます。

飲食、買い物された費用（税込） キャッシュバック金額
合計金額が5,000円以上～10,000円未満 1,000円
合計金額が10,000円以上 2,000円

●キャッシュバック金額：

飲食店

食品類
取扱い
小売店

●事業実施期間：令和３年11月５日から令和４年２月28日まで（２月28日必着）
●キャッシュバック申請方法： ① 下記対象店舗で飲食、買い物をされ、店舗の発行する店舗名が記載されたレシートまた

は領収書を受領してください。
 ②申請用紙にレシートまたは領収書（コピー可）を貼付け互助会に提出。

事業実施要領

キャッシュバック対象店舗一覧表
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊互助会新規入会キャンペーン
　大津市勤労者互助会では、福利厚生の大切さをお一人でも
多くの方にお伝えするため、ご入会いただいている会員さまか
らのご紹介をお待ちしております。ご紹介いただいた事業所さ
まがご入会されましたら、会員１名につき1,000円をご紹介者
さまにプレゼントいたします！

キャンペーン期間
11月５日㈮～12月24日㈮

お電話またはFAXでご連絡をいただきましたら、担当職員がご説明に伺います。
TEL：077 ⊖522 ⊖6499　 　FAX：077⊖523⊖3494ご紹介方法

◆入会資格◆ 大津市内の中小企業に勤務されてい
る従業員と事業主　＊パート従業員可

◆入 会 金◆ 500円／人　＊入会時のみ
◆会　  費◆ 月額600円／人

仲間を増やそう！！

ケ ー キ 教 室 の ご 案 内
～いちごと生クリームのクリスマスケーキ～

電話

※写真はイﾒー ジです

◆ 参加対象は中学生以上、おひとりさま大歓迎。
◆ １テーブル３名。１つの作業を交代で行っていただく部分もあります。
◆ 作業時に手袋、フェイスシールドを着用していただきます。
　（髪型崩れます。手袋、フェイスシールドは準備します。）
◆ ケーキの大きさは５号サイズ（直径約15㎝）です。作ったケーキはお持ち帰りできます。
◆ 申込者以外の入室はできません。
◆ 申込多数の場合は会員と同居家族を優先させていただきます。
◆ 試食タイムはございません。
◆ 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。
◆ マスク着用、手指消毒、検温等の感染予防対策にご協力ください。
◆ 26日㈮を過ぎますとキャンセル・変更できません。
◆ お車でお越しの方は、駐車場をご利用いただけます。
◆ 大津市勤労者互助会講座助成対象外です。

₁₁月₁₀日㈬
8時40分～
受付開始！!

◆日　　時／ 12月４日㈯　10：00～12：30
◆場　　所／ 滋賀短期大学 1階　製菓実習室 （大津市竜が丘24︲4︶
◆講　　師／ 滋賀短期大学　石	井	　明	教授
◆参

（材料費込）
加 費／ 会　　員 ２，０００円

 同居家族 ２，５００円
	 一　　般 ３，３００円
◆募集人数／ 18名 	※先着順

◆持 ち 物／ エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオル・上履き・筆記用具
◆締 切 日／11月26日㈮

◆申込方法／ 11月10日㈬8時40分より互助会事務局までお電話（☎522︲6499）でお申し込みください。お電話でのご予約後
「事業共通申込書」（利用ガイドP13、または互助会ホームページからダウンロード）に必要事項をご記入のうえ、
事務局までFAX（  523︲3494）で送信してください。

　大変お待たせいたしました！！ 毎回ご好評をいただいているケーキ教室のご案内です♪ 講師は、前回に引き続き、
バームクーヘンで有名な洋菓子店『CLUB HARIE』を退職後、滋賀短期大学で教授として活躍されている石井
明先生です☆クリスマスに合わせて『いちごと生クリームのクリスマスケーキ』を作ります！ 出来上がったケーキは、
お一人１台ずつお持ち帰りいただけます♪今年のクリスマスはお手製のケーキでパーティーを開かれてはいかが
でしょうか♪
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　 ⬆大津市勤労者互助会FAX：５２３－３４９４
　りんご予約注文書

事業所名 会員氏名

日中連絡先ＴＥＬ（ 　　 　）　　　－ 会員番号 －

品　　名 内　　容 単価（税込） 数　量 金　　額

① 贈答用　１０ｋｇ パック詰め 2 段 26 ～ 32 玉 ４,８００円 箱 円

② 贈答用　５ｋｇ パック詰め 1 段 13 ～ 16 玉 ２,６００円 箱 円

③ 家庭用　１０ｋｇ バラ入り ２,７００円 箱 円

④ りんごジュース １瓶１㍑入り ４７０円 本 円

⑤ りんごジュース １瓶１㍑入り× ６ 本 ２,８００円 セット 円

合　　　計 円

◆注意事項／ ◦商品到着後お電話にてご連絡いたします。生ものにつき到着から
３日以内にお受け取り可能な方のみ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 ご注文ください。
 　※商工会でのお渡しや４日以上のお預かりはできません。
 ◦りんごはご自身で運んでお持ち帰りいただきます。（台車あります）
 ◦お申込み後のキャンセル・変更はできません。
 ◦ りんご農家の減少に伴いご用意できる数に限りがあります。締切日までに受付を終了する場合もご

ざいますのでお早めにお申し込みください。
 ◦ お持ち帰り後すぐに開封し傷みなどないかご確認ください。それにかかる連絡・お問い合せ等は年

内中に『たかぎ農村交流研修センター』☎0265-33-3999まで。

＂家庭用＂とは、多少のキズやへこみ・サイズなど、見栄えにやや難がある規格外のりんごです。風味は規格
品とさほど変わらず、生育にも問題ありません。

大人気！ りんご（品種：ふじ）のあっ旋!!FAX

　今年も長野県喬木村産のりんごを予約販売いたします。今夏は台風被害も少なく、りんごの出来は上々とたか
ぎ農村交流研修センターより連絡がありました。いつもお世話になっている方へのお歳暮や大切なお友達へのプ
レゼントとして贈答用りんごを、家庭用りんごは見栄えや大きさが規格から外れたりんごですが、味は贈答用りん
ごと変わりがないためご家族用にいかがでしょうか。りんごは、喬木村から互助会事務局へ直送されますが、生
ものですので商品到着後３日以内に互助会事務局で受け取り可能な方というのがご注文条件になります。是非こ
の機会にお試しください。

◆ご注文からお渡しまでのながれ

ＦＡＸにてご注文
※下部注文書を
　ご利用ください ▶ 互助会より受付完了のご連絡

※連絡がない場合はお電話ください ▶ １２月中旬頃
互助会事務局へ

到着予定 ▶ 互助会事務局にて
お渡しとお支払い

◆締 切 日／11月25日㈭	厳守　※締切日を過ぎますと受付できません。
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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／11/26㈮  19時まで　※お渡しは12/7㈫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、12/2㈭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。　※申込締切日を過ぎますとキャンセﾙはできません。

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・ちゃんぽん亭総本家・ココス・吉野家・和食さと・ビッグボーイ・
ロイヤルホスト・ザ めしや・ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

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。

12月中旬頃
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～

●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。

●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。（振込期限までにお願いします）
 ※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。
 ※振込手数料は業者負担。

●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：本田

●申込締切／ 11月26日㈮　互助会必着・厳守

●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、またはお持ちください。

※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。

〈互助会〉 〈事業所〉 〈白石薬品㈱〉
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

◇ご注文からお届けまでのながれ
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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／ ①～⑥11月11日㈭　午前8時40分～11月30日㈫まで
	 ⑦～⑫11月12日㈮　午前8時40分～11月30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。

お知らせ
◆新型コロナウイルス感染症予防対策として、マスクの着用及び手指消毒の徹底、ご自宅での検温をお願いいたします。
◆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。
◆状況により、講座を急遽休講する場合もありますので、ご了承ください。
講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 定員 受講料（教材費）

①
中学英語で英会話 12/2・16・1/6・20・2/3・17・3/3 木 19：00～21：00 ７回 20名 4,900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♪

②
未生流　華道教室 12/3・17・1/7・21・2/4 金 10：00～12：00 ５回 10名 3,000円

（5,000円）
内
容

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！　今回は、季節のクリｽマｽリー ｽやお正月のお花をｱ
ﾚンジします！　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。

③
ハタヨガ教室 12/3・17・1/7・21・2/4・18・3/4 金 9：30～10：30 ７回 10名 3,500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！

④

レベルアップ！
ベーシックヨガ教室 12/3・17・1/7・21・2/4・18・3/4 金 11：00～12：00 ７回 10名 5,600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、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！

⑤
セラピーヨガ教室
～time of healing～

12/3・17・1/7・21・2/4・18・3/4 金 19：00～20：00 ７回 18名 3,500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！

⑥
コンディショニング　

ヨガ教室
12/4・11・1/8・15・22・29・2/5・12・
19・26 土 15：00～16：00 10回 10名 5,000円

内
容

心身のバランｽを整えましょう！	「ヨガ」とは、サンｽクリット語で「つながり」を意味します。日々頑張りすぎて疲れた身体を、深い呼吸で心の安定
と体が伸びる気持ち良さを感じながら、心とカラダを繋げていきましょう！

⑦

健康寿命を延ばそう！
体軸トレーニング教室 12/7・21・1/11・25・2/8・22・3/8 火 10：00～11：00 ７回 15名 3,500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。

⑧ ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室）

12/7・21・1/18・2/1・15・3/1・15
火 19：00～20：00

７回 18名 3,500円

⑨
ピラティス＆ヨガ教室

（和室）
12/14・1/11・25・2/8・22・3/8・22 ７回 10名 3,500円

内
容

人の持つ筋肉をしなやかにし、その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！

⑩
すっきり

リセットヨガ教室 12/8・22・1/5・19・2/2・16・3/2 水 19：00～20：00 ７回 18名 3,500円

内
容

深い呼吸と心地良いポ ズーで、心身の不調がリセットされ調子が整いやすくなります。
無理なく楽しみながら、ｽッキリと明日へのパワ をーｱップしましょう！

⑪ がんばらないヨガ教室 12/9・23・1/6・20・2/3・17・3/3
木

10：00～11：00 ７回 18名 3,500円

⑫
ちょっとがんばるヨガ教室 12/9・23・1/6・20・2/3・17・3/3 11：30～12：30 ７回 18名 3,500円

内
容

呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れる時の中で、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！！	ﾚベﾙｱップ
したい方は「ちょっとがんばるヨガ」をおｽｽﾒします！
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互助会だより11月号

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

※会員以外の方もご参加いただけます。但し35歳未満の方対象

※会員以外の方もご参加いただけます。

◆開催日時／ 12/4、11、1/8、15、22、29、2/5、12、19、26
土曜日　13：30～14：30　全10回

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しょう！ 女性の美を
意識し、気になるポッコリお腹を引き締め、体形維持や体質改善、美肌促進をめ
ざし、これから歳を重ねていく女性たちのためのレッスンです。 楽しくメンテナ
ンスしていきましょう♪

◆持　ち　物／ヨガマット、運動できる服装、飲み物、汗拭きタオル　※マスク着用
◆受　講　料／ 3,000円
◆定　　員／10名 ◆申込期間／11/11㈭AM8：40～11/30㈫　※先着順

◆開催場所／２Ｆ　多目的室
◆講　　師／ヨガスタジオ　アピュアー	Sachiko	先生

心とからだのメンテナンスヨガ教室

◆開催日時／12/6　月曜日　10：00～12：00　全１回

お正月には欠かせない縁起の良い植物 「葉牡丹」 を使った寄せ植えしてみませ
んか？ 新年の玄関に飾って幸福を呼び込みましょう～♡
春先まで長持ちしますよ♪

◆持　ち　物／ 持帰り用袋（幅40㎝高さ30㎝奥行30㎝以上）、汚れてもよい服装、
ビニール手袋（フィットするタイプ）、移植用のスコップ　※マスク着用

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費	2,500円）
◆定　　員／15名 ◆申込期間／11/16㈫AM8：40～12/3㈮　※先着順

◆開催場所／５Ｆ　大ホール
◆講　　師／株式会社中田園芸	中田　幸吉	先生

お正月用寄せ植え教室
～お正月の玄関は縁起物で華やかに！～

　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いただき、受講料・教材費は講座初日（当日）にお持ちくださ
い。やむを得ずキャンセルされる場合は、申込期間内に必ずご連絡をお願いいたします。
　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や新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため急きょ中止する
ことがあります。
※申込締切日以降のキャンセルについては、受講料・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３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・大津市勤労福祉センター自主事業申込方法★

昨年の寄せ植え画像



–7–

互助会だより11月号

 華麗なるオーケストラの世界ｖｏｌ．４
鈴木優人指揮 日本センチュリー交響楽団  

 令和4年1月8日㈯　15：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール    

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   4,000円 →  3,200円  10枚 
 A　席   3,000円 →  2,400円  10枚 
 B　席   2,000円 →  1,400円  10枚 

 青少年（₂5歳
未満）  1,500円 →  1,100円  10枚 

	※	全席指定
※	6歳未満入場不可	

●締切日／ 11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

日本センチュリー 交響楽団				 				

 沼尻竜典作曲
歌劇『竹取物語』 

 令和4年1月22日㈯・23日㈰　14：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール    

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   7,000円 →  6,000円  10枚 
 A　席   5,500円 →  4,400円  10枚 
 B　席   4,000円 →  3,200円  10枚 

 青少年（₂5歳
未満）  2,000円 →  1,400円  10枚 

	※	全席指定　※	6歳未満入場不可	
    セミ・ステージ形式　日本語上演日本語字幕付
指　揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
出　演：幸田浩子、砂川涼子、晴雅彦、びわ湖ホール声楽アンサンブルほか
管弦楽：日本センチュリー交響楽団

●締切日／ 11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

				 				

 ルシオール classics vol.02
ピアノ四重奏の午後 

 令和4年1月8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
 一　般   2,500円 →  1,800円  10枚 
 U25   1,500円 →  1,100円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	要マｽク着用・検温等感染症対策	
    〔出演〕 奈良田朋子（ピアノ）、谷本華子（ヴァイオリン）、小野眞優美（ヴィオ

ラ）、金子鈴太郎（チェロ）

●締切日／ 11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

				 				

 竹澤恭子・宮田大・田村響ピアノ三重奏 

 令和4年2月6日㈰　14：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　大ホール    

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   3,000円 →  2,400円  10枚 
 A　席   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
※	6歳未満入場不可	
    出演：竹澤恭子（ヴァイオリン）、宮田大（チェロ）、田村響（ピアノ）
〔曲目〕 チャイコフスキー ピアノ三重奏曲「偉大な芸術家の思い出に」ほか

●締切日／ 11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

				 				

 中山道守山宿 旅への誘いコンサート vol.13  

 令和4年1月30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
※	要マｽク着用・検温等感染症対策	
    〔出演〕 宮本克江（オーボエ）、永江真由子（フルート）、巌埼友美（ヴァイオリ

ン）、増永雄記（ヴィオラ）、高橋宏明（チェロ）

●締切日／ 11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、９ページをご覧ください。

得 得 プレゼント
①お誕生日プレゼント（金券2,000円分）

 ………20名
※11月にお誕生日を迎える会員様対象

●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。

〒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／11月26日㈮ 必着
●当選連絡／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。

￥2,000
金　　券￥2,000

金　　券￥2,000
金　　券￥2,000

金　　券
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互助会だより11月号

 歌の広場 

 令和3年12月11日㈯　14：30開演
野洲文化小劇場 

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席自由  1,000円 →  700円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
昭和・平成を彩った珠玉の名曲を100曲以上ご準備！
アナタの青春の1曲をリクエストしてください!!
ソングリーダー　宮原春彦（ヴォーカル＆ギター）

●締切日／ 11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

				 				

 初笑い！ 松竹新喜劇
新春お年玉公演 

 令和4年1月3日㈪・6日㈭ 13：00開演
1月9日㈰ 14：30開演

南　座 
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 1等席  11,000円 →  5,500円  各10枚 
	※	全席指定
※3歳以下入場不可
※	コロナ対策のためお席が離れる場合あり	

●締切日／ 11月19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

				 				

 《喜劇名作劇場》恋ぶみ屋一葉
有頂天作家 

 令和4年1月16日㈰　11：00開演
令和4年1月22日㈯　11：00/15：30開演

南　座 
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 1等席  12,500円 →  6,500円  各10枚 
※全席指定
※3歳以下入場不可
※コロナ対策のためお席が離れる場合あり
    

●締切日／ 11月19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

				 				

 加藤ミリヤ
"WHO LOVES ME" Release Party 2021︲2022  

 令和3年12月3日㈮　18：30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  6,600円 →  5,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 11月18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

				 				

 『劇団四季の
アンドリュー・ロイド=ウェバーコンサート

～アンマスクド～』京都公演 
 令和4年1月3日㈪　13：00開演

京都劇場 
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 S　席   12,100円 →  10,600円  10枚 
	※	全席指定
※	観覧日当日3歳以上有料
※	観覧日当日2歳以下入場不可	
※当互助会の補助による割引
    

●締切日／ 11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

				 				

 ニュウニュウ（牛牛）
ピアノ・リサイタル2022  

 令和4年1月16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   2,800円 →  2,000円  10枚 

 高校生以下  2,000円 →  1,400円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 11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

ⒸChris	Lee				 				

★★申込方法は、９ページをご覧ください。
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 米朝一門会 
 令和4年2月12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
 全席指定  3,300円（前売り） →  2,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    出演：桂南光、桂米團治、桂吉弥、桂ひろば、桂弥っこ

●締切日／ 11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

				 				

 長浜浪漫パスポート
2021︲2022 

◆会期／10月1日㈮～令和4年9月30日㈮
◆場所／  長浜市内15施設 

＊開館時間／	各施設にお問い合わせください	
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　冊   1,200円 →  800円  20枚 
	※おとな・こども同額
※市内の店舗や施設で割引や記念品などのサ ビーｽあり
※長浜盆梅展などの企画展も入館可（一部除外あり）	
 長浜観光協会：0749-65-6521 

●このチケットの販売は令和4年8月31日㈬までです。 				

窓口
互助会

 フォレスタ
新春コンサート in 京都 

 令和4年1月7日㈮　13：30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

 S　席   6,000円 →  5,100円  10枚 
 A　席   5,500円 →  4,400円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 11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

				 				

 コレクター
福富太郎の眼 

◆会期／11月20日㈯～令和4年1月16日㈰
◆場所／  あべのハルカス美術館（16F） 

＊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／	11/29、12/31、1/1		
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 

	※	障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンター でご購
入されたご本人と付添の方1名様まで当日料金の半額	

 昭和の名実業家が愛した珠玉のコレクション 
●このチケットの販売は11月19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〉

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

※新型コロナウイルス感染症の状況により急遽中止する場合があります。
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互助会だより11月号

会員事業所の紹介

仕様：2.5㎝角
500円以上の募金につきバッジお一つ

〒520︲0047 大津市浜大津4丁目1︲1　明日都浜大津5F
TEL：077︲525︲9316　FAX：077︲521︲0207
URL　https://www.otsu-shakyo.or.jp/

社会福祉法人 大津市社会福祉協議会

大津のまちを良くするしくみ

　大津市社会福祉協議会は、大津市共同募金委員会の事務局を担っており、毎
年10月１日から全国一斉に始まる赤い羽根共同募金運動に取り組んでいます。
　今年度、大津市のキャラクター「おおつ光ルくん」と本会のキャラクター「お
おつ ひまりん」がコラボしたオリジナルピンバッジを作製し、バッジ募金として
数量限定で取り扱っております。
　赤い羽根共同募金に集まりました募金は、高齢者の見守り活動や、子どもの
居場所づくり、また災害時の助け合いのために活用されています。
　バッジ募金を通して赤い羽根共同募金へのご協力いただける方は、本会にお
問合せいただくか、滋賀県共同募金会のホームページ（オリジナル募金バッジ
による寄付ページ）（右のQRコード）からもお申込みいただけます。「じぶん
の町を良くするしくみ」である赤い羽根共同募金運動に、皆さまの温かなご協
力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金運動が今年もスタートしています！

数量に限りがござ
いますのでお申込
みはお早めに!!

社協の取り組み：第1段

新年号広告掲載募集！！
「互助会だより新年号」に各事業所様の新年のご挨拶を掲載します。
◆料　　金／	１枠　２,０００円
◆枠サイズ／	約1.5～２㎝×約８㎝

●申込状況により掲載枠サイズが若干変動する場合がございます。
●互助会だより新年号２ページから３ページに掲載予定。

◆申込方法／	11月26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（事務局からＦＡＸ、または互助会ホームページからダウンロード）に必要事項をご
記入のうえ、事務局までＦＡＸ（523-3494）で送信ください。

 ※令和3年の新年号を参考になさってください。
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約
８㎝

約1.5～２㎝

【掲載記入例】

　年末の恒例行事となっております労福協まつりですが、残念ながら今年も新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止、および皆様の健康と安全を第一に考慮し、中止
することといたしました。
　開催を楽しみにお待ちいただいていた皆様には心苦しいお知らせとなりますが、
何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
　最後に、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と皆様のご健康を心よりお
祈り申し上げます。

◆『令和3年 労福協まつり』中止のお知らせ◆


