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互助会だより2月号

互助会だより
令和3年2月5日 発行

2 月 号
令和3年1月1日	 現在
事業所数	 1,014　
会 員 数	  5,634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/

● 助成金・給付金について
助成金・給付金の申請・請求には期限があります。期限を過ぎますと支給できませんのでご注意ください！！
◆�ユニバーサル･スタジオ･ジャパン、インフルエンザ予防接種、がん検診、人間ドック受診、宿泊･日帰りツアー、
講座受講をされますと助成金の交付を受けることができます。
　　申請期限……令和３年４月５日㈪まで（年度内回数制限あり）
◆会員を対象に給付金〔祝金(入会期間２年以上)・見舞金・死亡弔慰金・退会餞別金など〕を設けています。
　　申請期限……事由が発生した日から１年以内（退会餞別金は退会３ケ月以内）
※�申請・請求に必要な書類は「事務の手引き」または互助会ホームページよりダウンロードできますので、必要事項をご記入のう
え添付書類とともにご提出ください。
※�マイナンバー制度の開始に伴い、住民票に個人番号欄（希望した場合に記載される）が追加になりましたが、給付金請求時の証
明書類として住民票を添付する場合には個人番号の省略された住民票を添付してください。
※�振込日は、助成金が毎月月末（月１回）、給付金が毎月15日/末日（月２回）。振込日が土日祝にあたる場合は翌営業日となります。

●３月退会と４月入会の手続き締切日について
３月退会、４月入会につきましては、所定の書類を３月26日㈮までにご提出ください。

●ナガシマスパーランド及び湯あみの島補助券について
現在配布中の指定厚生施設補助券の有効期限は2/28㈰までです。3/1㈪以降の指定厚生施設補助券は２月末
頃納品予定です。

◆販売価格／１セット 4,300円（500円券×10枚）
◆取扱枚数／２０セット限定（１会員１セット限り）
◆申込締切／2/26㈮19時まで　※お渡しは３/５㈮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、３/３㈬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

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。
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ファミリーやグループにおすすめのスタンダードな客室を、客室料金の10％割引でご宿泊いただけます。

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』
のお知らせ

◆対 象 者 会員と登録同居家族
◆宿泊期間 2021年3月31日㊌のご宿泊日まで
◆予約期間 2021年3月30日㊋　20時59分まで
◆予約手順 ①「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」

　（https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/dcp/user/）よりアクセスし
　詳細画面へ
②詳細画面にある「お申込みはこちら」ボタンを選択
③オンライン専用予約画面より、予約に必要なプランパスワードを入力⇒
　プランパスワードは互助会事務局までお問い合わせください。
※コーポレートプログラム利用券も併用可能。
※コーポレートプログラム利用券を併用される場合、チェックイン時にフロントへご提出ください。

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（10：00～15：00　年中無休）

お申込み・お問い合わせ先

・価 格：3,000円
・入 園 時 間：午前８時
・対象パーク：東京ディズニーシー
・対 象 期 間：２月20日㈯～３月31日㈬入園分
・販売開始日：２月19日㈮

・販売対象日： チェックイン日の翌日以降のホテル滞
在日（チェックイン日は対象外）

■ディズニーホテル宿泊者向け「アーリーエントリーチケット」

　3月20日㈯入園分のチケットより、変動価格制が導入されることになりましたのでお知らせします。新たなチケット
体系では、時期や曜日ごとに異なるチケット価格が設定されることになります。今後のチケット価格帯の変更について
は、適宜、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご覧ください。
　また、2月20日㈯入園分より、ディズニーホテルに宿泊される方向けに、午前8時から東京ディズニーシーに入園可
能になる「アーリーエントリーチケット」を販売。このチケットを利用することで、一足先に対象のアトラクションの体験
やスタンバイパスの取得が可能になります。

※パ クーへの入園には、別途、1デｰパｽポ トーのご購入が必要です
※ｱ リーー エントリー チケットで体験可能な施設・サ ビーｽには限りがあります
※ｱ リーー エントリー チケットの価格や内容は、変更になる場合があります

名　　称 変動価格制チケット【2₀2₁年3月2₀日㈯入園分より】 現在【2₀2₁年3月₁₉日㈮まで】
大人 中人 小人 大人 中人 小人

１デーパスポート 8,200～
8,700

6,900～
7,300

4,900～
5,200 8,200 6,900 4,900

入園時間指定パスポート
（午前10時30分～）

7,700～
8,200

6,500～
6,900

4,600～
4,900 7,700 6,500 4,600

入園時間指定パスポート
（正午12時～）

7,300～
7,700

6,100～
6,500

4,300～
4,600 7,300 6,100 4,300

東京ディズニーランド／東京ディズニーシー
チケットの変動価格制導入について

◎ お問い合わせは、東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター　TEL0570⊖00⊖8632（10：00
～15：00）一部のPHS、IP電話・国際電話からはTEL045⊖330⊖5211まで。

単位：円
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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いただき、受講料・教材費は講座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。
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。
　※�申込締切日以降のキャンセルは、受講料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　申込方法★

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。

◆持 ち 物／ヨガマット、動きやすい服装、飲み物、タオル、マスク必着

セラピーヨガ教室～time of healing～
心とカラダをリフレッシュ♪
ストレス社会で疲れた体を、セラピーヨ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……。

◆開催日時／  4/9、23、5/14、28、6/11、25、7/16　金曜日　19：00～20：00　全７回

◆開催場所／ ３Ｆ　軽スポーツ室

◆受 講 料／3,500円
◆定　　員／18名
◆申込期間／2/16㈫AM8：40～3/31㈬　※先着順

◆講　　師／宮田　裕子 先生
コロナ対策に
ご協力をお願い
いたします。

得 得プレゼント

●	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／２月26日㈮必着

※応募は、事務局に賞品を取りに来られる方限定です。　※当選された方のみお電話でお知らせします。

下記の賞品をプレゼントします。（応募多数の場合は抽選になります）

①ステンレスマグ（ふた付）…………………………………………………………… １名
②弱酸性薬用ハンドソープセット…………………………………………………… １名
③友禅ペアミニ鉢（ふた付）…………………………………………………………… １名

〒５２０－０８０６ 大津市打出浜１－６　（一財）大津市勤労者互助会 宛
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歌の広場

3月14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　
※	会場の定員は100人

●締切日／ 2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。

やすらぎシネマ18
「日日是好日」上映会

3月27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》黒木華/樹木希林/多部未華子 ほか
“お茶”の魅力に気づき、惹かれていった女性が体験するのは、静かなお茶室
で繰り広げられる驚くべき精神の大冒険！

●締切日／ 2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

				 				

人形劇「14ひきのあさごはん」

3月21日㈰　12：30/14：30開演
滋賀県立文化産業交流会館　小劇場
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 1,000円→ 700円 各10枚
※	3歳以上有料（3歳未満でもお席が必要な場合有料）
※	開場は各開演時間の30分前

●締切日／ 2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

				 				

夏川りみコンサートツアー2₀21
～あかり～

5月23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名まで膝上鑑賞無料（お席が必

要な場合有料）
※	小学生･未就学児のみでの入場不可

●締切日／ 2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

				 				

子どものための管弦楽教室
「オーケストラの仕事」
3月21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

大　人 2,000円→ 1,400円 10枚
子ども

（4歳～中学生） 1,000円→ 700円 10枚
※	全席指定
※	4歳以上入場可

●締切日／ 2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

びわ湖ホール声楽アンサンブル第72回定期公演
日本合唱音楽の古典Ⅴ

3月27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
一　般 3,000円→ 2,400円 10枚
青少年

（25歳未満） 1,500円→ 1,100円 10枚
※	全席指定
※	6歳以上入場可

●締切日／ 2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
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劇団四季『マンマ・ミーア！』京都公演

3月27日㈯・4月18日㈰・5月4日（火･祝）　13：00開演
京都劇場（JR京都駅すぐ）

区 分 あっ旋料金 予定枚数
S　席 11,000円→ 9,500円

各10枚A　席 8,800円→ 7,500円
B　席 6,600円→ 5,600円
C　席 3,300円→ 2,600円

※	2歳以下入場不可
※	公演当日3歳以上有料

●締切日／ 2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

				 				

SALT & SUGAR  Ｌｉｖｅ Tour 2021

5月30日㈰　16：00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 6,000円→ 5,100円 10枚
※	未就学児入場不可
【出演】
塩谷 哲（ピアノ）、佐藤 竹善（ヴォーカル）

●締切日／ 2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。

仮面ライダースーパーライブ2₀21
京都舞鶴

5月30日㈰　11：00/15：00開演
舞鶴市総合文化会館　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,600円（前売り）→ 2,900円 各10枚
※	2歳以上有料
※	1歳以下は保護者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）
※	お子様のみの入場不可

●締切日／ 2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

©石森プロ・テﾚビ朝日・ADK	EM・東映				 				

生誕16₀年記念 グランマ・モーゼス展
素敵な1₀₀年人生

◆会期／4月17日㈯～6月27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／4/19、5/10

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名まで当日料金の半額	
 「人生100年時代」に贈る、“モーゼスおばあさん”が描く幸せの風景― 

●このチケットの販売は4月16日㈮までです 				

窓口

関西フィルハーモニー管弦楽団
第11回城陽定期演奏会

8月22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 4,000円→ 3,200円 10枚
学生

（25歳以下） 2,000円→ 1,400円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	13：40～指揮者･藤岡幸夫のプﾚトー クあり
【出演】 藤岡幸夫（関西フィル首席指揮者）、角野隼斗（ピアノ）、関西フィル

ハーモニー管弦楽団

●締切日／ 2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

				 				

特別展 よみがえる承久の乱
─後鳥羽上皇ＶＳ鎌倉北条氏─

◆会期／4月6日㈫～5月23日㈰
◆場所／京都文化博物館
＊開館時間／10：00～17：00（金は19：30まで）	 ※入室は閉館30分前まで
＊休館日／月曜日（祝日の場合は開館、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添1名まで無料（要証明）
※学生料金で入場の際には学生証を提示	
 本展は、鎌倉時代の有名な戦をテーマとする展覧会です。北条泰時は
2022年大河ドラマの主役です。 

●このチケットの販売は4月5日㈪までです 				

窓口
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互助会だより2月号

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

　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 】

◆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

大津市勤労青少年ホーム講座

2003年創業のハンバ ガーｰ専門店

AUNTY‒MEE BURGER
大津市見世1-11-21

TEL：080-3761-8480
http://www.za.ztv.ne.jp/uncle-mee/AMB.htm

am-burger@k.vodafone.ne.jp

１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】


