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互助会だより
令和3年4月5日 発行

4 月 号
令和3年3月1日	 現在
事業所数	 1,005　
会 員 数	  5,595人
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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/

窓口 びわ湖クルーズクルージングチケット引換券
◆取扱期間／2022年1/31㈪まで

・ミシガンクルーズ
・竹生島クルーズ

◆ご利用対象航路／

※自由席
※	学生はコ ｽーにより通常料金があっ旋料金を下回る場合がございます。
その場合は現地での購入をおすすめします。（学生証提示必要）

※ミシガンナイトについては、運航日が限られております。
※	12/6～3/4については、ミシガン80の運航が土日祝のみ。なお、
この期間の平日は高速船の運航となり、通常料金で購入される方が
お安くなります。（大人2,000円・学生1,600円・小人1,000円）

※乗船は、貸切等がございますので事前の予約をおすすめします。
　〔予約電話〕	大津港：₀₇₇-₅₂₄-₅₀₀₀　長浜港：₀₇₄₉-₆₂-33₉₀
	 今津港：₀₇₄₀-₂₂-1₇₄₇

※チケットの有効期限は2022年2/28

各コースとも 通常料金 会員負担額

大　人 2,300～3,130円
2,100円学　生

（中・高・大学生） 1,880～2,520円

小　人
（小学生） 1,150～1,570円 1,050円 ◆ 取扱方法／各港の窓口にて、「引換券」をご提出ください。

乗船券と引換えてくださいます。引換券につきましては、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。
※ 運航スケジュールやダイヤ等の詳細については、直接、琵琶湖

汽船㈱へお問い合わせください。（TEL：524︲5000）

窓口 近江舞子いちご園入園補助券

◆ 取扱方法／いちご園の窓口にて「補助券」に代金を添
えてお支払いください。補助券につきましては、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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。

◆開園期間／５/１㈯頃～５/３１㈪頃
◆受付時間／9：00～15：00

※	露地栽培のため生育状況により開園期間が変更します。必ず事
前にお問い合わせのうえご来園ください。

※制限時間：60分
※	各日、赤いいちごがなくなり次第終了します。
※	会員とその同居家族人数分を上限とし、期間
内１回に限り利用可能です。

区　分 通常料金 会員負担額
大　　人 1,500円 1,100円

小  人（小学生） 1,000円 700円
幼 児（３歳以上） 800円 600円

※ 詳細については、直接、近江舞子いちご園へお問い合わせ
ください。（ＴＥＬ：090︲1155︲1515）

窓口 滋賀県立アイスアリーナ入場券

◆ 取扱方法／入場券につきましては、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。

◆利用期間／ 4/1㈭～5/16㈰
 9/20（月・祝）～2022.3/31㈭

※休館日【第３木曜日・12/31、1/1】

※	9/20は「お客様感謝祭・無料開放日」の予定です。
※	競技会等で滑走いただけない日もあります。
※	３歳から入場有料。
※	貸ｽケ トー靴使用料は別途必要。（１足400円、15㎝～30㎝）

区　分 通常料金 会員負担額

大　人 平　日 1,300円 1,100円
土･日･祝 1,700円 1,400円

小　人
（高校生以下）

平　日 600円 500円
土･日･祝 750円 600円

◆滑走時間／１０：００～１７：００

※ 詳細については、直接、県立アイスアリーナへお問い合わ
せください。（ＴＥＬ：547︲5566）
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※小学生以上は一般料金です。※未就学児で食事利用のない場合は、シャ
ワ とー休憩料が300円（通常400円）で利用できます。※専用駐車場があり
ます。※台風等でご利用できない場合があります。※混雑が予想されますの
でご予約をおすすめします。☎090︲4117︲2112　代表：吉川

滋賀県勤労者互助会連合会 割引施設のご案内 ～ご家族・お友達と
潮干狩りを楽しみませんか♪～

三重県津市香良洲海岸『海の家 なお屋』 三重県津市御殿場浜 すず休憩所『海の家』
⃝潮干狩団体コース　Ｂセット《焼貝＋貝めし＋貝汁》 ⃝Ａコース 《休憩料＋潮干狩＋アミ袋+貸しくまで+貝汁》 

⃝Ｃコース  《休憩料+潮干狩+アミ袋+貸しくまで+貝汁+貝めし
（または白飯）+名物焼貝（あさり・はまぐり・大あさり）》 

大人 ２，０００円➡1,800円
中学生以下 １，８００円➡1,600円

一般 ８００円➡750円

一般 ２,５００円➡2,200円
※専用駐車場があります。
※台風等でご利用できない場合があります。
※混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。
　住所：三重県津市香良洲町5186　電話：059︲292︲3388

会員証のご提示にて会員様を含め５名様まで割引料金にてご利用いただけます!! 休業日・営業時間等の詳細については各施設にお問い合わせください

窓口 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター近畿ブロック協議会
割引提携施設のご案内

◆施 設 名／ 須磨海づり公園（休園中）、平磯海づり公園、六甲山牧場、
 太陽公園・白鳥城、姫路市立遊漁センター、姫路市平和資料館、
 姫路市立手柄山温室植物園

◆取扱方法／各施設の窓口にて、会員証の提示と「提携施設利用券」に代金を添えてお支
払いください。提携施設利用券につきましては、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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。

◆割引内容／ 通常料金の10％～ 割引
 ※会員と同居家族5名様まで適用
 ※	施設により割引額が違いますので、詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。

―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

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。

【お申込み・お問い合わせ先】 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）

◆予約手順／ 「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」（dcp.go2tdr.
com）より「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」にアクセスし、本宿泊
予約に必要なプランパスワードを入力のうえ予約
※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。

⃝ パークの運営状況により、内容を変更または中止する場
合があります。

⃝ 予約の際は「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・
購入サイト」 でのユーザー登録が必要です。

⃝ 残室数などの予約状況に応じて客室料金が変動します。

⃝ 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。

⃝ チェックイン時に、社員証（コピー可） の提示を求めら
れる場合があります。社員証をご持参ください。

◆対 象 者／会員と登録同居家族
◆宿泊期間／2021年4月2日㈮～2022年3月31日㈭

※予約状況により希望日にご予約いただけない場合があります
◆予約期間／2021年4月1日㈭ 11：00～　2022年3月30日㈬ 20時59分まで

※宿泊日は来訪の２カ月前より予約可能
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電話
抽選 『QUOカード』特別あっ旋

　QUOカードは、約60,000のお店で利用できる全国共通のギフトカード
（商品券）です。利便性と安全性、そして高い知名度に加えスリムなカー
ド型だから持ち運びに便利。残高が不足した場合は現金と併用で利用可
能です。
　有効期限はございませんので、お好きな時にお好きな商品にご利用く
ださい。

◆あっ旋料金：１枚3,000円→2,500円
◆取 扱 枚 数：20枚（１会員１枚限り）
◆申 込 締 切：5/7㈮19時まで　※お渡しは5/17㈪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、5/13㈭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。

◆主な加盟店： セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、マツモトキヨシ、デニーズ、大垣書店、紀伊国屋、ジュ
ンク堂書店、丸善…など

◆カードの使い方に関するお問い合わせ先： お客様相談室　 0120︲340︲541
（9：00～17：00土日祝を除く）

QUOカード見本

電話
抽選 『サーティワン アイスクリームギフト券』特別あっ旋

　サーティワンアイスクリームは、全国に約1,200店舗を展開するアイスクリーム専門ショップです。今回は、購入
時に利用できるギフト券500円を6枚セットにしてご案内します！ お釣りが出るうえ有効期限もありませんので安心し
てご利用ください。

◆あっ旋料金：500円券６枚セット　3,000円→2,500円
◆取 扱 枚 数：20セット（１会員１セット限り）
◆申 込 締 切：4/19㈪19時まで ※お渡しは4/28㈬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、4/26㈪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。
※  一部取り扱いのない店舗がございます。詳しくは公式ＨＰ

をご覧ください。

券面見本
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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

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

コンディショニング
ヨガ教室

歴史講座「近江の文化深掘りします！ シリーズ1　日吉大社」

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！

◆開催日時／  5/8、15、22、29、6/5、12、19、26、
7/3、10　土曜日　15：00～16：00　
全10回

◆開催場所／ ２Ｆ　多目的室

◆受 講 料／5,000円

ヨガマット、運動の
出来る服装、汗拭き
タオル、飲み物、マ
スク着用

◆持 ち 物／ ◆持 ち 物／

◆定　　員／10名

◆講　　師／ヨガスタジオ アピュアー Sachiko 先生
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、マスク着用

お手軽スケッチ教室
Ⅰ（午前）・Ⅱ（午後）

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。
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／  5/12、26、6/9、23、7/7　水曜日　
Ⅰ）10：00～12：00　 Ⅱ）13：30～15：30
各全５回

◆開催場所／ ３Ｆ　集会室

◆受 講 料／各3,500円
◆定　　員／各12名

◆講　　師／児玉　紘一 先生

◆開催日時／  5/11　火曜日　10：00～12：00
 全１回
◆開催場所／ ５Ｆ　大ホール

◆受 講 料／1,000円（教材費含）
筆記用具、マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／35名
◆申込期間／4/8㈭AM8：40～5/7㈮　※先着順

◆申込期間／4/8㈭AM8：40～5/7㈮　※先着順

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 先生

資料と画像を用いて座学で解説します。
※�翌週の18日には、現地を実際に探訪します。（別途申込
必要）

座学編

◆開催日時／  5/18　火曜日　13：00～16：00
 全１回
◆集合場所／ 日吉大社鳥居前　※時間厳守

◆受 講 料／2,500円

トレッキング可能な服装、タオル、飲み物、
雨具等天候により各自準備、マスク着用

◆持 ち 物／

◆定　　員／15名

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 先生

◆申込期間／4/8㈭AM8：40～4/30㈮　※先着順
◆申込期間／4/8㈭AM8：40～4/27㈫

※定員を超えた場合は抽選

安心のイヤホンガイド付き！

講師の解説と共に現地を実際に探訪します。
日吉大社鳥居前集合（13：00）……西本宮……八王子山
……神宮寺……東本宮（16：00）解散予定
※�八王子山に登ります（標高381ｍ、片道約1キロ、約30分
程です）

探訪編
大津市勤労福祉センター自主事業

優れた文化遺産が普通にある国が近江。余りに普通すぎて、その価値や魅力を実感されていないのでは？
今回のシリーズでは、代表的な近江の文化遺産を取り上げ、【座学編】【探訪編】に分けて深掘りします！
近江の文化遺産の素晴らしさを身体に取り込んでください！ シリーズ１回目は比叡山の神を祀る「日吉大
社」。日本最大級の神社の魅力を深掘りします。
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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。

　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。
※ スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、4月28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。
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・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★

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。（ただし、35歳未満の方が対象となります。）

心とからだのメンテナンスヨガ教室
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♪
◆開催日時／  5/8、15、22、29、6/5、12、19、26、7/3、10　土曜日　13：30～14：30　全10回

◆開催場所／ ２Ｆ　多目的室

◆受 講 料／	3,000円
◆定　　員／10名
◆申込期間／4/8㈭AM8：40～4/30㈮　※先着順

◆講　　師／ヨガスタジオ アピュアー Sachiko 先生
運動のできる服装、飲み物、汗拭きタオル、ヨガマット、マスク着用◆持 ち 物／

アロマ＆リンパストレッチ教室　Ⅰ（午前）・Ⅱ（午後）
柔らかいカラダを作りたい方！肩コリ、むくみのある方！ホルモンバランスを取りたい方！ におススメです♪オーガニックの
アロマクリームを使って、まずは手足をリンパマッサージ。あとは、ストレッチとカンタン体幹トレーニング、また骨盤も調
整しながら、深部のリンパを流します。アロマの香りに癒されながら、90分、体をメンテナンスするクラスです。
◆開催日時／  5/12、26、6/9、23、7/14、28　水曜日　Ⅰ）10：00～11：30　Ⅱ）13：30～15：00　各全６回

◆開催場所／ ２Ｆ　和室

◆受 講 料／	各3,000円（別途教材費：3,000円）
◆定　　員／各10名
◆申込期間／4/16㈮AM8：40～5/7㈮　※先着順

◆講　　師／須田　香織 先生
ヨガマット、動きやすい服装、飲料水、タオル、マスク着用◆持 ち 物／
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坂本冬美コンサート2021
〈2020.7.9振替公演〉

6月10日㈭
14：00/18：00	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 7,500円→ 6,400円 各10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可　

●締切日／ 4月26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、７ページをご覧ください。

水谷千重子ありがとうコンサート2021 in 京都城陽
〈2020.6.26振替公演〉

7月25日㈰ 15：30	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 5,800円→ 4,600円 10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満保護者1名につき1人まで膝

上鑑賞可（お席が必要な場合有料）

●締切日／ 4月26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

				 				

なばなの里引換券のご案内
券種／利用期間 一般料金 あっ旋料金

イルミネーション
3/1㈪～5/31㈪ 2,300円 2,000円
『未　定』
6/1㈫～8/31㈫ 1,600円 1,300円

窓口

【対象】  会員と登録同居家族
※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500円が２枚ついています。※補助券1枚につきお一人有
効です。※小学生以上は一般料金です。（未就学児無料・クーポンな
し）※期間内1回に限り利用可能。※イルミネーション終了後のイベ
ント（6/1～8/31）に関しては『未定』となっております。詳細につい
てはなばなの里へお問い合わせください。☎0594︲41︲0787

【利用方法】	互助会事務局のみの取扱いとなります。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、お時
間がかかりますので事前にご連絡ください。

歌の広場

6月26日㈯ 14：30	開演
さざなみホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 800円（前売り）→ 600円 10枚
※	未就学児入場不可
ソングリーダー　宮原春彦（ヴォーカル・ギター）

●締切日／ 4月26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

				 				

美術展の会期：

７月１４日㈬～７月１８日㈰
9：00～17：00
※7/18は12:00まで
※最終入場は閉館時間の30分前まで

会　　場：	草津市立草津クレアホール
 展示ホール

●作品募集内容：「書道の部」「写真の部」「絵画の部」「工芸手芸の部」
●応募資格：	滋賀県内に在住または通勤している方、していた方

（学生は除く）
●応募条件：作品についての条件

＊作品は未発表のもので、自己の創造で制作したものに限る
＊応募は一人１点（複数部門に出品することも不可）
＊	出品時、作品の保護をするための梱包・包装が施されて
いること
＊	作品受付期間および引取期間に定められた場所に作品を
搬入、搬出ができること

●作品受付期間：7/1㈭・7/2㈮	 10：00～17：00
7/3㈯	 10：00～12：00

●作品受付場所：一般社団法人	滋賀県労働者福祉協議会
（大津市打出浜２⊖１	コラボしが21	６階　労働福祉セミナｰ室）

●問い合わせ先：一般社団法人	滋賀県労働者福祉協議会
TEL：077⊖524⊖6290　担当：渡邉

※詳しくは同封の「作品募集要項」をご覧ください。

第66回 滋賀県勤労者美術展
作品募集
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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

大津市勤労青少年ホーム講座

畳・襖・障子のことなら Talking	Book	English	Center

ボブロペス英会話西田畳店
大津市今堅田1-6-22 大津市浜大津4-9-16	エリセオびわ湖201

TEL&FAX：077-572-1305
TEL&FAX：077-521-7780

http://talkingbook.jp
boblopez＠talkingbook.jp

３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】

●�2021年度、「就学祝金」「還暦祝金」「高齢者特別給付金」の受給対象者の方に、申請のご案内を同封いたし
ましたので、お忘れのないように申請してください。その他の給付金についても、年度に関係なく事由が発生し
てから１年以内となりますのでご注意ください。（退会餞別金は退会後３か月以内）

●�ゴールデンウイークの下記期間休ませていただきます。予約チケットの受取りや購入予定のチケットなどがありま
したらお早めにお越しください。
　互助会事務局……4/29（木・祝）、5/3（月・祝）～5/5（水・祝）
　瀬田商工会、大津北商工会（堅田/志賀支所）……4/29（木・祝）、5/1㈯～5/5（水・祝）

●互助会だより5月号は、5/10（月）発行になります。
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会員事業所の紹介

〒520-2132 大津市神領三丁目5-14
TEL：077-545-2431　FAX：077-545-8028

株式会社　寺新鶏肉店

『こだわりの地鶏を食卓に』

今、当店では自慢の地鶏はもとより “近江しゃも”の普及、販売にも力を注いでいます。
“近江しゃも”は県畜産技術センターで長年の研究のもと開発された高級肉用鶏で、当店も
参画する「近江しゃも普及推進協議会」の各種イベントなどを通じて、美味しい肉鶏とし
て広く親しまれています。“近江しゃも”は、父方に軍鶏の血統をひく最高品質の地鶏です。
一般の鶏肉と比べ、アミノ酸などのうまみ成分が豊富に含まれ、その旨さから2019年6
月のG20大阪サミットにも採用されました。コリコリとした歯ごたえと適度な脂が食欲を
そそる一品を、ぜひご家庭でご賞味ください。

直営店「鳥料理　寺田屋」では、自慢の地鶏や“近江しゃも”を使用した鍋料理から幕の内
弁当のほか一品料理も提供しています。新型コロナウイルス感染症対策にも万全を期して
ご来店をお待ちしています。
定 休 日：毎週月曜日（祝日の場合は火曜日）
営業時間：17時～23時

当店は、養鶏から直販までの一貫経営で、おいしさと安全を守ります。

電話
抽選 絶品！ “近江しゃも”あっ旋！！

お家ごはん。。。　ご家族の笑顔を応援しま～す ㈱寺新鶏肉店の【近江しゃも～～】
一度食べたらクセになる（＾〇＾）
味・コク・歯ごたえ・栄養バランス！！　どれをとっても一級品！！
焼いて良し！　揚げて良し！　特製スープでいただくお鍋も最高～！！
お肉の量は、３つ（500ｇ、800ｇ、1.0㎏）の中からお選びください。
お申込み条件は、㈱寺新鶏肉店（大津市神領三丁目5︲14　☎077︲545︲2431）で
受取りが可能な方に限ります。……生ものですので、アシカラズ…

鶏なべスープ：あっ旋額700円（1瓶2㍑入り定価（税込1,000円））が必要な方は、申込み時に併せてご注文ください。

ご注文 品　　名 内　　容 定価（税込） あっ旋額

いずれかのセットの内、
一つをお選びください。

近江しゃも500ｇ パック詰め（２～３人前） 1,890円 1,300円
近江しゃも800ｇ パック詰め（４人前） 3,020円 2,100円
近江しゃも1.0㎏ パック詰め（４～５人前） 3,780円 2,600円

◆あっ旋数：20セット（１会員１セット限り）　◆締切日：４/20㈫　19時まで
◆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、４/21㈬までに当選の方のみお電話にてご連絡し、注文書を
FAX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・変更はできません。

◆商品の引渡期間： ４/22㈭～30㈮　10時～17時　※4/25㈰、29（木・祝）はお休みです。


