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互助会だより
令和3年5月10日 発行

5 月 号
令和3年4月1日	 現在
事業所数	 987　
会 員 数	  5,494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/

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。

６月下旬頃
お届け予定
＊送料無料

〈互助会〉 〈事業所〉 〈白石薬品株式会社〉
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

●申込方法／ ①事業所あてに「申込書」を送付しましたので、会員さま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。　

●申込締切／ 5月31日㈪ 互助会必着・厳守 
● 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。（商品到着後、お振り込みはお早めにお願いします）

 ※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：岡

●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。

～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～
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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／5/26㈬		19時まで　※お渡しは６/７㈪以降になります。

◆申込方法／	互助会事務局へお電話（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ます。当選の方のみ6/3㈭までにお電話
させていただきます。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

　大阪の人気水族館『海遊館』が初プロデュースして誕生した「NIFREL
（ニフレル）」。ニフレルは水族館と動物園、美術館を融合した感性を
豊かにする新感覚「生きているミュージアム」です。子どもから大人
まで幅広い層に楽しんでいただけます。

入
館
券

区　　分 あっ旋料金

大　人
（16歳または高校生以上） ２,０００円→ 1,700円

こども
（小・中学生） １,０００円→ 900円

幼　児
（３歳以上） ６００円→ 500円

【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。
各商工会〔瀬田・大津北商工会（堅田･志賀）〕での購入を
希望される場合は、日数がかかりますので事前にご相談ください。
※	営業時間・休館日及び新型コロナウイﾙｽ感染拡大防止対策等は、
随時ﾎｰﾑペ ジーでご確認ください。

※4月～9月、10月～翌年3月の半期ごとに有効期限があります。

事務局
窓口 『ニフレル入館券』あっ旋

　「水春」は、癒しと寛ぎをメインテーマとして、天然温泉
や炭酸泉を中心としたお風呂施設だけでなく、岩盤浴・レス
トラン・リラクゼーション施術などのサービス施設にも力を
入れた総合温泉施設です。関西を中心に８店舗を運営してい
る中から、草津と守山の一般共通入浴招待券のあっ旋です。

施　設　名
一  般  料  金

あっ旋料金
平　日 土日祝

草津湯元水春
TEL：516⊖1126 800円 900円

650円守山湯元水春
TEL：599⊖1126 850円 950円

【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。各商工会〔瀬田・大津北商工会（堅田・志賀）〕
での購入を希望される場合は、日数がかかりますので事
前にご相談ください。
※	営業時間・休業日及び新型コロナウイﾙｽ感染拡大防止対
策等は、各施設にご確認ください。

※有効期限は、販売日より1年後の末日です。
※岩盤浴等は別途料金が必要です。

事務局
窓口 『草津湯元水春・守山湯元水春共通入浴招待券』あっ旋
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※お電話（☎522⊖6499）でお申込みください。
※	チケットの受け取りは、チケットが届き次第お電話させていただきますので、会員証と代金をご用意のうえ互助会事務局
までお越しください。

※	5/11㈫～6/6㈰の計15試合は、政府・地方自治体の対処方針を踏まえ、入場者数を
制限して試合を開催されることが決定いたしました。つきましてはこの間、互助会での予約
席チケットのお取り扱いはございません。

※	新型コロナウイﾙｽ感染症の影響により、急遽取り扱いを中止する場合がございます。
何卒ご了承ください。

試　合　日
対　戦　相　手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー₂4段

月 日 曜日 1₀4･1₀₅ 1₀₆･1₀₇

6 25 金 横浜DeNA 18：00 × 〇

7

9 金 巨人 18：00 × 〇
11 日 巨人 18：00 × 〇
12 月 横浜DeNA 18：00 × 〇
14 水 横浜DeNA 18：00 〇 〇

9
1 水 中日 18：00 ○ 〇
2 木 中日 18：00 〇 〇

試　合　日
対　戦　相　手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー₂4段

月 日 曜日 1₀4･1₀₅ 1₀₆･1₀₇

9

7 火 ヤクﾙト 18：00 × 〇
8 水 ヤクﾙト 18：00 ○ 〇
9 木 ヤクﾙト 18：00 ○ 〇
18 土 中日 14：00 × 〇
29 水 広島 18：00 〇 〇
30 木 広島 18：00 × 〇

10 1 金 中日 18：00 〇 〇

阪神甲子園球場年間予約席　空席状況電話

○……空席

4/26現在

大津市勤労福祉センター講座

歴史講座「近江の文化深掘りします！ シリーズ２　園城寺」

◆開催日時／  6/8　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／5/11㈫AM8：40～6/4㈮　※先着順

◆申込期間／5/11㈫AM8：40～6/4㈮　※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15日には、現地を実際に探訪します。（別途申込
必要）

園城寺大門前集合（13：30）……護法善神堂……観音堂
……三尾神社……水観寺……園城寺博物館（有料）……
唐院伽藍……本堂……新羅三郎墓……弘文天皇陵……�
新羅善神堂（16：30）解散予定

座学編

◆開催日時／  6/15　火曜日　13：30～16：30
 全１回
◆集合場所／ 園城寺大門前（仁王門前）　※時間厳守

◆受 講 料／3,500円

歩きやすい服装、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

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。

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？
ということで、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２回目は不死鳥の寺として知られる「園城寺」の魅力を深掘りします。
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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・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～ はじめてのエクセル使い方基本講座

初心者を対象に、お持ちのAndroid
（ i p h o n e / i p a d / w i n d o w s 
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。

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／  5/31、6/7、14、21、28　月曜日
9：30～10：30　全５回

◆開催場所／ ４Ｆ会議室２

◆受 講 料／	3,500円（別途教材費：700円）
◆定　　員／10名
◆申込期間／5/11㈫AM8：40～5/27㈭　※先着順

◆講　　師／加藤　弘貴 先生
筆記用具、スマートフォン、タブレット、 
マスク着用

◆持 ち 物／

◆開催日時／  5/31、6/7、14、21、28　　月曜日
11：00～12：00　全５回

◆開催場所／ ４Ｆ会議室２

◆受 講 料／	3,500円（別途教材費：700円）
◆定　　員／10名
◆申込期間／5/11㈫AM8：40～5/27㈭　※先着順

◆講　　師／加藤　弘貴 先生
筆記用具、パソコン、マスク着用◆持 ち 物／

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。

クラフトバンド教室～四つだたみの籠バッグを作ろう♪～
エコな紙バンド（クラフトテープ）で籠バッグを作りましょう～！ 針や糸を使わずに、クラフトテープを編んで可愛いクラフ
トバッグを一緒に作りませんか？（サイズ：横約32cm×高さ約22cm×幅約9cm）事前に14色のカラーより選んでいただ
きます。※仕上げにスプレーニスを塗りますが、雨の日は乾かないので、作品を預かる場合もございます。
◆開催日時／  6/7㈪・6/16㈬　9：30～12：30　全２回

◆受 講 料／	1,500円（別途教材費：1,800円） ◆定　　員／20名
◆申込期間／5/11㈫AM8：40～5/27㈭　※先着順

◆開催場所／ ５Ｆ　大ホール ◆講　　師／生野　千穂 先生
はさみ、手拭タオル、マスク着用◆持 ち 物／



–5–

互助会だより5月号

第38回守山市民教養大学
もりやま市民カレッジ2₀21

6月13日㈰・7月4日㈰・8月28日㈯・
9月26日㈰・11月27日㈯ 14：00開講

守山市民ホール　大ホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

5講座セット 12,000円→ 10,500円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月27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

				 				

ルシオール音楽塾

9月12日㈰・10月17日㈰・
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
3講座セット 2,500円→ 1,800円 10枚
各日単独
（一般） 1,000円→ 700円 10枚

※	全席自由　※	未就学児入場不可
9/12：ハイドンの弦楽四重奏曲
10/17：シューマン　ピアノ名曲集
12/19：マスカーニ　歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』

●締切日／ 5月27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

				 				

桂米朝一門会

6月20日㈰　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 3,800円（前売り）→ 3,000円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月27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

				 				

中山道守山宿 旅への誘いコンサート vol.11

6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

●締切日／ 5月27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

				 				

仮面ライダースーパーライブ2₀21 滋賀守山公演

8月22日㈰　13：30/17：30開演
守山市民ホール　大ホール

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,800円→ 3,000円 10枚
※	2歳以上有料
※	1歳以下は保護者1名につき1名ま
で膝上鑑賞可（座席が必要な場合
は有料）

※	小学生以下のお子様は保護者同
伴でご入場・ご鑑賞必須

●締切日／ 5月27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

	©石森プロ・テﾚビ朝日・ADK	EM・東映	 				

城奈緒美パイプオルガンリサイタル
～オトノナミ～

7月17日㈯　14：00開演
文芸セミナリヨ

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般 2,000円（前売り）→ 1,400円 10枚

高校生以下 1,000円（前売り）→ 700円 10枚
※	全席指定
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月27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。
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MIKA NAKASHIMA

JOKER
中島美嘉コンサートツアー2021
6月27日㈰　18：00開演
滋賀県立文化産業交流会館

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 8,800円→ 7,500円 10枚
※	3歳以上有料
※	3歳未満のお子様は保護者1名につ
き1名まで膝上鑑賞可（座席が必要
な場合は有料）

●締切日／ 5月20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

				 				

林家正蔵
京都で噺を聴く会

7月4日㈰　14：00開演
京都府立府民ホール「アルティ」

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席指定 3,600円→ 2,900円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月27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

	©武藤奈緒美	 				

京都文博 噺の会 Vol.17
玉川太福独演会

6月20日㈰　14：00開演
京都文化博物館　6階和室

区 分 あっ旋料金 予定枚数
全席自由 2,900円（前売り）→ 2,000円 10枚
※	未就学児入場不可
※	畳席
※入場整理番号付

●締切日／ 5月27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

				 				

仲道郁代ピアノ・リサイタル
～いつもあなたとショパン　第3回～〈振替公演〉
6月26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 4,600円→ 3,700円 10枚
※	未就学児入場不可
※	2020.7.10の振替公演

●締切日／ 5月27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

	©Kiyotaka	Saito	 				

千住真理子
イザイ無伴奏ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会〈振替公演〉
7月18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 4,300円→ 3,400円 10枚
※	未就学児入場不可
※	2020.3.14及び7.25の振替公演

●締切日／ 5月27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

	©Kiyotaka	Saito（SCOPE）	 				

ザ・ニュースペーパー京都2₀21
社会風刺コント集団

9月4日㈯　14：00開演
ロームシアター京都　サウスホール
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定 6,500円→ 5,100円 10枚
※	未就学児入場不可

●締切日／ 5月27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。
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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

9月5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 2,500円→ 1,400円 10枚
※	未就学児入場不可
※宝くじの助成により特別料金となっています

●締切日／
 5月27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

	ⓒShintaro　Shiratori	 				

宝くじ文化公演

～東京オーケストラMIRAIと共に～
国府弘子&川井郁子スペシャルコンサート

 ポーラ美術館コレクション展 

◆会期／7月9日㈮～9月5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／	7/12.19.26		
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	

 モネ、ルノワールからピカソ、シャガールまで 

●このチケットの販売は7月8日㈭までです。 				

窓口

 松竹映画「峠 最後のサムライ」 

◆会期／ 7月1日㈭全国ロードショー
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般  1,900円 →  1,150円  50枚 
	※互助会の映画特別優待券とは併用できません	
 司馬遼太郎が描きたかった“風雲児”、最後の一年。
出演：役所広司、松たか子、香川京子、田中泯、

永山絢斗／仲代達矢　他 

●このチケットの販売は7月21日㈬
　までです。 	©2020「峠	最後のサﾑライ」制作委員会	

窓口

 特別展 あやしい絵展 

◆会期／7月3日㈯～8月15日㈰
◆場所／  大阪歴史博物館 

＊開館時間／	9：30～17：00（会期中金曜日は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで	
＊休館日／	火曜日
※ただし8/10は開館	

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 

	※	障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名含む）は無料	
 絵に潜む真実、のぞく勇気はありますか？ 

●このチケットの販売は7月2日㈮までです。 				

窓口

★★申込方法は、７ページをご覧ください。
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会員事業所の紹介

〒520-0521 大津市和邇北浜57
TEL：077-594-0213　HP：www.hakkoudou.net

有限会社　八荒堂

米作りから　あられ造りまで

ＮＨＫや読売テレビなどの取材を受け、何度
かテレビにも紹介していただきました。
美味しい「おかき」を作るには、美味しい

「もち米」を作ることが欠かせない大切なこ
とと考えています。
本当に美味しいお米は、良質な土、太陽、
そして比良山からの清流の水により作られ、
精米後のもみ殻や、米ぬかなどを肥料にして
良質な土づくりを心がけています。

おかきが出来上がるまでの工程をご紹介し
ます！
自作したもち米は、もみのまま保存し、必要
な分だけを精米にします。そうすることで生
きたままの状態で保存することができ、年中

新米のもち米でお餅をつくことが出来ます。

精米から始まり、一晩水に浸したもち米を、
木の蒸篭で蒸します。木は水分を吸ってくれ
るので、べたつきの無いお餅が出来上がり
ます。
そうしてついたお餅を二日二晩ねかせ、芯ま
で冷やしたお餅をおかきの大きさに切り、今
度は２～３日乾燥させたあと、機械ではなく、
手間暇かけて、何度も何度もひっくり返し、
ひっくり返し……を繰り返して手焼きします。
最後に味付けをし、10日ほどかけてようやく
八荒堂のおかきが完成します！
店頭で見かけたら、ぜひご賞味ください。

【ほんの一例です】

春は梅、夏は桔梗、秋には萩が咲きみだれ、すすきが波打ち、
冬には雪の華散る比良山麓の自作田で出来たもち米を使って
手焼きの「あられ」「かきもち」を昔風につくっています。

料亭に卸す香り・艶とも
に優れた桜海老を使用

サラダ／海老サラダ
ほんのり生姜の香りが
広がる大人の味

甘口／田舎五色
海老と豆が入った季
節限定のおかき

醤油／長寿

大豆が入ってほんのり
塩味

素焼／豆白焼
固く焼き上げた香ばし
いあられ

醤油／切干し

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、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／5月27日㈭必着

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お誕生日プレゼント（金券2,000円分） ……………………………………… 20名
※５月にお誕生日を迎える会員様対象
②スポーツクラブNAS一里山店施設利用券 ……………………………… ペア20組
※利用は15歳以上。有効期限：2021.8.31

〒５２０－０８０６	大津市打出浜１－６　（一財）大津市勤労者互助会宛

大津市勤労青少年ホーム講座

割烹料理　嬉酔	くわ乃

大津市本堅田4-15-13	山田ビﾙ1Ｆ

TEL：077-571-6677
https://www.kissui-kuwano.com
y.kuwano@kissui-kuwano.com

４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】


