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互助会だより6月号

互助会だより
令和3年6月4日 発行

6 月 号
令和3年5月1日	 現在
事業所数	 984　
会 員 数	  5,553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/

観光果樹園利用補助券
下記の果樹園でご利用いただけます。

窓口

※ 天候等により開園時期が多
少変更になることがあります。
利用果樹園へ事前にお問合
せください。

※ 会員証のみの提示では割引
利用いただけません。 必ず
利用補助券を持参ください。

※ お買物にはご利用いただけま
せん。

果樹園名 種類・開園期間・開園時間 区分 一般料金 会員価格

アグリパーク竜王観光果樹園

蒲生郡竜王町山之上6526
ＴＥＬ：0748⊖57⊖1311

ぶどう・梨
８月上旬～12月上旬

９時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） ぶどう	1,300円 800円

大人（中学生以上） 梨	1,200円 700円

小人（小学生） 1,000円 600円

幼児（３歳以上） 700円 400円

柿
８月上旬～12月上旬

9時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） 1,000円 500円

小人（小学生） 800円 400円

幼児（３歳以上） 500円 200円

今荘観光ぶどう園

長浜市今荘町1418
ＴＥＬ：0749⊖74⊖1322

ぶどう
８月上旬～９月下旬

９時～17時（受付16時まで）

大人（中学生以上） 1,300円 800円

小人（小学生） 1,000円 600円

幼児（３歳以上） 700円 400円

マキノピックランド

高島市マキノ町寺久保835⊖1
ＴＥＬ：0740⊖27⊖1811

ブﾙｰベリー
６月下旬～９月上旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,300円 800円

小人（小学生） 800円 400円

幼児（３歳以上） 500円 200円

ぶどう（ヒﾑロッド･シ ドーﾚｽ）
８月上旬～８月中旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,300円 800円

小人（小学生） 800円 400円

幼児（３歳以上） 500円 200円

ぶどう（ヒﾑロッド他）
８月中旬～９月中旬

9時～16時

大人（中学生以上） 1,600円 1,100円

小人（小学生） 1,300円 900円

幼児（３歳以上） 800円 500円
くり

9月中旬～10月中旬
9時～16時

大人（中学生以上） 1,600円 1,100円

小人（小学生） 800円 400円

＊ 利用補助券は、互助会事務局または各商工会〔瀬田・大津北（堅
田・志賀）〕でお受け取りください。（会員証をお持ちください）
＊ 利用補助券ご利用時は、事業所名・会員番号・会員名・利用
者名を記入のうえ、各施設窓口に入園料を添えてご提出ください。
＊ 開園期間内１度に限り、会員と登録同居家族が利用可能。

◆利用方法／
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　　遊園施設を含む5500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商品券です。お孫様やお子様へのご褒美やプレゼントとしてご活用ください。

◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／互助会事務局へお電話ください。
 お渡し準備が出来次第ご連絡させていただきます。
◆有効期限／2025年12月31日
〈主な加盟店〉  姫路セントラルパーク・オービィ大阪・甲賀の里忍術村・西武・そごう・高島屋・阪急・阪神・ピアゴ・イオン・

西友・平和堂・トイザラス…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。

こども商品券のご案内電話

☆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

◆通常より募集定員を減らして開催させていただきます。
◆マスクの着用及び手指消毒の徹底をお願いいたします。
※ 但し、酸欠や熱中症等のリスクもあるため、緊急時につ
いては受講者様の判断によるものとしますが、基本は講
師の指示に従ってください。

◆受講前には必ずご自身で体温測定をお願いいたします。

◆ 発熱や咳・のどの痛みなど風邪の症状のある方、体調の
すぐれない方はご遠慮ください。

◆ 状況により、急遽休講する場合もありますので、ご了承
ください。

◆随時講師の指示に従ってください。

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／６月28日㈪必着 ※当選の発表は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
※６月にお誕生日を迎える会員様対象
②びわ湖バレイロープウェイ・リフトご招待券………………………………… ペア１組
※有効期限：2021年グリー ンシ ズーンの営業日
③阪神タイガース公式イヤーブック2021… ……………………………………… 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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大津市勤労福祉センター講座

歴史講座「白洲正子と近江」～水の神々の世界を旅する～

可愛い…ハーバリウムボールペンを作ろう♪※小学生以下は保護者同伴

◆開催日時／  7/28、8/4、18、25　水曜日　13：30～15：30　全４回

◆開催日時／  6/26　土曜日　10：00～12：00　全１回

◆開催場所／ ５Ｆ　大ホール

◆開催場所／ ４Ｆ　研修室

◆受 講 料／3,000円（教材費含）

◆受 講 料／1,000円（別途教材費1,000円/1本）

筆記用具、マスク着用◆持 ち 物／

はさみ、先のとがったピンセット、マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／35名

◆定　　員／15名

◆申込期間／6/16㈬AM8：40～7/21㈬　※先着順

◆申込期間／6/9㈬AM8：40～6/24㈭　※先着順

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 先生

◆講　　師／田淵　朝美 先生

大津市勤労福祉センター自主事業

近江の歴史文化は琵琶湖が作り上げたといっても過言ではありません。その近江の中心
をなす琵琶湖には当然のことながら「カミ」が宿ると信じられ、人々はそのカミに様々な
姿を与えて祈りの対象としてきました。この講座では、仏教の尊格に姿を変えた琵琶湖の
カミ（水の神々）に焦点を当て、要所に白洲正子の作品を織り込みながら解説します。

ハーバリウムとは？ 「植物標本」という意味で、押し花やブリザーブドフラワーに専用のオイルで満たしたものです。
手軽に持ち歩けて、外出が楽しくなりますよ♪ 備え付けのボールペンは使いたくない……感染対策としても、バッグに1
本ボールペンを入れておくととっても便利！ 手元で揺れるお花に癒されましょう！ 外出時のバッグに１本の習慣を！
※お好きな色・お花を当日に選んでいただきます。

7/28 「薬師如来という水神」
8/4 「十一面観音という水神」
8/18 「不動明王という水神」
8/25 「弁財天という水神」

　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。
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。
　※�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★

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。 親子でも楽しめまーす！
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…気軽にクラシック…真夏の湖畔に響くヴァイオリン
赤松由夏…

…8月25日㈬　14：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　小ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  1,000円 →  700円  10枚 
	※６歳未満入場不可	
ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団コンサートマスターの赤松由夏がオペ
ラ・バレエの名曲を中心にお贈りします。
［出演］ 赤松由夏（ヴァイオリン）、北川恵美（ピアノ）
［曲目］ マスネ：タイスの瞑想曲
 ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第２番 イ長調 op.100 ほか

●締切日／ 6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

				 				

…守山市民ホール開館₃5周年記念
ほたる寄席…

…₉月1₉日㈰・12月25日㈯・2月2₀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公演セット  3,300円 →  2,600円  10枚 
 各回単独  1,700円 →  1,200円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	

●締切日／ 6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

				 				

…劇団四季『The…Bridge』
～歌の架け橋～…

…7月23日（金・祝）　18：30開演
ひこね市文化プラザ　グランドホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   9,900円 →  8,400円  10枚 
 A　席   6,600円 →  5,600円  10枚 
 B　席   3,300円 →  2,600円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	

●締切日／ 6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

	撮影：荒井健	 				

…純烈コンサート2021……

…8月13日㈮　14：00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  5,500円 →  4,400円  10枚 
	※	未就学児入場不可	

●締切日／ 6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

				 				

…音楽の扉…Room…№008
加藤景子ソロライブ…2nd…
…9月5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
 全席指定  3,000円 →  2,400円  10枚 
	※	未就学児入場不可
	

●締切日／ 6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

				 				

…中川晃教コンサート2021
Happiness…Around…the…World…
…7月3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

 一　般   8,000円 →  6,800円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	

●締切日／ 6月22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。
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…桂雀々独演会
「雀々夏まつり2021」…

…7月22日（木･祝）　14：00開演
京都府立文化芸術会館…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  3,800円 →  3,000円  10枚 
	※	未就学児入場不可	

●締切日／ 6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

				 				

…フランソワ・ポンポン展
動物を愛した彫刻家…

◆会期／7月10日㈯～9月5日㈰
◆場所／ …京都市京セラ美術館…

＊開館時間／	10：00～18：00
※展示室への入場は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日
※祝日の場合は開館	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   1,800円 →  1,100円  50枚 
 高大生  1,200円 →  700円  30枚 
 小中生  800円 →  400円  30枚 

	※障がい者手帳などをご提示の方と付添1名様までは無料（要証明）	
 オルセーで絶大な人気を誇る動物彫刻の代表作家　待望の日本初回顧展！ 

●このチケットの販売は7月9日㈮までです。 				

窓口

…ティラノサウルス展
～T.rex…驚異の肉食恐竜～…

◆会期／7月17日㈯～9月5日㈰
◆場所／ …大阪南港ATCホール…

＊開館時間／	9：30～16：30
※最終入場は16：00まで	
＊休館日／	会期中無休	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   1,800円 →  1,100円  50枚 

 3歳～中学生  900円 →  500円  30枚 
	※心身に障がいのある方の介助者1名無料（本人有料、要証明）	
 ティラノサウルス大集合！ 日本初公開の標本も！！ 

●このチケットの販売は7月16日㈮までです。 				

窓口

…よしもとお笑いライブ…in…城陽…2₀21
～夏の幕開けはお笑いで～…

…7月3日㈯　12：00開演/15：30開演
文化パルク城陽…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  4,500円 →  3,600円  各10枚 
	※	5歳以上または身長110㎝以上のお子様は席が必要
※	都合により出演者が変更になる場合あり	
 出演者： 中川家、スーパーマラドーナ、ダイアン、ニューヨーク、ミルクボー

イ、学天即、もりやすバンバンビガロ、滝音 

●締切日／ 6月22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　揚州八怪…

◆会期／6月12日㈯～8月15日㈰
◆場所／ …大阪市立美術館…

＊開館時間／	9：30～17：00　※入館は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日　※ただし8/9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  1,000円 →  600円  30枚 

	※障がい者手帳等をお持ちの方と介護者1名無料（要証明）
※会期中展示替えあり	
清朝最盛期に揚子江流域の揚州で優れた才能を発揮し、「揚州八怪」と呼ば
れた一群の書画家の軽妙な作品を展示。

●このチケットの販売は6月11日㈮までです。 				

窓口

…ノーベル賞受賞1₀₀年記念
アインシュタイン展…

◆会期／7月17日㈯～10月10日㈰
◆場所／ …大阪市立自然史博物館…

＊開館時間／	9：30～17：00
※最終入場は16：30まで	
＊休館日／	7/19、26、8/2、23、30、9/6、13、21、27、10/4		

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   1,500円 →  900円  50枚 
 高大生  800円 →  400円  30枚 
 小中生  500円 →  200円  30枚 

	※障がい者手帳等をお持ちの方と介護者1名無料（要証明）
※本券で自然史博物館常設展も入場可	
 遊んで学べ！ 知識のテーマパーク！ 

●このチケットの販売は7月16日㈮までです。 				

窓口

★★申込方法は、６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

会員事業所の紹介

〒520-0038 大津市山上町5-37　シャルム皇子山１階
TEL：077-510-7239　FAX：077-510-7282
Email：info@fmotsu.com

株式会社FMおおつ

　「スイッチ入れたらパラダイス！」周波数79.1MHz、
ＦＭおおつは災害時には、臨時災害放送局として、皆
様に身近な情報を提供します。いざという時、市民の
頼りになる放送局を常に応援していただける「ＦＭお
おつサポーター」を現在、募集しております。サポー
ターになっていただきますと20秒ＣＭ（１回500円）
が毎日放送されます。
　20秒ＣＭ１ヵ月30日分で、月15,000円となります
が、大津市勤労者互助会会員様には10,000円でＣ
Ｍをお出しいただけます。なんと放送料と制作費計
11,000円が会員様に特別割引となります。放送契約
は最大２ヵ月ですが、毎日１回ではなく毎日数回ＣＭが
流れます。かなりお得です。なお、３ヵ月以上申し込

まれる場合は、上記に加えて30分番組１回のご出演
が付いた「FMおおつサポーター」（月額10,000円）
をおすすめします。互助会会員様にはさらに特別に、
生放送５分のビジネストーク（3,300円相当）１回を
無償でお付けいたします。あなたのお店や会社のＰＲ
をＦＭおおつのマイクの前でたっぷりお話しいただけ
ます。
　ＦＭおおつはＩＰサイマル放送も同時に行なっていま
すので、スマートフォンやパソコンなら、全国でいつ
でも、どこでもお聞きいただけます。チラシ広告より
お得で、お気軽な20秒ラジオＣＭ導入をぜひお考えく
ださい。（このキャンペーンは2021年12月末まで続
けます）

湖魚煮・鮒寿しの製造・販売 管工事業・土木工事

佐
びわ湖の味

の富 株式会社 吉田工業
大津市真野5-14-30 大津市坂本1-11-29

TEL&FAX：077-573-5128
TEL：077-572-5300
FAX：077-572-5301

yoshidakougyou@ace.ocn.ne.jp

５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】


