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互助会だより7月号

互助会だより
令和3年7月5日 発行

7 月 号
令和3年6月1日	 現在
事業所数	 980　
会 員 数	  5,541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/

◆公開時間／ 午前=  ９：００～１２：００
 午後=１３：００～１６：００
※	におの浜ふれあいｽポ ツーセンター は、9：00～20：45。入
館より３時間利用。土曜日の一般利用は13：00～20：45。

※	富士見市民温水プｰﾙは9：00～21：00。午前・午後・
夜間の３交代制。

◎３枚１組の販売となります。
◎ 富士見市民温水プールの回数入場券は他のプールではご利用になれませ
ん。また、他のプールの回数入場券も富士見市民温水プールではご利用にな
れませんのでご注意ください。
◎富士見市民温水プール以外は有効期限［2021.8.31］がございます。
◎詳細につきましては各施設にお問合せください。

大津市営プール［平水回数入場券］あっ旋販売のご案内

◆３枚１組の
　料金です

◆料 　 金／
区　　分 あ っ 旋 料 金

販売予定数 ※ お電話でお申し込みください。
※ 互助会事務局まで会員証と代金をご用意

のうえお越しください。
※ 回数入場券の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、
　お渡しにお時間が
　かかります。

富士見市民
温水プール

富士見市民温
水プール以外

大　人（高校生以上） １,２００円 → 1,000円 14組 7組
小　人（中学生以下）
高齢者（65歳以上） ８１０円 → 700円 13組 6組

施　設　名 住　所 ＴＥＬ 利用施設
富士見市民温水プール 富士見台 ₅₃₃⊖₃₁₁₃ 富士見限定ﾁｹｯﾄ

におの浜ふれあいスポーツセンター におの浜四丁目 ₅₂₇⊖₃₅₅₃

共通ﾁｹｯﾄ
皇子が丘公園プール

５０ｍプール
皇子が丘一丁目 ₅₂₆⊖₃₀₈₅２５ｍプール

幼児プール
伊香立市民プール 伊香立下龍華町 ₅₉₈⊖₃₁₉₉
雄琴臨水公園プール 雄琴六丁目 ₅₇₈⊖₈₆₆₁

電話

施　設　名 住　所 ＴＥＬ 利用施設
坂 本 市 民 プ ー ル 坂本六丁目 ₅₇₈⊖₈₆₆₀

共通ﾁｹｯﾄ

な ぎ さ 公 園 プ ー ル 由美浜 ₅₂₇⊖₃₉₆₀
晴 嵐 市 民 プ ー ル 鳥居川町 ₅₃₇⊖₄₉₉₅
唐 橋 公 園 プ ー ル 瀬田一丁目 ₅₄₅⊖₂₃₅₀
南 郷 公 園 プ ー ル 南郷一丁目 ₅₃₇⊖₄₆₀₁
田 上 公 園 プ ー ル 枝三丁目 ₅₄₆⊖₄₆₀₉
曽 束 市 民 プ ー ル 大石曽束二丁目 ₅₄₆⊖₅₆₁₁

売切御免!!

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右記
までお申し込みください。
※①お誕生日プﾚゼントをご希望の方はお誕生日もご記入ください。 ●	応募締切／7月29日㈭必着

●	当選連絡／①は賞品の発送をもってかえさせていただきます。②・③は応募ハガキに記載された電話番号に連絡いたします。

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お誕生日プレゼント（金券2,000円分）………………………………………… 20名
※7月にお誕生日を迎える会員様対象
②阪神タイガースオリジナル多機能チケットポーチ………………………………… １名
※事務局に取りに来られる方限定
③阪神タイガースオリジナル保冷機能付きランチボックス……………………… １名
※事務局に取りに来られる方限定

〒５２０－０８０６ 大津市打出浜１－６
（一財）大津市勤労者互助会 宛



–2–

互助会だより7月号

☆大津市勤労福祉センター講座　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

講座の開催に関しましては、受講者様のご理解とご協力がなければ新型コロナウイルス感染予防対策
は行えない状況にあります。
おひとりお一人のご理解とご協力を何卒お願い申し上げます。

◆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、運動中のマスク着用については、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。

◆ 当面の間、３Ｆ更衣室の使用はできませんので、ご了承く
ださい。

◆ ヨガマットの貸出を中止しております。各
自でご準備いただきますようお願いいたし
ます。

◆ 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。

　
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／①②７月８日㈭ 午前８時40分～７月27日㈫まで（抽選）　
　　※定員を超えた場合は、7月28日㈬AM10：00に事務局にて抽選いたします。
　　　　　　③～⑩７月16日㈮ 午前８時40分～８月13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P3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。

講　座　名 開催期間 曜日 時間 回数 定員 受講料
（教材費）

① お手軽スケッチ教室Ⅰ
（午前の部） 8/4・18・9/1・15・29 水

10：00～12：00 ５回 12名 3,500円

②
お手軽スケッチ教室Ⅱ

（午後の部） 13：30～15：30 ５回 12名 3,500円

内容「絵を描いてみたい！」という初心者向けの教室です。花・野菜・果物など自分の描きたいものを描きます。絵を描くことを楽しんでください♪

③ ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室）

8/17・31・9/14・28・10/12・26・
11/9

火
19：00～20：00 ７回 18名 3,500円

④
ピラティス＆ヨガ教室

（和室） 8/24・9/7・21・10/5・19・11/2・16 19：00～20：00 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！

⑤

健康寿命を延ばそう！
体軸トレーニング教室 8/24・9/7・21・10/5・19・11/2・16 火 10：00～11：00 ７回 15名 3,500円

内容 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、トイﾚに行く前、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。

⑥
すっきりリセット ヨガ教室 8/25・9/8・22・10/6・20・11/10・

24 水 19：00～20：00 ７回 18名 3,500円

内容 深い呼吸とヨガのポ ズーで心身をリラックｽさせ、新陳代謝の良い身体づくりをめざします。心とカラダの両面からパワｰｱップ！！

⑦ がんばらない ヨガ教室 8/26・9/2・16・30・10/14・28・
11/11 木

10：00～11：00 ７回 18名 3,500円

⑧
ちょっとがんばる ヨガ教室 11：30～12：30 ７回 18名 3,500円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れるときの中で、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！！	少しﾚベﾙ
UPされたい方はちょっとがんばるヨガ教室をお勧めします！

⑨
ハタヨガ教室 8/27・9/10・24・10/8・22・11/5・

19 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、不調やｽトﾚｽも和らげていきます！

⑩

レベルアップ！
ベーシックヨガ教室

8/27・9/10・24・10/8・22・11/5・
19 金 11：00～12：00 ７回 10名 5,600円

内容 ﾚベﾙｱップしたい方のための「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！
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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。
※…スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、7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。
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　申込方法★

…青山貴バリトン・リサイタル…

…9月19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
 一　般   4,000円 →  3,200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	
 選りすぐりの演奏家による上質な音楽を小ホールの温かな空間で聴いてい
ただく〈びわ湖の午後〉シリーズ
〔出演〕青山貴（バリトン）、髙田絢子（ピアノ）
〔曲目〕シューマン：詩人の恋op.48ほか 

●締切日／ 7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

				 				

…硬派弦楽アンサンブル「石田組」…

…9月20日（月･祝）　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   3,500円 →  2,800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	
 クラッシックにとどまらないボーダーレスな演奏活動を展開する石田泰尚
がプロデュースするユニット。びわ湖ホール初登場！
〔出演〕 硬派弦楽アンサンブル石田組
〔曲目〕 ピアソラ：ブエノスアイレスの四季 ヴィヴァルディ：四季
 ローリング・ストーンズ：悲しみのアンジー レッド・ツェッペリン：天国への階段
 フレディ・マーキュリー：ボーン・トゥ・ラブ・ユー 

●締切日／ 7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

				 				

…マーラー・シリーズ
沼尻竜典×京都市交響楽団…
…9月18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   5,000円 →  4,000円  10枚 
 A　席   4,000円 →  3,200円  10枚 
 B　席   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歳未満入場不可	
 沼尻竜典びわ湖ホール芸術監督がタクトを振るマーラー・シリーズ。
指揮：沼尻竜典　管弦楽：京都市交響楽団
〔曲目〕マーラー：交響曲第10番より「アダージョ」、第1番「巨人」 
●締切日／ 7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

				 				

…松山バレエ団
「ロミオとジュリエット」…
…9月25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   10,000円 →  8,500円  10枚 
 A　席   9,000円 →  7,700円  10枚 
 B　席   8,000円 →  6,800円  10枚 

	※	全席指定
※	6歳未満入場不可	
    

●締切日／ 7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

	©A・I	 				

★★申込方法は、６ページをご覧ください。
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…プラハ・フィルハーモニア管弦楽団…

…9月23日（木･祝）　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   12,000円 →  10,500円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 7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

				 				

…ソーシャルディスタンス
歌の広場…

…9月26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（前売り） →  700円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 7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

				 				

…稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY…NIGHT…TOUR…2021……
…10月17日㈰…16：00怪宴
シライシアター野洲…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  5,800円（前売り） →  4,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	

●締切日／ 7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

				 				

…リラックスコンサート…in…野洲…

…9月5日㈰　15：00開演
シライシアター野洲…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  4,500円 →  3,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
※14：30～ウエﾙカﾑコンサ トー
    〔出演〕 関西フィルハーモニー管弦楽団
 指揮者：藤岡幸雄

●締切日／ 7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

				 				

…清水ミチコトーク＆ライブ…

…9月25日㈯　16：00開演
シライシアター野洲…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  4,500円（前売り） →  3,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 7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

				 				

…坂東玉三郎特別舞踊公演
一、鶴亀　二、日本振袖始…

…₈月₁₄日㈯･₁₈日㈬･₂₂日㈰･₂₄日㈫…14：00開演
南　座…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 1等席  16,000円 →  11,000円  各10枚 

	※	4歳以上有料
※	新型コロナウイﾙｽ感染症対策のた
めお席が離れる場合あり	

    

●締切日／ 7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

				 				

★★申込方法は、６ページをご覧ください。
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…フォレスタ…コンサート…in…京都…

…9月10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 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	

●締切日／ 7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

				 				

…丈（小野寺丈改め）初監督作品
「7（ナナ）」トークショー＆プレミア上映会…
…9月18日㈯　13：30開演
高槻現代劇場　中ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 A　席   4,000円（前売り） →  3,200円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
 プログラム
第1部 映画「7（ナナ）」上映会（広島県福山市全面バックアップ作品）
第2部 トークショー　丈（俳優・監督・演出家：小野寺丈改め）
 赤坂晃（元・光GENJI／出演者代表として） 

●締切日／ 7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

				 				

…松竹映画「キネマの神様」…

◆会期／8月6日㈮～全国ロードショー
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般
 （窓口料金）  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
※今回はﾑビチケでの販売
※劇場により窓口料金が異なります	
 これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人
生とともに紡がれる愛と友情、そして家族
の物語。 

●このチケットの販売は8月27日㈮までです。
	©2021「キネマの神様」製作委員会	

電話
XFA

インターネット

…木村…大
memory-go-round…ギター・コンサート…
…11月16日㈫…18：30開演
京都文化博物館　別館ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席自由

（入場整理番号付）  4,500円 →  3,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 7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

				 				

…春風亭一之輔…独演会…

…10月16日㈯…14：00開演
文化パルク城陽　ふれあいホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  3,500円（前売り） →  2,800円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 7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

©KITCHEN	MINORU				

…特別展　奈良博三昧
─至高の仏教美術コレクション─…

◆会期／7月17日㈯～9月12日㈰
◆場所／ …奈良国立博物館…
＊開館時間／	9：30～18：00（土曜日は19：00まで）
※春日大社万燈籠の日〔８月15日㈰〕は名品展のみ19時まで開館
※入館は閉館30分前まで	　＊休館日／月曜日　※ただし、8月9日は開館

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 
 小中生  500円 →  200円  30枚 

	※障がい者手帳またはミライロIDをお持ちの方（介護者1名を含む）は無料
※本展の観覧券で、同時開催の名品展（なら仏像館･青銅器館）もご覧になれます。	
 本展では、奈良博が誇る仏教美術が大集合！ 同館の収蔵品の中から国宝
13件を含む選りすぐりの245点を紹介します。 

●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。

〈コンサート・演劇など〉

　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。

●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

熱中症
4 4 4

にご注意
4 4

ください！！予防が大切！
　新型コロナウイルス感染症予防のため、感染防止の３つの基本である①身体的距
離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける
等を心掛けながら、十分な熱中症予防対策を行いましょう。高齢者、子ども、病気
の方などは、熱中症になりやすいので特に注意が必要です。周囲の方からも積極的
な声掛けをお願いします。

※熱中症警戒アラート※
　熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予想される日の前日夕方、または
当日朝に都道府県ごとに発表されます。発表されている日には、外出を控える、
エアコン等を使用するなど、予防行動を積極的にとりましょう！！

■ 暑さを避けましょう！
■ 適宜マスクをはずしましょう！
■ こまめに水分補給しましょう！
■ 日ごろから健康管理をしましょう！
■ 暑さに備えた体作りをしましょう！


