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互助会だより8月号

互助会だより
令和3年8月5日 発行

8 月 号
令和3年7月1日	 現在
事業所数	 978　
会 員 数	  5,531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/

◆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／8/30㈪  19時まで　※お渡しは9/6㈪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9/3㈮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・ケンタッキーフライドチキン・ココス・吉野家・和食さと…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

●�お盆休みについて　　互助会事務局……………お休みはございません。�※日･祝日はお休みです。
　　　　　　　　　　　瀬田、大津北商工会……8/11㈬～8/13㈮� ※土･日･祝はお休みです。
●�各施設にお出かけの際は、最新の情報をご確認ください。
●�阪神甲子園球場より、8/31㈫以降の2021年㆑ギュラーシーズン公式戦は全試合において入場者数を制限して
開催することが発表されました。このことにより、互助会での2021年度年間予約席チケットのお取り扱いはご
ざいません。多数のご応募、お問い合わせありがとうございました。

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／8月27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
※8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トートバック………………………………………… ２名
※事務局に取りに来られる方限定
③阪神タイガース今治タオルセット………………………………………………… 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
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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…～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／８月11日㈬ 午前８時40分～８月31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
中学英語で英会話

～日常会話を楽しく覚えましょう～ 9/2・16・30・10/14・28・11/11・25 木 19：00～21：00 ７回 20名 4,900円
（500円）

内容 　中学生ﾚベﾙの単語・文法で基礎を学びながら、シチュエ シーョンごとの英会話を練習しましょう！

②

セラピーヨガ教室
～time of healing～ 9/3・17・10/1・15・22・11/12・26 金 19：00～20：00 ７回 18名 3,500円

内容 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 ヨー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。。。

③
コンディショニングヨガ教室 9/4・11・18・25・10/2・9・16・23・

30・11/6 土 15：00～16：00 10回 10名 5,000円

内容 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！

④
未生流　華道教室 9/10・24・10/8・22・11/5 金 10：00～12：00 ５回 10名 3,000円

（5,000円）

内容「花」は、見て触れることにより心を和ませ、豊かにしてくれます。精神を集中させ、華道の基本をちょこっとだけ学べば、普段の生活でも取り入れ
られます！	 注）欠席をされる方は、後日必ず花材を取りに来てください。

⑤
女性のための

アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ
9/15・29・10/6・20・11/10・24 水

10：00～11：30 ６回 10名 3,000円
（3,000円）

⑥
女性のための

アロマ＆リンパストレッチ教室Ⅱ 13：30～15：00 ６回 10名 3,000円
（3,000円）

内容
リンパを流したい方・ﾎﾙモンバランｽをとりたい方♪季節に合わせたｱロマクリー ﾑを使って、まずはご自身で首や足をマッサ ジーしてリンパを
流します。ｽトﾚッチで筋肉や関節を伸ばして、さらにリンパを流しながら、体幹（コｱ）を使って体力ＵＰ！免疫力ＵＰ！をめざすクラｽです。年齢
問わず“老けないカラダ”作りをしたい方におｽｽﾒ♡

　

心とからだのメンテナンスヨガ教室

◆開催日時／  9/4、11、18、25、10/2、9、16、23、30、11/6　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
ヨガマット・運動できる服装・飲み物・汗拭きタオル・マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／10名
◆申込期間／8/11㈬AM8：40～8/31㈫　※先着順

◆講　　師／ヨガスタジオ　アピュアー Sachiko 先生

大津市勤労青少年ホーム講座

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す。女性の美を意識し、気になるポッコリお腹を引き締める
など体形維持や体質改善（体調の管理や美肌促進など）に着目し、これから歳を重ねていく女性たちが自身でメンテナン
スできるようになります！

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。但し35歳未満の方対象
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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。
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・大津市勤労青少年ホーム講座　申込方法★

…山中千尋トリオ…

…10月31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   5,000円 →  4,000円  10枚 
 A　席   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	
    

●締切日／ 8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

				 				

…TOSHIHIKO…TAHARA…DOUBLE　ʻTʼ…TOUR2021
“HA-HA-HAPPY”…

…10月16日㈯　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 8,000円→ 6,800円 10枚
※全席指定
※3歳以上チケット必要
※2歳以下1名まで膝上にて同伴可
    

●締切日／ 8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

				 				

…プッチーニ作曲
歌劇『つばめ』　全３幕…

…10月8日㈮・9日㈯・10日㈰・11日㈪　14：00開演
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール　中ホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   5,000円 →  4,000円  10枚 
 青少年

（25歳未満）  2,000円 →  1,400円  10枚 
	※	全席指定　※	6歳未満入場不可	
※イタリｱ語上演、日本語字幕付
 プッチーニならではの叙情的で美しい音楽と、他の作品では味わえない開放感
が共存した名作オペラ。「オペラをこれから観てみたい」という方にもおすすめ。
指揮：園田隆一郎　　演出：伊香修吾
出演：中村恵理、びわ湖ホール声楽アンサンブル　　管弦楽：大阪交響楽団 

●締切日／ 8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

				 				

…綾小路きみまろ　爆笑！…スーパーライブ2021……

…10月17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
 S　席   5,800円 →  4,600円  10枚 

	※	全席指定
※	18歳未満入場不可	

●締切日／ 8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。
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…三山ひろしコンサート2021
～歌の宝石箱～…

…11月6日㈯　12：30/16：30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  6,600円 →  5,600円  各10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

				 				

…笑福亭松喬独演会…

…9月19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  2,800円 →  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／ 8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・西村光弘	 				

…Osaka…Shion…Wind…Orchestra
第4回京都定期演奏会…
…10月9日㈯　15：00開演

京都コンサートホール　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 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
※本公演は座席の間隔を
　空けて配席しております

●締切日／ 8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

				 				

…文化芸術×共生社会フェスティバル
シエナ・ウインド・オーケストラコンサート…
…10月10日㈰　14：00開演

滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   2,000円 →  1,400円  10枚 
 青少年

（25歳未満）  1,000円 →  700円  10枚 
 障害者手帳を
お持ちの方  1,000円 →  700円  10枚 
	※	全席指定
※	4歳未満入場不可	
    

●締切日／ 8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

				 				

…文化芸術×共生社会フェスティバル
ぶんさん0歳児からのコンサート…

…11月23日（火･祝）　14：00開演
滋賀県立文化産業交流会館　イベントホール…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   2,000円 →  1,400円  10枚 
 青少年

（25歳未満）  1,000円 →  700円  10枚 
	※	全席指定
※	0歳から入場可能
※	3歳まで膝上鑑賞無料
　（お席が必要な場合有料）	
    

●締切日／ 8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

				 				

…笠原純子ピアノ・リサイタル
ショパンとリスト・二人の巨人、愛と光…
…10月10日㈰　14：00開演

京都コンサートホール　アンサンブルホールムラタ…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

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

●締切日／ 8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。
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…錦織健リサイタル2021……

…10月16日㈯　14：00開演
京都コンサートホール　大ホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 S　席   4,800円 →  3,800円  10枚 
 A　席   3,800円 →  3,000円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

	©大八木宏武（都恋堂）	 				

…島津亜矢コンサート
～歌怪獣襲来ツアー2021～…

…9月28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   7,000円 →  6,000円  各10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

				 				

…それいけ！…アンパンマン　ミュージカル
『勇気の花に歌おう♪』…

…9月4日㈯　12：15/15：30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  3,000円（前売り） →  2,700円  各10枚 
	※	3歳以上有料
※	2歳以下は保護者1名につき1名膝上鑑賞可（お席が必要な場
合有料）

※	5月16日㈰の振替公演	
※税込価格
    

●締切日／ 8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

				 				

…神尾真由子ヴァイオリン・リサイタル…

…11月27日㈯　14：00開演
京都コンサートホール　アンサンブルホールムラタ…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  5,000円 →  4,000円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

	©Makoto	Kamiya	 				

…舟木一夫コンサート2021……

…9月16日㈭　14：00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

 全席指定  8,000円 →  5,900円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

				 				

…大阪交響楽団
羽川英樹と行く映画音楽の世界！…
…11月21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  2,000円 →  1,400円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
【出演】 指揮：太田弦
 ソリスト：安達萌（ピアノ）
 ナビゲーター：羽川英樹
 大阪交響楽団

●締切日／ 8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。
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…
『リトルマーメイド』大阪公演…

…10月17日㈰（11：00/15：30開演）10月30日㈯（13：00開演）11月7日㈰（13：00開演）
大阪四季劇場…

●締切日／ 8月25日㈬ 

電話
XFA

インターネット

	※	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	。				

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S席 大 人  12,100円 →  10,600円 

 随時 

 S席子ども  6,050円 →  5,100円 
 A席 大 人  9,350円 →  7,900円 
 A席子ども  4,675円 →  3,700円 

Ｂ席  7,150円 → 6,100円
Ｃ席  3,850円 → 3,100円

※全席指定※2歳以下入場不可
※子ども＝公演当日3歳以上小学校6年生以下
※当互助会の補助による割引
※ご希望日が既に完売の場合あり

…小早川秋聲
旅する画家の鎮魂歌…

◆会期／8月7日㈯～9月26日㈰
◆場所／ …京都文化博物館…

＊開館時間／	10：00～18：00（金曜日は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  1,400円 →  800円  50枚 

	※障がい者手帳をご提示の方と付添1名様までは無料（要証明）	
    《國之楯》を描いた日本画家、初の大規模回顧展

●このチケットの販売は9月24日㈮までです。 				

窓口

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

　大津市勤労者互助会は、昭和52年に大津市の任意団体として発足し、平成4年に法人化となり今年で44年になり
ます。
　事業主の皆さま、会員やそのご家族の皆さまに支えていただき、現在、978事業所、5531名にご入会いただい
ております。
　様々な業種やお店の会員さま同士のつながりが広まればと、毎月お届けしております互助会だよりで、会員事業所
さまをご紹介していきたく募集いたします。
　例えば……お家の修理や、水回り、電気工事や車、自転車のこと、またお買い物やお食事や食材など……互助会
会員事業者さま同士なら安心です。
　そこで……掲載してもいいよ～！！ とご協力いただける事業所さまは、互助会事務局までお電話いただきましたら、
喜んで取材に行かせていただきます！！
　まずは、お気軽に互助会事務局☎077︲522︲6499までご一報ください！！ お待ちしております。

事業所紹介コーナー 募集

★★申込方法は、６ページをご覧ください。



–7–

互助会だより8月号

◆ 令和３年度　役員・評議員・事業推進員等のご紹介 ◆

　令和３年度の役員等の皆様は次のとおりです。
　互助会の福利厚生事業推進のため、どうぞ宜しくお願い申しあげます。

〈名誉会長・顧問・参与〉	 	
職 名 氏　　名 事�業�所�名

名誉会長 佐藤　健司 大津市長

顧　問
辻川　幹男 ㈱つじ川
後藤　又久 ㈱マﾙゴ
永味　義國 あかね工芸社

参　与

横井　浩二 滋賀県勤労者住宅生活協同組合	常務理事
白川　尚正 こくみん共済coop滋賀推進本部	事務局長
合田　正志 近畿労働金庫	大津支店長
高月　　直 大津地区労働者福祉協議会	会長

〈理事〉
　2021年6月24日～2023年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

理事長 和田　一夫 ㈲三共自動車

副理事長
星田　知信 都建設㈱
坂口　昌弘 坂口テﾚビサ ビーｽ㈱
小寺　昌一 ㈱小寺製作所

理			事

大西　壽子 三協電気工業㈱
井上　英男 大津北商工会
野田　厚志 瀬田商工会
西村　一男 ㈲西村商店
二柳　裕蔵 みのり苑㈱
山田　　崇 大津商工会議所
和田　光平 ダイワ看板㈱
細川　力男（新任）大津市商工労働政策課長

専務理事 若園　龍二（新任）互助会事務局長

〈監事〉
　2021年6月24日～2023年定時評議員会終結の時まで
役員名 氏　　名 事�業�所�名

監　事
久保　惠史
横井　昭次 税理士法人	横井会計
内田　一成（新任）大津市会計管理者

〈評議員〉
　2021年6月24日～2025年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

評議員

奥村　利樹 奥村管工㈱
草野　吉方 ㈱ケイテック
後藤　直基（新任）㈱マﾙゴ
坂上　早苗 ㈱ＳＩＮ
城　　　務 滋賀硝子㈱
竹之内米貴 ㈱タケノウチ
平田　一郎 平田建築設計事務所
福島　行宏 ㈱滋賀給食
前原　敏文 ㈱月の輪自動車教習所
井口　敏行 大津市産業観光部長

〈事業推進員〉
　2020年6月26日～2022年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

事　業
推進員

西村　一男 ㈲西村商店
西岡　功一 ㈱ニシオカ
東方明日香 みのり苑㈱
前川　善一 ㈱パイプラインサ ビーｽおおつ
山本　貴由 グロ ビーック㈱
渡辺新太郎 滋賀県消火栓標識㈱
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　令和３年度第１回理事会（6/3開催）及び定時評議員会（6/24開催）において、「令和２年度事業報告及び
収支決算報告」について承認を得ましたのでご報告します。　 

●一般会計収支決算報告
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

基本財産利息収入 14,841

会費収入 40,628,400

入会金収入 214,500

事業収入 2,336,680

補助金等収入 13,855,811

雑収入 2,181,547

共済金掛金収入 1,203,000

前期繰越金 2,448,909

収入合計 62,883,688

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 16,629,232

福利厚生事業費 7,556,986

人件費 20,750,836

一般管理運営費 6,128,200

特定預金支出 8,006,023

次期繰越金 3,812,411

支出合計 62,883,688

◆令和２年度　一般会計・施設管理事業特別会計事業報告及び収支決算報告◆

●施設管理事業特別会計事業報告
項　目 内　　　　訳 件　数 人　数

施設利用
状　況

大津市勤労福祉センター 4,332件
73,948人

大津市勤労者体育センター 4,155件

自主
事業

布と厚紙で作るカﾙトナ ジーュ教室

8件 111人
唐橋焼　陶芸教室
楽しくちくちく羊毛フェﾙト教室
お正月寄せ植え教室	 他

センター
講座

ピラティｽ＆ヨガ教室

38件 514人
お手軽ｽケッチ教室ⅠⅡ
歴史講座
がんばらないヨガ教室
ｽマ トーフォン＆タブﾚット使い方基本講座	 他

ﾎｰﾑ
講座 心とからだのﾒンテナンｽヨガ教室 2件 19人

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

事業収入 2,308,649
補助金 1,274,240
施設管理委託金 23,109,730
利用料収入 10,574,370
雑収入 245,317
前期繰越金 2,561,389

収入合計 40,073,695

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

自主事業費 80,000
センター 事業費 1,910,000
施設管理事業費 33,687,537
次期繰越金 4,396,158

支出合計 40,073,695

●施設管理事業特別会計収支決算報告

●会員数・事業所数報告
事業所数 会員数

4	月 1,031件 5,617人
5	月 1,025件 5,650人
6	月 1,024件 5,662人
7	月 1,021件 5,663人
8	月 1,023件 5,675人
9	月 1,021件 5,661人
10月 1,021件 5,658人
11月 1,019件 5,645人
12月 1,019件 5,650人
1	月 1,014件 5,634人
2	月 1,007件 5,604人
3	月 1,005件 5,595人

●一般会計事業報告
項目 内　　　　訳 合　計

共
済
給
付

祝金 446件

808件
見舞金 66件

死亡弔慰金 134件

退会餞別金 162件

文
化
事
業

講座等受講助成 23名

124名展覧会・美術展等 55名

コンサ トー・演劇等 46名
体
育
事
業

自主
事業 ソフトボｰﾙ・ボウリング・ゴﾙフコンペ 中止

─斡旋
事業 甲子園年間予約席等 取扱中止

厚
生
事
業

自主
事業 互助会夏まつり、ケ キー教室 中止 ─

助
成
事
業

宿泊施設、日帰りツｱｰ利用助成 960名

2,314名ユニバｰサﾙ・ｽタジオ・ジャパン 100名
がん検診・人間ドック受診助成・イン
フﾙエンザ予防接種 1,254名

斡
旋
事
業

映画優待券・前売券 898名

2,085名

遊園地・ﾚジャー 施設等 405名
ｽポ ツー施設（プｰﾙ・ｱイｽｱリー
ナ・ｽポ ツークラブNAS） 69名

果樹園等（県内果樹園・りんご＆
ジュー ｽ） 221名

イベント利用（花火・映画・サ カーｽ） 1名
グﾙﾒカ ドー・こども商品券・得得
等 191名

使い捨てマｽク 300名


