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互助会だより9月号

互助会だより
令和3年9月6日 発行

9 月 号
令和3年8月1日	 現在
事業所数	 972　
会 員 数	  5,528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/

電話

　滋賀県勤労者互助会連合会では、平成28年度より県下の10互助会・サービスセンター合同で
ウォーキング事業を実施しています。今年度は、「浅井氏の居城で中世五大山城、難攻不落の城と
して知られる小谷城」を観光ガイドの解説を受けながら歩きます。
　当日は、麓の小谷城戦国歴史資料館に集合し、浅井氏の歴史、出土品などの説明を受けたのち、
追手道から番所跡・桜馬場跡・大広間・本丸跡・山王丸跡まで登り、屋敷跡など見ながら清水谷を下
山します。距離にして約４㎞、時間にして約2.5時間となりますが、登山道にはトイレ・休憩
所はありません。
　下山の後は、小谷城の麓にひっそりと湧く秘湯・源泉かけ流しの湯「須賀谷温泉」にて
昼食となります。もちろん入湯可能（別途料金必要）ですが、「密」を避けるため人数を
限らせていただく場合もあります。
　深まりゆく秋の一日、歴史ロマンあふれる小谷城の魅力をたっぷりとご堪能ください。
　連合会からの補助もあり、大変お得にご参加いただけます。
　多くの会員様・ご家族様のお申し込みを心からお待ちしています。

【9：20JR河毛駅】→【9：30小谷城戦国歴史資料館集合】見学 → 【10：00小谷城戦国歴史資料館出発】 
→ 追手道（600ｍ）望笙峠（360ｍ）番所跡（400ｍ）本丸跡 ～ 大堀切（410ｍ）山王丸跡（360ｍ）
六坊跡 ～ 清水道（1,810ｍ）資料館【12：45着】→【13：00須賀谷温泉・昼食】→適宜解散

■行　　程

『日本屈指の山城 戦国ロマンを訪ねて』のご案内
第５回 滋賀県勤労者互助会連合会共同事業

須賀谷温泉

■日　　時 11月21日㈰　9：30～　昼食後自由解散 小雨決行（降雨が予想される場合は雨具をお持ちください。）

■集　　合 小谷城戦国歴史資料館　　　9：30集合
※JRをご利用の場合：JR河毛駅から無料送迎バスをご用意します。
　河毛駅 9：20出発　　（下り近江塩津行 9：17着、上り米原行 9：18着）
※自家用車の場合：小谷城戦国歴史資料館駐車場（無料）を利用いただけます。

■昼　　食 須賀谷温泉　「初の調」（入浴される場合は、入湯料575円が別途必要です。）

■申込方法 締切日までに互助会事務局へ電話（522-6499）でお申込みください。
締切後、ご参加いただける方にのみご連絡させていただきます。

■定　　員 ■申込締切連合会全体で50名（定員超過の場合は抽選となります。） ９月30日㈭　17：00

■参加資格 会員と同居のご家族（小学生以上）

■参 加 費 ※昼食代・ガイド料・入館料・保険料を含みます。
※11月16日㈫以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。

会員2,000円・家族3,000円
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なばなの里施設補助券のご案内
利用期間 一般料金 会員価格

サマーイルミネーション
（9/1～9/20） 1,600円 1,300円
花まつり（秋）
（9/21～10/22） 1,600円 1,300円
イルミネーション
（10/23～Ｒ4.2/28） 2,300円 2,000円

【利用方法】 互助会事務局のみのお取り扱いとなります。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。

窓口

【お問い合わせ】なばなの里 ☎0594︲41︲0787

※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２枚がつ

いています
※会員と登録同居家族に限り期間内１回利用可能
※補助券１枚につきお一人様有効
※小学生以上は一般料金（未就学児無料）
※R4.1/11～13、1/24～28は休業日
※営業時間・内容の変更及び入場規制等が行われる

場合がございます
※最新情報はHPをご確認ください

大津市勤労福祉センター講座

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～

初心者を対象に、お持ちのAndroid（iphone/ipad/
windows 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。

◆開催日時／  9/27、10/4、11、18、25 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／9/9㈭AM8：40～9/24㈮　※先着順

◆講　　師／加藤　弘貴 先生
◆持 ち 物／ 筆記用具、スマートフォンまたはタブレット　※マスク着用

はじめてのエクセル
使い方基本講座

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／  9/27、10/4、11、18、25 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／9/9㈭AM8：40～9/24㈮　※先着順

◆講　　師／加藤　弘貴 先生
◆持 ち 物／ 筆記用具、パソコン　※マスク着用

◆持 ち 物／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

①お手軽スケッチ教室 Ⅰ
②お手軽スケッチ教室 Ⅱ

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。（午前の
部・午後の部があります。）
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／  ①10/20、11/10、24、12/8、22　水曜日　10：00～12：00　全５回
  ②10/20、11/10、24、12/8、22　水曜日　13：30～15：30　全５回

◆開催場所／ ３Ｆ　集会室 ◆受 講 料／	①②ともに3,5００円
◆定　　員／①②ともに12名

◆申込期間／9/16㈭ＡＭ8：40～10/12㈫　※定員を超えた場合は抽選

◆講　　師／児玉　紘一 先生

会員以外の方もご参加いただけます。
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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ください。受講料・教材費は各講座当日に徴収いたしますの
で、キャンセルされる場合は申込期間内に必ず連絡をお願い致します。
※スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、10月13日㈬AM10：00に事務局にて抽選後、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。
　※�教材費が発生するものについては、申込締切日以降のキャンセルについては、教材費が発生する場合があります。
　※新型コロナウイルス感染症の状況により急遽中止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自主事業	 会員以外の方もご参加いただけます。

◆開催日時／9/30　木曜日　13：00～17：00　全１回

◆開催日時／10/27　水曜日　10：00～12：00　全１回

エコな紙バンド（クラフトテープ）でマスクケースを作りましょう～！
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を一緒に作りませんか？
※模様は2種類（A・B）のどちらかとカラーは10色の中から選んでいただきます。
※組み合わせは自由ですが、事前に選んでいただきます。（窓口見本あり）

布と厚紙で身のまわりの小物を作ろう♪まずは1DAYレッスンから始めましょう！
生地は、3種類（①パリジェンヌ②植木鉢③黒猫）の刺しゅうの中から選んでいただき、壁掛けレターラックを作成し
ていきます！ 作り方を覚えてちょっとしたプレゼントにも最適♡ 裏面が平らな半円の箱なので、テーブルや机の端に寄
せても使えます。（サイズ：横約28㎝×高さ約11cm）

①モカチョコ　②ラズベリー　③煎茶　④紺　⑤ひまわり　⑥パステルパウダーピンク　⑦黒　
⑧バニラクリーム　⑨ホワイト　⑩あじさい
※カラーのイメージはHPをご覧ください。

◆刺繍生地は事前に①～③の中から選んでいただきます。（窓口見本あり）
◆ぶら下げリボンの付け方は、当日ご自由にできます。

◆持　ち　物／はさみ、ウェットティッシュ　※マスク着用

◆持　ち　物／ 布用はさみ、ウェットティッシュ、チャコペン（あれば）、
 作品を持ち帰る袋　※マスク着用

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費 700円）

◆受　講　料／ 1,000円（別途教材費 1,800円）

◆定　　員／20名 ◆申込期間／9/9㈭AM8：40～9/24㈮　※先着順

◆定　　員／20名 ◆申込期間／9/16㈭AM8：40～10/20㈬　※先着順

◆開催場所／５Ｆ　大ホール ◆講師／生野　千穂 先生

◆開催場所／５Ｆ　大ホール ◆講師／沢村　泉 先生

クラフトバンド教室～マスクケースを作ります～

布と厚紙で作るカルトナージュ教室
～あると便利！ 壁掛けレターホルダーを作ります～

模様Ａ

模様Ｂ

②植木鉢

①パリジェンヌ

③黒猫



–4–

互助会だより9月号

 ファンタジックオペラ
『泣いた赤おに』 

 11月28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
 大　人   1,000円 →  700円  10枚 
 子ども

（4歳～中学生）  500円 →  400円  10枚 
	※	全席指定
※	3歳以下入場不可	
    

●締切日／ 9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

過去の公演より				 				

 ARTS for the future!
演歌魂～Enka Soul～コロナ禍を乗り越えて 

 11月16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  6,000円 →  5,100円  各10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 9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

				 				

 京都フィルハーモニー室内合奏団
クリスマスコンサート 

 12月12日㈰　14：00開演
シライシアター野洲 

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 おとな  2,000円 →  1,400円  10枚 
 子ども

（2歳～小学生）  1,000円 →  700円  10枚 
 親子ペア  2,500円 →  1,800円  10枚 
	※	全席指定
※	2歳未満のお子様は膝上鑑賞無料	
    

●締切日／ 9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

				 				

 サンクトペテルブルグ室内合奏団
クリスマス／アヴェ・マリア 

 12月11日㈯　14：00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  4,800円 →  3,800円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 9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

				 				

 やすらぎシネマ19
「大コメ騒動」上映会 

 12月5日㈰　10：30/14：00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  1,000円（前売り） →  700円  各10枚 
	※	未就学児入場不可	
 出演：井上真央/室井滋/夏木マリ　ほか
健保もない！ 年金もない！明日食べるお米もない！〈超・格差社会〉を変えた、
100年前の女性たちの実話！ 

●締切日／ 9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

				 				

★★申込方法は、６ページをご覧ください。

得 得プレゼント
①お誕生日プレゼント（金券2,000円分）

 ………20名
※9月にお誕生日を迎える会員様対象

●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。

〒５２０－０８０６ 大津市打出浜１－６　（一財）大津市勤労者互助会 宛
●応募締切／9月27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

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

￥2,000
金　　券￥2,000

金　　券￥2,000
金　　券￥2,000

金　　券
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 水森かおり25周年記念コンサート
～歌謡紀行～ 

 11月12日㈮　15：30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
 全席指定  6,500円 →  5,500円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 9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

				 				

 SALT&SUGAR Live Tour 2021  

 11月27日㈯　16：00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  6,000円 →  5,100円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	5/30の振替公演	

●締切日／ 9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

				 				

 ニューイヤーコンサート2022  

 2022年1月9日㈰　15：00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
 一　般   3,000円 →  2,400円  10枚 

大学生（25歳）以下  2,000円 →  1,400円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 9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

©SHIN	YAMAGISHI				 				

 春風亭一之輔独演会
一並び～京都・秋の番外編～ 

 11月11日㈭　18：30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／ 9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

				 				

 ソーゾーシー
TOUR 2021～京都公演～ 

 11月20日㈯　13：30開演
京都教育文化センターホール 

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  3,300円 →  2,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    出演　春風亭昇 （々落語）・瀧川鯉八（落語）・玉川太福（浪曲）・
　　　立川吉笑（落語）　　曲師：玉川みね子
演目　当日発表

●締切日／ 9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

				 				

 tupera tuperaのかおてん
tupera tuperaといっしょに顔を遊びつくす 

◆会期／  9月17日㈮～11月7日㈰ 
◆場所／  あべのハルカス美術館（16F） 

＊開館時間／	10：00～20：00（月･土･日･祝は18：00まで）
※入館は閉館30分前まで	　＊休館日／会期中無休

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般  1,500円 →  900円  50枚 

 高大学生  1,100円 →  600円  30枚 
 3歳～中学生  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	

大人から子どもまで、めくるめく楽しい「かお」だらけの世界へ！
公式HP▶httpa://www.aham.jp/

●このチケットの販売は11月5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

互助会だよりに事業所の広告掲載やチラシの折り込みをしませんか？
事業所の広告掲載やチラシの折り込み料金が、令和４年３月号まで、会員事業所様に限り無料です！
事業所で開催される催しや商品のご案内など、宣伝効果バツグンの互助会だよりで事業所やお店のＰＲ
に！ ぜひご活用ください。

お申込み多数の場合は抽選も
しくは、ご希望の月に添えな
い場合がございます。

―――　まずは互助会事務局までお気軽にお問い合わせください。電話077︲522︲6499　―――

発行月の前々月の中旬頃までに「広告掲載等申込書」に掲載原稿を添えてご提出くだ
さい。
サイズ……互助会だより1/3ページまたは1/6ページ。
折り込み希望月の前月10日までに「広告掲載等申込書」に見本または現物のチラシ
を一部添えてご提出ください。
サイズ･枚数…… A4サイズ以下は2枚まで。B4・A3サイズは２つ折りにして１枚。封

入が決まりましたらチラシ、１種類につき1100枚ご用意ください。
＊お電話頂きましたら、「広告掲載等申込書」をＦＡＸいたします。

●互助会だより掲載

●チラシ折り込み

申込方法

たくさんの事業所様にご活用いただきたいので ……期間内、１事業所２回まで
 ……各月５事業所

好評につき！！
今年度も……
会員事業所様に
限り無料！

～コロナが繋ぐ互助会の輪 ～
　会員事業所さまの飲食店、旅館の日帰り利用（飲食や
入浴など）及び、食品類取扱いの小売店で、会員さまや
ご家族さまがお買い物（利用）をされたら、費用の一部を
互助会がキャッシュバックする企画を実施予定です。

　是非うちのお店にきてください！ と手を挙げてくださるお店は互助会だよりでご紹介いたしますので、まずは互助会事務局
（☎522︲6499）までご連絡をお願いいたします。会員事業所さまは、お客さまにお店のお名前が入ったレシート又は、
領収書をお渡しいただくだけでOKです!!

企画にご賛同いただける事業所さまを募集します

どうせ外食するなら！

どうせお買い物するなら！

会員さまのお店に行きましょう！！

コロナ
応援
特別企画

●対象店舗の例
　 飲食店全般（居酒屋、ラーメン店、お食事処）、旅館、食品類

取扱い小売店（お惣菜、野菜、果物、魚介類、精肉、酒類、
お弁当、パン、お菓子など）

※新型コロナウイルス感染症の状況により急遽中止する場合があります。


