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互助会だより10月号

互助会だより
令和4年10月5日 発行

10 月 号
令和4年9月1日	 現在
事業所数	 936　
会 員 数	  5,360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

◆締 切 日／ 10月28日㈮ ※定員になり次第締め切ります。

★参加費 
・	一般参加の方は、優勝の対象にはなりません。
・	参加費には、セﾙフプﾚｰ代、昼食代、賞品代が含まれてい
ます。

・	セﾙフプﾚ とーなりますので、キャディ付プﾚ をー希望される方
はお申し出ください。（+3,300円の追加料金がかかります）

・	ﾚｽトラン・コｰｽ売店での飲物代、ショップでのお買い物は個
人負担です。

・	比良ゴﾙフ倶楽部会員の方は、お申し込み時にお申し出くだ
さい。

・	表彰式と懇親パｰティは行いません。プﾚｰ終了後、お帰りの
際に順位と賞品をお渡しいたします。（集計にお時間を頂戴す
る場合がございます。）

★競技方法
　９ﾎｰﾙズｽトロ クープﾚｰ

※18ﾎｰﾙ中、午前中のハ フーの結果により順位を決定します。
※ハンディキャップはダブﾙぺリｱ方式にて算出します。

★キャンセル料
　11月３日（木・祝）以降必要
★注意事項
　お申し込みが少ない場合や新型コロナウイﾙｽ感染症の状況

次第では、開催を中止する場合があります。

電話
会社の仲間や家族をお誘い合わせ
のうえ、ぜひご参加ください。ゴルフコンペのご案内

◆開 催 日／ 11月9日㈬
◆場　　所／ 比良ゴルフ倶楽部
	 大津市小野1611　TEL：077-573-１100
◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆募集人数／ ６組　24人
◆集　　合／ 午前８時30分　現地集合
	 　　ｽター ト　午前9時00分～
	 　　　 	ⅠＮｽター ト
◆参 加 費／ 会　 員 9︐0００円
 同居家族 １0︐0００円
 一　　般 １1︐00０円
◆申込方法／ ４人１組またはお一人からでもお申し込みくだ

さい。組み合わせは事務局で行います。
	 締切日までに互助会事務局へ電話（５２２-

６４９９）でお申し込みください。所定の申込
書をＦＡＸでお送りします。必要事項をご記
入のうえ、事務局までＦＡＸ（５２３-３４９４）
でお送りください。

温水プール回数券
※	お電話（522-6499）にてお申し込みください。
※	月に２回の注文締切日（10日・25日）を設けております。
※	回数券のご準備ができ次第ご連絡させていただきますので、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。

※	回数券の受け取りは瀬田商工会、大津北商工会堅田支所で
も可能ですが、お渡しまで更にお時間がかかりますのでご了承
ください。

※	回数券に有効期限はございません。
※	皇子が丘公園温水プｰﾙとにおの浜ふれあいｽポ ツーセンター
温水プｰﾙの回数券は併用可。

※	利用等の詳細については各施設へ直接お問い合わせください。

★皇子が丘公園温水プール
★…におの浜ふれあいスポーツ
センター温水プール

★富士見市民温水プール

施　設　名 電　話
皇子が丘公園温水プール ５２６-３０８５
におの浜ふれあいスポーツセンター温水プール ５２７-３５５３
富士見市民温水プール ５３３-３１１３

電話

区　　分 あっ旋料金
大　人 ９,９００円→ 8,4００円（11枚１組）
高校生 ６,６００円→ 5,6００円（11枚１組）
小　人 （中学生以下）
高齢者（65歳以上）
障がい者

４,９５０円→ 4,2００円（11枚１組）
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電話
抽選 『KOMECA』あっ旋コメダ珈琲店

チャージ式プリペイドカード

　全国の「コメダ珈琲店」や「おかげ庵」でご利用いただける、株式会社コメダ
のチャージ式プリペイドカード「KOMECA」のあっ旋です。チャージにより繰り返
しご利用いただけるだけではなく、ご利用額100円につき１円分のポイントが付与
されます。大変お得なあっ旋となっております。是非お申し込みください！

◎コメカ取扱い店舗でのお支払時に１ポイント＝１円として10ポイント単位で利用できます。
◎店頭またはWeb上から、現金もしくはクレジットカードでチャージ可能。
◎ 未使用の場合、有効期限は2024年11月13日。ただし、支払い、チャージ、ポイント合算などで利用された場合は、

その最終利用日から２年間有効。
◎一部使用できない店舗がございます。各店舗にお問い合わせください。

※画像はイﾒー ジです。

【お申込み方法】
　互助会事務局へお電話（522︲6499）でお申込みください。お申し込みが多数の場合は抽選となり、当選され
た方にのみ11/14㈪までにお電話で連絡いたします。連絡がない場合は落選となりますのでご了承ください。

券　種 斡旋料金
KOMECA 3,000円 → 2,500円

申込締切日：11月２日㈬　17時まで
取 扱 枚 数：20枚（１会員１枚限り）

　全国5000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『こども商品券』のあっ旋です！ 新型コロナウイルス感染症でおうち時間の増えたお子さんやお
孫さんへのプレゼントとして是非ご利用ください。
◆あっ旋金種／480円（通常500円）と960円（通常1,000円）
◆申込方法／下記申込書をＦＡＸ（52３︲３49４）で互助会事務局へ送信ください。
 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／2027年12月31日
  〈市内の加盟店〉 イオン・平和堂・トイザらス・エディオン・ジョーシン・ピアゴ…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　https://www.toycard.co.jpをご覧ください。

FAX こども商品券あっ旋

★ こ ど も 商 品 券 あ っ 旋 申 込 書 ★
事業所名 会員氏名

日中連絡先ＴＥＬ（　　 　）　　　－ 会員番号 －

480円 （通常価格  500円） 枚 円

960円 （通常価格1,000円） 枚 円

合　　　　　計 枚 円
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※契約団体番号は、互助会
事務局までお問い合わせ
ください。
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　西日本の有名温泉地で30施設を展開する湯快リゾートを、2023年３月31
日㈮までに宿泊される方(中学生以上)を対象に、宿泊料金がお一人1,000円
または、3,000円オフになるチケットを１グループ、１泊につき１枚お配りし
ます。ご利用には注意事項がございますのでご理解のうえご活用ください。

湯快わんわんリゾート矢田屋松濤園
………………TEL.0570︲550︲392

斉　木　別　館
………………TEL.0570︲550︲391

湯快リゾート公式サイト

（8：00～21：00）
TEL：0570︲550︲078

①	VIPチケット１枚でグループ内中学生以上1名様当り1,000円引き
（斉木別館と湯快わんわんリゾート矢田屋松濤園を除く全施設対象）

②VIPチケット１枚でグループ内中学生以上1名様当り3,000円引き
（斉木別館と湯快わんわんリゾート矢田屋松濤園対象）

優待内容

１．湯快リゾ トー予約センター または、公式ウェブサイトから予約。
２．	VIPチケットは互助会事務局でお渡しします。会員証をご用意の

うえお越しください。
３．VIPチケット裏面必要事項記入。
４．	チェックイン時にVIPチケットと会員証の提示が必要になりますの

でお持ちださい。

チケットの利用手順

湯快リゾート予約・お問合せ先

・	斉木別館と湯快わんわんリゾート矢田屋松
濤園以外は除外日あり	 ※カﾚンダｰ参照

・	他の割引クー ポンや割引プランとの併用不可

注意事項

 VIPチケットのご案内

湯快

チケット見本

得 得プレゼント

●	応募方法／	郵便ハガキに、ご希望の賞品名、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／10月27日㈭必着
●	当選連絡／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
※10月にお誕生日を迎える会員様対象
②…『都ホテル…京都八条』・『びわ湖大津プリンスホテル』・『琵琶湖ホテル』共通
　レストラン1,000円割引券２枚組… …………………………………………… 10組
※一部対象外ﾚｽトランあり

〒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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『湖
コ ト

都2おおつ』登録キャンペーン実施中!!
　今年の１月５日からスタートした『湖

こ
都
と
²おおつ』！ 約20万コンテンツの豊富なメニューを、Webサ

イトやアプリでご利用いただける新サービスです。12月末までにご登録いただいた会員さまには、
平和堂商品券500円分を抽選で200名さまにプレゼント！この機会にぜひご登録ください。
※当選者の発表は、登録事業所への発送をもって代えさせていただきます。

「湖都2おおつ」お問い合わせ窓口 TEL：0800︲919︲6195（10：00~18：00　年末年始除く）

施設名を入力してメニューを検索。ご利用時に必要なクーポンをご確認ください。利 用 方 法
会員と登録同居家族（会員から２親等範囲）。左記利用対象同行に限り友人の利用も可能。利 用 対 象

①パソコン・スマートフォンからログインしてください

　ロ グ イ ン I D：会員番号９桁（事業所番号-個人番号） 例…012340001
　初期パスワード：生年月日８桁 例…1982年6月7日生まれ→19820607
　　　　　　　　　※初回ログインの際、パスワードをご自身で変更していただきます。
②規約同意画面　規約確認後「同意する」をクリック
③会員スタイル選択画面　スタンダード会員（会費無料）にチェック
④会員情報入力画面　会員情報を登録→サービスをご利用いただけます

https://www.club-off .com/otsu/
登 録 方 法

■ 宿泊施設利用助成は、会員さまご自身がお支払いになった宿泊料金が１旅行3,000円に満たない場合は助成の
対象になりません。助成金交付申請書と、会員名（フルネーム）・宿泊先・宿泊期間・宿泊人数が確認できる領
収書をご提出ください。

■ インフルエンザ予防接種助成は、会員さまご自身がお支払いになった受診費用が対象になります。助成金交付申
請書と、会員名（フルネーム）・受診日・インフルエンザの予防接種を受診したことが明記された領収書をご提出
ください。

※申請書の記入漏れや領収書等の添付書類が整わない場合、申請ができませんのでご了承ください。

大津市勤労福祉センター講座

歴史講座…「白洲正子と近江」～“近江山河抄”の舞台を歩く～

◆開催日時／ 11/24、12/1、15、22　木曜日　13：30～15：30　全４回
◆開催場所／ ５Ｆ　大ホール

◆受 講 料／3,000円（教材費含む）
筆記用具　※マスク着用◆持 ち 物／ ◆定　　員／45名

◆申込期間／10/18㈫AM8：40～11/18㈮　※先着順	

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構	大沼　芳幸	先生

2022年は、白洲正子の名作『近江山河抄』が藝術新潮に連載開始されて50年目の記念の年です。これをきっかけに
『近江山河抄』舞台を白洲正子の作品、そしてその周辺に残された様々な文化遺産とともに紹介します。
■11月24日……「近江路」
■12月１日……「日枝の山道」「比良の暮雪」　　■12月15日……「あかねさす　紫野」「沖つ島山」
■12月22日……「鈴鹿の流れ星」「伊吹の荒ぶる神」

※会員以外の方でもご参加いただけます。
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食卓が華やかになる☆…
ポーセラーツで作るキッチン用品～鍋敷きタイル編～

◆開催日時／  11/26　土曜日　10：00～12：00　全１回
◆開催場所／ ３Ｆ　集会室

◆受 講 料／1,000円（教材費：1,000円）

ハンカチタオル（手拭き用）　※マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／12名
◆申込期間／10/18㈫AM8：40～11/18㈮　※先着順◆講　　師／保住　恵	先生

ポーセラーツとは？ 転写紙という専用のシールの様な物を使い、白磁器など自由にデザインを楽
しむ、実用性の高いホビーです！ 今回は、毎日役立つキッチンで使える「鍋敷きタイル」をポーセ
ラーツします！ 可愛い転写紙を組み合わせて、タイルにデザイン！ オリジナルの鍋敷きを制作し
ましょう！ お鍋だけでなく、花瓶を置いたり、タイル飾りとして飾っていただくのもおススメです！ 
お好みのデザインの転写紙を選んで貼るだけなのでとっても簡単！ 転写紙は、花柄や植物柄、水
玉、ストライプなどの中から当日お好みの転写紙をお選びください。（サイズ約15㎝×約15㎝）
※タイルの裏にコルクを貼り付けてお渡しします。 ※小学３年生以下は保護者同伴でお願いいたします。
※800℃での焼成後、12月５日以降のお渡しとなります。

大津市勤労福祉センター自主事業 ※会員以外の方でもご参加いただけます。

歴史探訪　紫式部の聖地「石山寺」の魅力に迫る！

◆集合場所／ 現地集合（石山寺大門前）

◆受 講 料／3,000円　※入山料他拝観料・イヤホンガイド代含む
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
◆申込期間／10/18㈫AM8：40～11/11㈮　※先着順

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構	大沼　芳幸	氏

◆開催日時／  11/17　木曜日　13：30～16：00 解散予定　全１回

◆開催日時／11/12　土曜日　10：00～12：00　全１回

来年の干支は卯
うさぎ

です！
子どもさんから、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ご家族み
んなで、心のこもった手作りの 「幸せの干支」 で新年を迎えませんか？
※小学３年生以下は保護者同伴。
※焼き上がりは12月20日㈫です。

◆持　ち　物／汚れてもよい服装（エプロンなど）、手拭きタオル　※マスク着用
◆受　講　料／ 2,000円（材料費含む）
◆定　　員／35名 ◆申込期間／10/7㈮AM8：40～11/4㈮　※先着順

◆開催場所／５Ｆ　大ホール ◆講師／唐橋焼窯元	若山　義浩	先生

毎年恒例！ 子どもから大人まで楽しく作れる♪
唐橋焼“幸せの干支づくり教室”～2023年の干支「卯」～

2024年のＮＨＫ大河ドラマの主人公は「紫式部」 に決定したそうです。紫式部は石山寺の観音様のご加護により『源
氏物語』の想を得たと伝えられています。この事から石山寺には紫式部に関する様々な文化遺産が伝えられています。
今回の現地講習は、石山寺の魅力を紫式部を中心に様々な角度から解説します。
石山寺大門前集合（13：30）……内陣拝観～豊浄殿拝観「石山寺と紫式部展」……解散（16：00予定）
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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・教材費は講座初日（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や新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため急きょ中止する
ことがあります。
※申込締切日以降のキャンセルについては、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４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★

…びわ湖ホール
ジルヴェスター・コンサート2₀22……
…12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   7,000円 →  6,000円  10枚 
 A　席   5,500円 →  4,400円  10枚 
 B　席   4,000円 →  3,200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
※	青少年のお席はS席～B席のいずれか	
    ●締切日／ 10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

	©栗山主税	
	「ジﾙヴェｽター ・コンサ トー2021」より	

…桂文珍独演会…

…12月10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  4,500円（前売り） →  3,600円  10枚 
	※	未就学児は３階親子席をご利用くださ
い（料金同額）	

    

●締切日／ 10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

				 				

…さきらジュニアオーケストラ…第1₃回定期演奏会…

…11月6日㈰　15：00開演
栗東芸術文化会館さきら　大ホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   1,000円 →  700円  10枚 
 高校生以下  500円 →  400円  10枚 
	※	全席指定
※	4歳から入場可	
    

●締切日／ 10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

				 				

…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24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
 大　人   2,000円 →  1,400円  10枚 

 子ども（2歳～
小学生）  1,000円 →  700円  10枚 

 ペア券（大人+
子ども）  2,500円 →  1,800円  10枚 

	※	2歳未満のお子様は膝上無料	（お席が必要な場合有料）
    

●締切日／ 10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、10ページをご覧ください。
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…オーチャードコンサート…室内楽（カルテット）…

…12月23日㈮　18：30開演
滋賀県立文化産業交流会館　小劇場…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席自由  2,500円 →  1,800円  10枚 
	※	6歳未満入場不可	

●締切日／ 10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

				 				

…ファンタジックオペラ
『泣いた赤おに』…

…11月8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
 大　人   1,000円 →  700円  10枚 

 子ども（4歳～
中学生）  500円 →  400円  10枚 

	※	全席自由	
    

●締切日／ 10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

				 				

…ひこね市民大学特別講座　アマデウス大西講演会
「おしゃべりコンサート～音楽と笑顔に勝るクスリなし！～」…

…令和5年1月22日㈰　14：00開演
ひこね市文化プラザ　エコーホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   500円 →  400円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 10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

				 				

…びわ湖ミュージックフォレスト…File.9
リード希亜奈＆久末航2台ピアノコンサート…
…11月5日㈯　14：00開演

滋賀県立文化産業交流会館…小劇場…
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   2,500円 →  1,800円  10枚 
 青少年（₂5歳

未満）  1,000円 →  700円  10枚 
	※	全席自由
※	6歳未満入場不可	
    

●締切日／ 10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

				 				

…歌の広場…

…12月11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	
 ソングリーダーと呼ばれる歌唱者兼進行役がお客様のリクエスト曲を演奏
し歌います。
宮原春彦（ヴォーカル＆ギター）
佐々木ゆか（ヴォーカル＆キーボード） 

●締切日／ 10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

				 				

…ひこね市民大学特別講座　笠井信輔講演会
「引き算の縁と足し算の縁～がんステージ4からの生還～」…

…令和5年1月9日（月･祝）　14：00開演
ひこね市文化プラザ　エコーホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   1,000円 →  700円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 10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、10ページをご覧ください。
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…ニューイヤーコンサート2₀2₃……

…令和5年1月8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  2,000円 →  1,400円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
※	大学生（25歳以下）
 出演 :  藤岡幸夫（関西フィル首席指揮者）、深見まどか（ピアノ）、関西フィル

ハーモニー管弦楽団 

●締切日／ 10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

				 				

…ウクライナ国立歌劇場（旧キエフ・オペラ）
「カルメン」…

…令和5年1月8日㈰　15：00開演
フェスティバルホール（大阪）…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   22,000円 →  19,800円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	出演者、公演内容は変更になる
　場合あり	
※原語上演（フランｽ語）／日本語
　字幕付き
    

●締切日／ 10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

				 				

…劇団四季
『オペラ座の怪人』大阪公演…

…12月4日㈰、10日㈯、11日㈰、18日㈰、24日㈯、25日㈰　13：00開演
大阪四季劇場…

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

随　時 A　席   9,350円 →  7,900円 
 B　席   7,150円 →  6,100円 
 C　席   3,850円 →  3,100円 

	※	全席指定　※	観覧日当日3歳以上有料
※観覧日当日2歳以下入場不可　※新型コロナウ
イﾙｽ感染症等により当日公演中止の場合あり　
※当互助会補助による割引	
    ●締切日／ 10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

				 				

…昭和レトロカー万博2₀22…

◆会期／11月20日㈰
◆場所／ …大阪・舞洲スポーツアイランド　空の広場…

＊開館時間／	9：30～15：30		　※雨天決行
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   1,800円 →  1,100円  50枚 
	※場内で利用できる300円分金券付き
※障がい者手帳をご提示で本人と付添者1名無料
※小学生以下無料
公式ＨＰ：昭和ﾚトロカー 万博2022（retrocar-expo.jp）	
 往年の名車・希少な絶版車両・憧れのレトロカーが一堂に
関西最大のレトロカ―イベント 

●このチケットの販売は11月18日㈮までです。 				

窓口

★★申込方法は、10ページをご覧ください。

…ぶんさん0歳児からのコンサート…vol.2……

…11月23日（水･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 

 小学生以下  500円 →  400円  10枚 
	※	全席指定
※	3歳未満膝上鑑賞可（お席が必要な
場合有料）	

    

●締切日／ 10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

				 				

…木琴を楽しもう！
通崎睦美のクリスマスコンサート…
…12月25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

 おとな（高校
生以上）  2,000円 →  1,400円  10枚 

 こども（中学
生以下）  1,000円 →  700円  10枚 

	※	全席自由
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 10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

	写真：石川奈都子	 				
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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、瀬田商工会、大津北商工会堅田支所でもできます。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〉

〈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、瀬田商工会、大津北商工会堅田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
　　　　　　瀬田商工会、大津北商工会堅田支所 月～金 ８：３０～１７：１５ 土･日･祝祭日休み

窓口

〈コンサート・演劇など〉
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

※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。

会員事業所の紹介

滋賀県伝統工芸品の見学、
ご体験にぜひお越しください!!

大津唯一の組紐屋です！！

藤三郎紐の歴史！！

体験・見学

慶応三年に初代太田藤三郎が近江逢坂
山の関所跡付近に米屋を開き、その妻「し
も」が副職として峠を行き交う人たちに印籠
の紐等、組紐の雑貨を置いたのが藤三郎
紐の始まりです。

二代目藤三郎の妻「うの」も組紐、特に丸
台に堪能で大正に入った頃には帯締め、
羽織紐の需要も増えた為、店は組紐作りに

専念するようになりました。

三代目藤三郎は草木染めの研究をし藤三
郎紐に草木染を取り入れ草木染手組み組
紐の技術保持者として大津市の無形文化
財に指定されていました。

そ・し・て現在、四代目太田藤三郎が150
年余り続く藤三郎の伝統を守っています。

土曜日限定!!　日時はご相談ください。
■ 組紐及び染色の体験または、珍しい内

記台をはじめとする組紐の組台の見学
ができます。

■ 組紐体験は角台を使ったストラップ作り
を2,500円で、またハンカチか手ぬぐいの
染色体験を2,500円、帯揚げの染色体験
を12,000円から行っています。（帯揚げ
のお渡しは後日になります。）

※どちらも材料費込です。

〒520-0054 大津市逢坂１丁目25-11
TEL.077-522-4065　FAX.077-522-4121
https://tozaburo-himo.com/滋賀県伝統工芸品

有限会社 藤三郎紐

有限会社 藤三郎紐

「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」百人一
首、蝉丸の句で有名な滋賀県大津市逢坂で、慶応三年（1867年）か
ら組紐作りをしています。


