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令和4年12月5日 発行
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事業所数	 946　
会 員 数	  5,371人
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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

日本最大の湖 琵琶湖船上から眺める2023年ご来光
ミシガン初日の出クルーズ

◆期日／2023年１月１日（日・祝）

区 分 通常料金 会員料金
大　人

（中学生以上） 3,000円 2,700円

小学生 1,500円 1,350円

◆運航時間／6：30	乗船開始
初日の出

6：45	⇒	7：04頃	⇒	7：45
大津港発　　　　　　　　大津港着

◆お求め方法
※ 予約が必要です。互助会会員の旨お伝えください。
※ 当日、互助会の会員証を現地窓口にてご提示ください。お持
ちでない場合は、あっ旋対象外となります。
※ 会員証１枚につき５名まであっ旋料金にてご乗船いただけます。
※ 支払いは、現金またはクレジットカードでお願いします。
※ 小学生未満のお子様は大人お一人につき１名無料。２名以
上の場合は小学生料金が必要。

お問い合わせ･お申し込み…琵琶湖汽船㈱
電話：５２４︲５０００（予約センター受付9：00-17：00）

※当日の気象状況により初日の出が拝めな
い場合があります。また、多客時および
強風・悪天候などにより運航ｽケジュー ﾙ
の変更および運航中止の場合があります。
予めご了承ください。

予約要！

冬シーズンチケットのあっ旋!!
　アイススケートや雪あそびが楽しめる「ウインターカーニバル」 が大人気！ イルミネーションイ
ベントも開催されます♪ 冬のひらかたパークへご家族や会社のお仲間とおでかけください！！

今回のご案内は、フリーパス引換券付入園券（2023年３月31日㈮まで利用可能）と、ウインターカーニバル入場券付
入園券（12月17日㈯～2023年２月28日㈫の間でご利用いただけるチケット）です。

チケット（引換券） 券　　種 一般価格 あっ旋価格 ■フリーパス引換券はひらかたパーク園
内インフォメーションにてフリーパス
への引き換えが必要です。

　（引換券では利用できません）
■チケットの返品・交換はできません。
■フリーパスはご利用当日ご本人様に限

り有効です。
■フリーパスは「のりもの乗り放題」です。

フリーパス引換券付入園券

おとな
（中学生以上） 4,600円 3,900円
小学生 3,900円 3,300円

2歳から未就学児 2,700円 2,300円
ウインターカーニバル
入場券付入園券

（スケートエリア・スノーエリア）

おとな
（中学生以上） 2,200円 1,760円
こども

（2歳から小学生） 1,500円 1,200円
■ コロナウイルス感染拡大予防対策にご協力ください。
■ 状況により営業時間短縮・変更や臨時休園等の可能性があるため、来園前にひらかたパークホームページ http://
www.hirakatapark.co.jp で最新情報をご確認ください。

【購入方法】 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、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に日数がかかります。

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

事務局窓口



実施期間 10/11(火)～　　　　3/12(日)2022年 2023年10/11(火)～　　　　3/12(日)10/11(火)～　　　　3/12(日)10/11(火)～　　　　3/12(日)2022年2022年2022年 2023年2023年2023年

®東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム

ウォークラリーをクリアして、
　　　　　　　　　　　　　　   に応募しようプレゼントキャンペーン ！

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック

こち
らも

開催
！

※応募には、ご入園にいただいた際に使用されたパークチケット番号と契約団体番号が必要です。
事前に確認の上、ご応募ください。

※本内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

クイズにチャレンジしながらパークでウォーキングを楽しもう！

(10:00～15:00 (年中無休))0570-00-1928

●コーポレートプログラム利用券をご利用いただけます。利用方法は、利用者専用サイト
でご確認ください。●お支払いはクレジットカードに限ります。●購入後のキャンセル、
払い戻しはできません。●このチケットの購入に必要な情報および購入したチケットを
購入対象者以外の第三者に対して、有償・無償を問わず譲渡（インターネットオークション
への出品行為含む）はできません。●本内容は、予告なく変更または終了する場合が
あります。●その他チケットに関する詳細は、利用者専用サイトをご確認ください。

ご購入にあたって

ご利用期間

2023年2023年2023年1/4(水 )～3/17(金 )1/4(水 )～3/17(金 )1/4(水 )～3/17(金 )
販売期間　第 2期：2022年12月1日(木)14時～2023年3月17日(金 )

第第2期
詳細決定！

「サンクス・フェスティバル」パスポート

※パークチケットは、2カ月先まで順次販売されます。

現在、感染症対策へのご協力をお願いしております。オフィシャルウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

※東京ディズニーランド®または東京ディズニーシー®いずれかのパークを選び、日付指定でご購入ください。※購入されたパスポートは、指定された日のパーク開園時間
からご利用いただけます。※チケット料金は、予告なく変更される場合があります。

※1デーパスポート料金は価格変動制となりますので、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。
※「サンクス・フェスティバル」パスポートはオンライン限定販売となります。

※購入には、プランパスワードと契約団体番号が必要になります。

対象日

コーポレート
プログラム会

員

の皆さま限定
！コーポレート

プログラム会
員

の皆さま限定
！

コーポレートプログラム利用券
を使えばさらにお得！

コーポレートプログラム利用券
を使えばさらにお得！

さらに！

大人 18才以上

500円お得500円お得 400円お得400円お得

中人(中学・高校生)12～17才

300円お得300円お得

小人 (幼児・小学生)4～11才

大人１デーパスポート ￥7,900 「サンクス・フェスティバル」パスポートなら　 　　　　  ￥7,400
購入例

対象日の１デーパスポート料金より

※第1期とは価格が異なります。ご注意ください。

500円お得で

大人１デーパスポート ￥8,900 「サンクス・フェスティバル」パスポートなら　 　　　　  ￥8,400500円お得で
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2023 年 3 月
火 水 木 金 土日※カレンダーの　　部分の

　日付が対象日です。

利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス
「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」

コーポレートプログラム　利用者専用サイト 検索
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※�契約団体番号・プランパスワードは、互助会
事務局までお問い合わせください。
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◆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。

◆申込方法／ 締切日までにお電話（522-6499）でお申し込みください。お申し込み
多数の場合は抽選となり、当選者のみ1/6㈮までに電話連絡させていた
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・モスバーガー・ココス・ジョイフル・
ロイヤルホスト・吉野家・和食さと・ザ	めしや・回転寿司	なごやか亭…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

◆取扱枚数／２０セット限定（１会員１セット限り）
◆申込締切／12/26㈪　17時まで　※お渡しは1/10㈫以降になります。

『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。今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…01234-0001→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

締切り迫る！

互助会
事業報告 MICHIGANランチクルーズに

乗船してきました!!
　10月29日㈯11時大津港出港！ 
25名の方に参加いただきました。
当日はお天気にも恵まれ、互助会
員様専用のお部屋で琵琶湖の景色
を眺めながらランチブッフェを堪
能。船内はハロウィンの飾りつけがされており、とても華
やかで会話も弾みました。
　食事のあとは、スカイデッキで秋の優しい風に吹かれた
り、ミシガンパーサーによる音楽ライブショーを鑑賞した
り、思い思いの時間を過ごしました。
　ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

互助会
事業報告 ゴルフコンペ開催‼

開催日：11月9日㈬　参加者：28名
　すっきりとした秋晴れの中、
まさにゴルフ日和!! 昨年に引
き続き、比良ゴルフ俱楽部に
て、７組の強豪ぞろい!?が優
勝を争いました。
 今回は、女性参加者が少なく女性優勝の部を設けません
でしたが、上位入賞し賞品をGETされた方もおられまし
た。ご参加いただいた皆さまありがとうございました＆お
疲れ様でした。
優勝：金沢　英文 様　準優勝：和田　一夫 様　３位：深田　庄亮 様
二アピン賞：11番ホール　赤井　幸貴 様　15番ホール　西　広子 様
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◆開催日時／ 1/18、25、2/8、15　水曜日　13：30～15：30　全４回

◆開催場所／ ５Ｆ　大ホール

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

◆申込期間／12/8㈭AM8：40～1/13㈮　※先着順

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構�大沼　芳幸�先生

　日本の戦国時代は「近江」 を軸に繰り広げられた、といっても過言ではありません。何故なら、戦国の乱世に終止
符を打った織田信長・豊臣秀吉・徳川家康等が天下を手中に収めるために戦った舞台が近江だったからです。そして、
戦国の後、日本を安定的に経営していくためには、琵琶湖が持つ経済的な価値を、何としても確保する必要があったた
めです。今回の講座は、織田信長の一代記である『信長公記』をテキストとして、近江における信長の行動を現代に
残されたその足跡を通して辿る事により、戦とは？ 城とは？ そして近江とは？ について解説していきます。

大津市勤労福祉センター講座 ※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

歴史講座 「信長公記」を片手に信長と歩く近江の戦国※座学です

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・教材費は講座の初回にお持ちください。
やむを得ずキャンセルされる場合は、申込期間内にご連絡をお願いいたします。

　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。（受講料のみの金額により年度内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　申込方法★

第１回「永禄十一年織田信長上洛す」	 第２回「元亀元年四月金ヶ埼の退口」
第３回「元亀元年六月姉川の合戦」	 第４回「元亀元年九月志賀陣」

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～ はじめてのエクセル使い方基本講座

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。

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／    1/30、2/6、13、20、27　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／12/16㈮AM8：40～1/27㈮　※先着順

◆講　　師／キーデザイン�加藤　弘貴�先生
筆記用具、スマートフォン、タブレット
※マスク着用

◆持 ち 物／

◆開催日時／    1/30、2/6、13、20、27　　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／12/16㈮AM8：40～1/27㈮　※先着順

◆講　　師／キーデザイン�加藤　弘貴�先生
筆記用具、パソコン　※マスク着用◆持 ち 物／
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 176 アン・セット・シス（ピアノ・デュオ） 

 令和5年2月18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   3,000円 →  2,400円  10枚 

 青少年（25歳
未満）  1,000円 →  700円  10枚 

	※	全席指定
※	6歳未満入場不可	

●締切日／ 12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

	©TakafumiUeno	 				

 ワーグナー作曲
『ニュルンベルクのマイスタージンガー』 

 令和5年3月2日㈭・3月5日㈰　13：00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   15,000円 →  13,500円  10枚 
 A　席   12,000円 →  10,500円  10枚 

	※	全席指定　※	6歳未満入場不可
※	セミ・ｽテ ジー形式	全3幕・ドイツ語上演・日本語字幕付	
 指揮：沼尻竜典（びわ湖ホール芸術監督）
ステージング：粟國 淳
管弦楽：京都市交響楽団 

●締切日／ 12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

				 				

 中山道守山宿 旅への誘いコンサート vol.15  

 令和5年1月22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
 全席自由  500円 →  400円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	要マｽク着用・
　検温等感染症対策	

●締切日／ 12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

				 				

 カンタオールの世界
～フラメンコ音楽とスペイン語歌曲～ 

 令和5年2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   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	
 日本を代表するカンタオール（フラメンコ歌手）石塚隆充の弾き語りをお聴
きいただくほか、カルテットによるフラメンコ音楽とスペイン語歌曲をお届
けします。 

●締切日／ 12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

				 				

 ペンギンたんけんたい 

 令和5年2月19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
 全席指定  2,900円（前売り） →  2,000円  10枚 
	※	3歳以上有料	

●締切日／ 12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

				 				

 島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー 2022︲2023  

 令和5年1月22日㈰　12：00/16：00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  7,000円 →  6,000円  各10枚 
	※	未就学児入場不可
※	要マｽク着用・
　検温等感染症対策	

●締切日／ 12月22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、８ページをご覧ください。
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 錦織健プレミアム・リサイタル2023
「日本の歌だけを歌う」 

 令和5年3月25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  5,500円 →  4,400円  10枚 
	※	未就学児入場不可	

●締切日／ 12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

				 				

 歌うシャイロック 

 令和5年2月12日㈰・2月17日㈮　12：00開演
2月11日（土･祝）・2月15日㈬　17：00開演

南座 
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 1等席  12,500円 →  9,500円  各6枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可
※	3名以上の申込は席が前後など離れ
る場合あり	

    

●締切日／ 12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

				 				

世良公則 アコースティックソロライブ
─迸る（hotobashiru）2023─
～生きるチカラが此処にある～

 令和5年3月4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  6,500円 →  5,500円  10枚 
	※	未就学児入場不可	

●締切日／ 12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

©Takashi	Hirano 				

 仮面ライダースーパーライブ2023 京都 

 令和5年5月13日㈯　10：30/14：30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

 全席指定  4,000円（前売り） →  3,200円  各10枚 
	※	2歳以上有料
※	1歳以下は保護者1名につき1名まで
膝上鑑賞可（お席が必要な場合有
料）	

    

●締切日／ 12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

©石森プロ・テﾚビ朝日・ADK	EM・東映				 				

 純烈 CONCERT 2023  

 令和5年2月8日㈬　13：30/16：30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  6,000円 →  5,100円  各10枚 
	※	未就学児入場不可
※	要マｽク着用・
　検温等感染症対策	

●締切日／ 12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

				 				

 南こうせつコンサートツアー2023
～夜明けの風～ 

 令和5年1月29日㈰　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  7,000円 →  6,000円  10枚 
	※	未就学児入場不可	

●締切日／ 12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

				 				

★★申込方法は、８ページをご覧ください。



–7–

互助会だより12月号

ピカソとその時代
ベルリン国立ベルクグリューン美術館展
─ピカソ、クレー、マティス、ジャコメッティ

◆会期／令和5年2月4日㈯～5月21日㈰
◆場所／  国立国際美術館 

＊開館時間／	10：00～17：00（金・土は20：00まで）
※入館は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日　※5/1は開館	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   2,100円 →  1,300円  50枚 
 大学生  1,300円 →  800円  30枚 
 高校生  900円 →  500円  30枚 

	※中学生以下、心身に障がいのある方とその付添者1名無料（要
証明）　※大学生・高校生の方は証明できるものを提示　※本料
金で同時開催のコﾚクション展も観覧可	

●このチケットの販売は2月3日㈮までです 				

窓口

●�会員異動報告書の提出について
　12月末までの会員の退会及び１月からの入会の受付については事務処理の都合により12月23日㈮必着でお願い
します。
●�助成金・給付金申請について
　助成金の2022年度利用分の申請期限は、2023年４月５日㈬までです。給付金の申請期限は、事由が発生した
日から１年間です。（注：退会餞別金は３か月以内）期限を過ぎますと支給できませんので、お早目のご提出をお
すすめします。また、申請書の記入漏れや添付書類に不備があった場合、お手続きができません。ご提出の際は、
再度誤記入や記入漏れがないか、添付書類がそろっているかのご確認をお願いいたします。
●�年末年始窓口業務について
　下記の期間休ませていただきます。予約チケットの受取りや購入予定のチケットなどがありましたらお早めにお越
しください。
　互助会事務局：12月29日㈭～2023年１月３日㈫
　瀬田商工会・大津北商工会堅田支所：12月29日㈭～2023年1月3日㈫

★★申込方法は、８ページをご覧ください。

 劇団四季
『ノートルダムの鐘』京都公演 
 16公演　全て13：00開演

京都劇場（JR京都駅ビル内） 
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／ 12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

２月 4日㈯・5日㈰・11日㈯・12日㈰・18日㈯・
19日㈰・23日（木･祝）・25日㈯・26日㈰

３月 4日㈯・11日㈯・12日㈰・21日（火･祝）・
26日㈰

４月 1日㈯・2日㈰

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
※12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
●��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。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。

●�応募締切／12月26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。

〒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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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

●金襴をお求めのお客様へ
　お客様がお望みの西陣織、金襴地を、最高の織り
技術・絹糸・金銀糸で表した「最高の絹織物」はお
客様の宝物になります。1000年以上続いてきた西
陣織 金襴の歴史と、絹織物の艶をぜひ体験してくだ
さい。

製織 　今では化石に近い引箔織機を、自社独自に改造・
メンテナンスを行っています。
　片面箔特有の軽くしなやかな織物を表現します。

文様 　数えきれない数があります。また、自社で紋紙作成も行っ
ておりますので、あらゆるニーズに対応しております。

原料 　絹糸は、数百種類に及ぶ様 な々色の糸を取り揃え
ており、あらゆる注文に素早く対応します。
　箔、金糸は、本金、新金、光、中錆、錆、銀、
プラチナなど取り揃えており、本金プラチナ箔（金糸）
は、本漆引き押し加工の最高級の国産を使用してい
ます。

〒520-0231 大津市真野普門１丁目3-37
TEL.077-573-2132

株式会社 石川金襴

株式会社 石川金襴

　石川金襴は、長い歴史を持つ「西陣織」の中で、金箔
や金糸を用いた主に神社仏閣で使われる「金襴」を製
織する絹織物会社です。
　西陣織の歴史の中で培われてきた伝統と、自社独自
の技術力で、オリジナリティー溢れるものから、古き良きも
のの再現まで、あらゆるニーズにお応えします。


