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●助成金・給付金
助成金・給付金の申請・請求には期限があります。期限 過
支給
注意
！
！
◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、インフルエンザ予防接種、がん検診、 人間ドック受診、 宿泊・日帰りツアー、
講座受講をされますと助成金の交付を受けることができます。
2021年度分申請期限……2022年４月５日㈫
（年度内回数制限あり）
◆会員を対象に給付金 〔祝金（入会期間2年以上）
・見舞金・死亡弔慰金・退会餞別金など〕を設けています。
就学祝金の請求の際には、 入学通知書の写しが必要となります。
申請期限……事由 発生
日
１年以内（退会餞別金は退会後３ヵ月以内）
※申請・請求に必要な書類は 「事務の手引き」または互助会ホームページよりダウンロードできますので、 必
要事項をご記入のうえ添付書類とともにご提出ください。
※マイナンバー制度の開始に伴い、 住民票に個人番号欄（希望した場合に記載される）が追加になりましたが、
給付金請求時の証明書類として住民票を添付する場合には個人番号の省略された住民票を添付してください。
※振込日は、 助成金が毎月月末（月１回）、 給付金が毎月15日/末日（月２回）。 振込日が土日祝にあたる場
合は翌営業日となります。
●３月退会 ４月入会 手続 締切日
３月末退会、４月入会につきましては、 所定の書類を３月25日㈮
提出
。
●
及 湯
島補助券
現在配布中 指定厚生施設補助券 有効期限 2/28㈪
。3/1㈫以降の指定厚生施設補助券は2月末
頃納品予定です。
●1/5
開始！
！『湖都²
』
互助会だより１月号でご案内いたしました『湖都²おおつ』につきまして、 多数のお問い合わせをいただきありが
とうございます。サービス内容や利用方法につきましては１月号に同封いたしました冊子をご覧いただき、 毎日の
生活にご活用ください。ご不明な点は下記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。
TEL：0800︲919︲6195 営業時間10：00～18：00（年末年始を除く）
https://www.club-off.com/otsu/

〜自分 家族

得 得 プレゼント

褒美 ！〜

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
※２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右記
までお申し込みください。
●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
●応募締切／２月25日㈮必着
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電話

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!

抽選

◆ 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／2/25㈮ 19時まで ※お渡しは3/7㈪以降になります。

◆ 申込方法／締切日までに互助会事務局までお電話（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、３/3㈭までに当選の方
のみお電話にてご連絡いたします。連絡がない場合は落選となりますの
でご了承ください。 ※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・ちゃんぽん亭総本家・ココス・吉野家・和食さと・ビッグボーイ・
ロイヤルホスト・ザ めしや・ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー…など

★★申込方法は、４ページをご覧ください。
電話

…純烈コンサート２０２２……

FA X

インターネット

区分

電話

FA X

あっ旋料金

6,000円→ 5,100円

※未就学児入場不可

～SIMPLE…IS…BEST～…

インターネット

… 月13日㈬ 14：30開演
4
守山市民ホール 大ホール……

全席指定

…手嶌葵…₁₅TH…ANNIVERSARY…CONCERT

予定枚数

区分

… 月17日㈰ 14：00開演
4
守山市民ホール 大ホール……

一 般
高校生以下

10枚

あっ旋料金

6,000円→ 5,100円
3,000円→ 2,400円

※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／2月25日㈮

FA X

インターネット

区分

※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。

…H…ZETTRIO…2022…

電話

FA X

Beat…Swing…Tour─Hall…&…Jazz…Club─…
…3月26日㈯ 17：00開演
シライシアター野洲…

全席指定

あっ旋料金

5,000円→ 4,000円

※未就学児入場不可

10枚
10枚

●締切日／2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

予定枚数

インターネット

…島津亜矢コンサート2022……

…4月26日㈫ 12：30/16：30開演
シライシアター野洲…

予定枚数

区分

全席指定

10枚

あっ旋料金

※未就学児入場不可

●締切日／2月25日㈮

●締切日／2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。

※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。
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予定枚数

7,500円→ 6,400円 各10枚

互 助 会 だより ２ 月号
★★申込方法は、４ページをご覧ください。

…桂文珍独演会

電話

FA X

インターネット

FA X

Japan…Tour～一期一笑～…

全席指定

あっ旋料金

4,500円→ 3,600円

※未就学児入場不可
※要マｽク着用・検温・消毒等
感染症対策

… 月10日㈰ 17：00開演
4
京都府立府民ホール「アルティ」
…

予定枚数

区分

全席指定

10枚

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。

… 高千里「この街」
森
TOUR…2020︲22……

FA X

電話

FA X

インターネット

… 月16日㈯ 16：30開演
4
文化パルク城陽 プラムホール……

区分

全席指定

あっ旋料金

8,800円→ 7,500円

予定枚数

区分

あっ旋料金

4,000円→ 3,200円
2,000円→ 1,400円

※全席指定
※未就学児入場不可

予定枚数

10枚
10枚

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はで
きません。

電話

FA X

インターネット

… 月21日㈰ 14：00開演
8
文化パルク城陽 プラムホール……

区分

©キッチンミノﾙ

●締切日／2月25日㈮

…関西フィルハーモニー管弦楽団
第₁₂回城陽定期演奏会…

一 般
学生
（2₅歳
以下 ）

あっ旋料金

5,800円→ 4,600円
3,800円→ 3,000円

※全席指定
※未就学児入場不可

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできま
せん。

インターネット

10枚

…Sings…ジブリコンサート…

一 般
子ども（就学児
～12歳）

10枚

●締切日／2月25日㈮

FA X

予定枚数

… 月15日㈰ 14：00開演
5
文化パルク城陽 プラムホール……

※4歳以上チケット必要
※3歳以下保護者1名に対し1名まで膝上鑑賞無料
（お席が必要
な場合有料）
※チケットはお一人様2枚まで

電話

3,600円→ 2,900円

●締切日／2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。

インターネット

あっ旋料金

※未就学児入場不可

●締切日／2月25日㈮

電話

春爛漫京都独演会…

インターネット

… 月21日㈭ 13：00開演
4
ロームシアター京都 メインホール……
区分

…春風亭一之輔

電話

…ザ・ニュースペーパー₂₀₂₂姫路
社会風刺コント集団…

… 月2日㈯ 15：00開演
4
アクリエひめじ 大ホール（JR姫路駅～屋根
付き通路徒歩すぐ）

予定枚数

区分

あっ旋料金

全席指定 5,500円（前売り）→ 4,400円

10枚
10枚

※未就学児入場不可

出演：藤岡幸夫
（関西フィル首席指揮者）、上野通明（チェロ）、関西フィル
ハーモニー管弦楽団

●締切日／2月25日㈮

●締切日／2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。

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。
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予定枚数

10枚

互 助 会 だより ２ 月号
大津市勤労青少年ホーム講座

１月にご入会いただいた事業所をご紹介します。
ご入会ありがとうございました。

まだ加入されていない事業所のご紹介をお待ち
しています。 お知り合いの事業所がおられまし
たらぜひご紹介ください。ご案内にうかがいます。
ご紹介いただいた方への報奨金制度を設けてい
ます。 紹介事業所が入会されますと、会員１人
につき 1,000円の報奨金を差し上げます。

建物も人も家庭的 畑でお野菜も作る園
小規模保育施設

＊敬称略

えんじぇるはうす

大津市一里山2-14-25
ＴＥＬ：077-572-6237
ＦＡＸ：077-572-6238
https://angelhouse-seta.com
info@angelhouse-seta.com

互助会事務局【電話:５２２‒６４９９】

社協の取り組み：第4段

会員事業所の紹介

社会福祉法人

大津市ボランティアセンター

お問合せ
ご相談

大津市社会福祉協議会

〒520‑0047 大津市浜大津4丁目1番1号 明日都浜大津5階
TEL：077‑526‑5336 FAX：077‑521‑0207（ボランティア担当まで）
メールアドレス volunteer@otsu-shakyo.or.jp

ボランティア活動 あなたもやってみませんか？
大津市社会福祉協議会（大津市ボランティアセンター）では、気軽にボランティア活動に参加して
もらうため、市内で活動するボランティアグループの情報提供やボランティア講座を開催しています。
参加してみたくなるようなボランティア活動をボランティアセンター職員が一緒にお探しします。
「自
分の経験や知識を活かしたい」、「休みの日に何かしたい」、「会社以外の人と知り合いたい」という
方や、「何ができるかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。

１．どんな活動があるか
検索してみよう！

２．｢ボランティア講座｣で、
初めの一歩

大津市社会福祉協議会のホームページ
右上の「おおつボランティア情報」から、
ボランティアグループの検索や、募集情
報の検索ができます。
関心のある活動について、活動分野や
キーワードで検索してみてください。

ボランティア活動に関心のある方や参
加してみたい方を対象に、
「出会いのボラ
ンティアカフェ（入門講座）」を開催して
います。参加して、活動している人や同
じ思いを持つ方々と話してみませんか？

ぜひ見に
来てね！

おおつボランティア情報

◀介護用品を作っ
てみよう

３．活動の見学・体験はいかが？
「何ができるかわからない」「検索した
グループに連絡したい」という方は、お
気軽にご相談ください。
ご希望をお聞きしながら、ボランティ
アグループや福祉施設にご連絡し、体験
や見学の日程を調整します。不安なこと
があればお気軽にご相談ください。

点字を体験しよう▶

◀フラダンス

湖岸清掃▶

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★
〈コンサート・演劇など〉 ※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。 ※ＦＡＸ・インターネットでの

電話

FAX

インターネット

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。

●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〉
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。

〈美術館・博物館・映画・入場券・乗船券など〉

窓口

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

窓口でのお支払はつり銭のないようご協力をお願いします。
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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。

