
●助成金・給付金について
助成金・給付金の申請・請求には期限があります。期限を過ぎますと支給できませんのでご注意ください！！
◆ インフルエンザ予防接種、がん検診、人間ドック受診、宿泊旅行、講座受講されますと助成金の交付を受ける

ことができます。（詳細は利用ガイドをご覧ください）
　2021年度分申請期限……2022年４月５日㈫まで
◆ 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。
　申請期限……事由が発生した日から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……助成金：毎月月末（月１回）、給付金：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。
●大津市営プール料金改定と受付締切日について

◆ 4/1より大津市営プールの料金が改定されます。
それに伴い互助会あっ旋価格を右記の通り変更い
たします。（温水プール/回数券11枚セット）

◆ 温水プール回数券の受付締切日3/20分に限り
3/22㈫まで受付いたします。また3月中にお引
き取りいただける方限定とさせていただきますのでご了承ください。

●2022年度遊園地・㆑ジャー施設等のあっ旋チケットの取り扱いについて
◆ 2022年度分の遊園地・㆑ジャー施設のチケットは３月下旬から取り扱いを開始します。
　※ナガシマスパーランドは既に開始しています。
◆ 各種補助券等は、在庫枚数が限られているためご利用が確定してから会員証をご持参のうえ取りに来てくださ

い。また、利用率が低いと次年度の配給枚数に影響し、必要枚数が確保できない場合もありますので、お手
元に保管したまま未使用とならないようご協力をお願いいたします。

◆ 2022年３月末をもって志摩スペイン村パルケエスパーニャとの補助券契約が終了いたします。
志摩スペイン村パルケエスパーニャのご利用を希望される方は『湖都²おおつ』（互助会だより
１月号同封冊子参照）からご利用ください。

●事務担当の皆様へ
◆ 年度末の事務手続きの関係で、４月からの入会または３月末での退会手続きについては、３月25日㈮までに

ご提出ください。
◆ 互助会事業の参加費、新年広告料、会費の納入等の際にお送りしていました振込依頼書（振込手数料免除）

につきまして、取引銀行様より取扱終了の申出があったため、2022年３月を以ってその取扱いを終了いたしま
す。今後もお支払いについての案内はお送りいたしますが、振込手数料につきましては、会員様ご負担になり
ますことご理解ご了承いただきますようお願いいたします。

区　　分 新あっ旋料金
大　　人 9,900円　→　8,400円
高 校 生 6,600円　→　5,600円

小人（中学生以下）・
高齢者（65歳以上）・障がい者 4,950円　→　4,200円
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2022年阪神甲子園球場年間予約席
《阪神タイガース公式戦観戦チケット》

はがき
抽選

※	交………交流戦

◆場　　所／阪神甲子園球場
 　１塁アイビーシート（24段104～107）
◆席　　数／各試合４席（２席１組）
◆申込方法／「往復はがき」に右記の要領でお申し込みください。

＊申し込みは、会員一人につき１回（はがき１枚）です。
＊１枚のはがきで２席分です。
＊電話、ＦＡＸでの受付はいたしません。
＊ご利用は会員と同居家族に限ります。

◆締 切 日／３月２３日㈬　17：00必着
◆抽 選 日／３月２４日㈭

＊	当落の結果をはがきにてお知らせします。当選された方は、はが
きと代金をご用意のうえ試合日までに事務局までお越しください。

＊当選後のキャンセル・変更はできません。
　（雨天等の中止の場合を除く）

★空席がある場合は、３月３０日㈬ 8：40からお電話にて先着順で受け付けます。
〔電話：５２２－６４９９〕

★ 急な変更やお知らせは、大津市勤労者互助会のホームページでご案内いたし
ます。

００２５ ６０８

往信

返信

　郵便往復はがき

大津市打出浜１－６
（大津市勤労福祉センター 内）

（一財）大津市勤労者互助会
宛

　郵便往復はがき

申込者の住所

氏名　様

（往信の裏面）

アイビーシート申込み
・会員番号
・事業所名
・会員名
・電話番号
・第１希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ
・第２希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ

試合日
カ　ー　ド 試合開始

時間月 日 曜日

4

5 火 横浜DeNA 18：00

6 水 横浜DeNA 18：00

7 木 横浜DeNA 18：00

8 金 広島 18：00

9 土 広島 14：00

10 日 広島 14：00

15 金 巨人 18：00

16 土 巨人 14：00

17 日 巨人 14：00

26 火 中日 18：00

27 水 中日 18：00

28 木 中日 18：00

5

3 火･祝 ヤクﾙト 14：00

4 水･祝 ヤクﾙト 14：00

5 木･祝 ヤクﾙト 14：00

10 火 広島 18：00

新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽取り扱いを中止する場合がございます。予めご了承ください。

試合日
カ　ー　ド 試合開始

時間月 日 曜日

5

11 水 広島 18：00

12 木 広島 18：00

20 金 巨人 18：00

21 土 巨人 14：00

22 日 巨人 14：00

24 火 楽天交 18：00

25 水 楽天交 18：00

26 木 楽天交 18：00

31 火 西武交 18：00

6

1 水 西武交 18：00

2 木 西武交 18：00

3 金 日本ハﾑ交 18：00

4 土 日本ハﾑ交 14：00

5 日 日本ハﾑ交 14：00

17 金 横浜DeNA 18：00

18 土 横浜DeNA 14：00

試合日
カ　ー　ド 試合開始

時間月 日 曜日

6

19 日 横浜DeNA 14：00

24 金 中日 18：00

25 土 中日 14：00

26 日 中日 14：00

7

5 火 広島 18：00

6 水 広島 18：00

7 木 広島 18：00

12 火 巨人 18：00

13 水 巨人 18：00

14 木 巨人 18：00

15 金 中日 18：00

16 土 中日 18：00

17 日 中日 18：00

22 金 横浜DeNA 18：00

23 土 横浜DeNA 18：00

24 日 横浜DeNA 18：00

試合日
カ　ー　ド 試合開始

時間月 日 曜日

7

29 金 ヤクﾙト 18：00

30 土 ヤクﾙト 18：00

31 日 ヤクﾙト 18：00

8
30 火 広島 18：00

31 水 広島 18：00

9

1 木 広島 18：00

2 金 巨人 18：00

3 土 巨人 18：00

4 日 巨人 18：00

6 火 ヤクﾙト 18：00

7 水 ヤクﾙト 18：00

11 日 中日 18：00

13 火 広島 18：00

18 日 ヤクﾙト 18：00

19 月 ヤクﾙト 14：00
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要予約

2022年 春の海津大崎クルーズ《長浜港発 ⁄ 今津港発》
岬を半周する４キロの湖畔道路に、約800本の桜並木が花のトンネル
をつくります。湖岸には珍しい岩礁が点在し、奥琵琶湖の景勝地とし
て知られる海津大崎の桜と、船の旅をお楽しみください。

運航期間／３月26日㈯～４月17日㈰

※ ご希望の出発港へお電話でご予約ください。
※ 会員証を必ずお持ちください。会員証提示で５名様まで会員乗船料金でご利用いただけます。お忘れの場合は一般乗船料金となります。
※ 桜の開花時期が運航時期と多少ずれる場合や、「あゆ」の漁期のため運航時間が変更になる場合があります。
※ 最低催行人数が20名に満たない場合（５便目のみ最低催行人数30名）、運休することがあります。また、多客時や貸切及び強風・悪

天候により運航スケジュールや出入港または着船出来ない場合があります。

会員乗船料金：大人3,240円／小人1,620円

海津大崎上陸コース 会員乗船料金：大人3,060円／小人1,530円

海津大崎周遊コース 会員乗船料金：大人2,880円／小人1,440円

長浜港 海津大崎港 長浜港
1便 9：20発 10：30着（散策約30分）11：00発 11：50着
2便 12：10発 13：10着（散策約40分）13：50発 14：40着
3便 15：00発 16：00着（散策約40分）16：40発 17：30着

今津港 海津大崎港 今津港
1便 9：15発 9：45着（散策約30分）10：15発 11：00着
2便 11：15発 11：45着（散策約30分）12：15発 13：00着
4便 14：50発 15：20着（散策約30分）15：50発 16：35着

今津港 海津大崎港 今津港
3便 13：20発 周遊約80分 14：40着
5便 15：30発 周遊約80分 16：50着

長浜港発

今津港発

琵琶湖汽船㈱長浜営業課　☎0749︲62︲3390（9：00～16：30）ご予約・お問合わせ

琵琶湖汽船㈱今津営業所　☎0740︲22︲1747（9：00～16：30）ご予約・お問合わせ

◎ ２ 便（12：10発）
の み 食 事 つ き
セット（乗船料・
花見弁当・お茶）
に変更可能

　 大 人6,000円 ／
小人4,400円

　 （※会員乗船料金
対象外）

滋賀県・琵琶湖最北　海津大崎お花見クルーズ2022

区　分 あっ旋料金 予定枚数
大人（中学生以上） 3,500円 3,000円 20枚小人（小学生） 1,500円 1,300円

【購入方法】
①まずはご予約ください。㈱杢兵衛造船所　レークウエストヨットクラブ ☎077︲572︲2114
②ご予約後、互助会事務局にて乗船券をお買い求めください。
※会員証と代金をお持ちください。
※ チケットの取り扱いは、互助会事務局のみとなります。受け取りは瀬田・大津北商工会で可能

ですが、お時間がかかりますので事前にご連絡ください。
◆詳細については、㈱杢兵衛造船所　レークウエストヨットクラブへ直接お問い合わせください。

4月3日㈰～10日㈰

大浦漁港

１日４便 ①10：45発　②11：45発
③13：00発　④14：00発

・各便約45分周遊
・使用船舶／リバーワンダラー号（定員40名）

※ 開花時期により見ごろの最盛期
に変動あり

⃝このチケットの販売は4/9㈯までです。

（長浜市西浅井町大浦2276）

※幼児は無料。（お席が必要な場合有料）
※ 開花状況により日程の変更をすることがあります。
※ 強風などの気象、湖象の状況により急遽運航コース

等の変更や運航の中止をする場合がございます。
※出港の10分前までに受付をお済ませください。

運行期間

発 着 港

窓口
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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／①②3月9日㈬ 午前8時40分～3月31日㈭まで（先着順）　
　　　　　　③～⑧3月17日㈭ 午前8時40分～4月5日㈫まで（先着順）　
　　　　　　⑨～⑬3月18日㈮ 午前8時40分～4月5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P５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 女性のためのアロマ＆
リンパストレッチ教室Ⅰ 4/13・27・5/11・25・6/1・15・29・

7/13・27・8/10 水
10：00～11：30 10回 12人 5,000円

（5,000円）

②

女性のためのアロマ＆
リンパストレッチ教室Ⅱ 13：30～15：00 10回 12人 5,000円

（5,000円）

内容 柔らかいカラダを作りたい方！肩コリ、むくみのある方！ﾎﾙモンバランｽを取りたい方！におｽｽﾒです♪オ ガーニックのｱロマクリー ﾑを使って、まずは手足をリンパマッサ ジー。
あとは、ｽトﾚッチとカンタン体幹トﾚｰニング、また骨盤も調整しながら、深部のリンパを流します。ｱロマの香りに癒されながら、90分、体をﾒンテナンｽするクラｽです。

③ ピラティス＆ヨガ教室
（軽スポーツ室）

4/19・5/10・24・6/7・21・7/5・19・
8/2・23・9/6

火
19：00～20：00 10回 18人 5,000円

④
ピラティス＆ヨガ教室

（和室）
4/26・5/17・31・6/14・28・7/12・
26・8/9・30・9/13 19：00～20：00 10回 10人 5,000円

内容 人の持つ筋肉をしなやかにし、筋肉を無理なく正しく使い、美しい理想の姿勢づくりができるエクササイズ。
身体をリラックｽさせる効果もあります！

⑤
ハタヨガ教室 4/22・5/6・20・6/3・17・7/1・15・

29・8/5・19 金 9：30～10：30 10回 10人 5,000円

内容 深い呼吸とポ ズーを組み合わせることで内臓を活性化し、代謝をあげていきます。
デトックｽや引き締め、美肌などに効果があり、身体の陰と陽のバランｽを整えて、不調やｽトﾚｽも和らげていきます！

⑥

レベルアップ！
ベーシックヨガ教室

4/22・5/6・20・6/3・17・7/1・15・
29・8/5・19 金 11：00～12：00 10回 10人 8,000円

内容 ﾚベﾙｱップしたい方におｽｽﾒ♪	ハタヨガの基本ポ ズーと呼吸法をバランｽ良く行い、しっかりと全身を動かし、体幹を鍛えます。また、自分の
体や心と向き合う感覚を養い安定させていきます！

⑦
セラピーヨガ教室
～time of healing～

4/22・5/6・20・6/3・17・7/1・15・
29・8/5・19 金 19：00～20：00 10回 18人 5,000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見ませんか。。。

⑧
未生流　華道教室 4/22・5/6・20・6/3・17 金 10：00～12：00 5回 10人 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心を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。

⑨

健康寿命を延ばそう！
体軸トレーニング教室

4/26・5/10・24・6/7・21・7/5・19・
8/2・23・9/6 火 10：00～11：00 10回 18人 5,000円

内容 健康寿命を延ばし、身体を楽に動かせるようになるための効果的で簡単なトﾚｰニングをお伝えします。起床時、家事の途中、トイﾚに行く前、お風呂に入りながら、寝
る前などいつでもどこでもできるセﾙフケｱ・トﾚｰニングで楽しく身体を動かしましょう！	体に軸を通すことで身体が変化し、今までにない動きを手に入れてください。

⑩

すっきり
リセットヨガ教室

4/27・5/11・25・6/8・22・7/6・20・
8/3・17・31 水 19：00～20：00 10回 18人 5,000円

内容 深い呼吸と心地良いポ ズーで心身の不調がリセットされ、調子が整いやすくなります。
無理なく楽しみながら、ｽッキリと明日へのパワ をーｱップさせましょう！

⑪ がんばらないヨガ教室
（初心者） 4/28・5/12・26・6/9・23・7/7・21・

8/4・18・9/1 木
10：00～11：00 10回 18人 5,000円

⑫
ちょっとがんばるヨガ教室

（初級） 11：30～12：30 10回 18人 5,000円

内容 呼吸に意識を集中させ、ここちよく流れるときの中で、心身のバランｽを整えていきます。
「健康＆元気」を身体で感じていきましょう！！	ﾚベﾙUPされたい方にお勧めの教室です。（初級）

⑬
中学英語でリスニング！ 4/28・5/12・26・6/9・23・7/7・21・

8/4・18・9/1 木 19：00～21：00 10回 20人 7,000円
（500円）

内容 リｽニング力を鍛えましょう！	単語は知っているのに、リｽニングでは認識出来ない！	ってことはありませんか？
中学生ﾚベﾙの単語で基礎英文法を学びながら、日常会話を楽しく覚えましょう♪
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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申込方法★

☆大津市勤労福祉センター講座　受講希望者様へのお願い☆
新型コロナウイルス感染予防対策として下記の通りご協力をお願いいたします

①通常より募集定員を減らして開催いたします。
②マスクの着用、手指消毒の徹底をお願いいたします。
③受講前にはご自身で体温測定をお願いいたします。
④発熱や咳・のどの痛みなど風邪の症状のある方、体調がすぐれない方はご遠慮ください。
⑤３階更衣室の使用はできません。
⑥ヨガマットの貸出を中止しています。各自でご準備いただきますようお願いいたします。
⑦状況により急遽休講・中止する場合があります。
⑧随時講師の指示に従ってください。

◆開 催 日／2022年５月15日㈰
◆開演時間／13：30（13：00開場）
◆公演内容／こくみん共済coop〈全労済〉文化フェスティバル
　　　　　　劇団芸優座『パパはマジシャン』
◆公演時間／約２時間
◆場　　所／シライシアター野洲（野洲文化ホール）
　　　　　　野洲市小篠原2142（JR野洲駅南口より徒歩３分）
◆対象年齢／小学生以上
◆申込締切／３月31日㈭17：00まで
◆応募方法／ 締切日までに互助会事務局までお電話（522︲6499）

でお申込みください。先着順となります。

　こくみん共済滋賀推進本部より文化フェスティバルの入場券（無料）50枚の提供がありました。
ご希望される場合は、下記の応募方法によりお申込みください。

●本公演については、業種別ガイドラインの新型コロナウイﾙｽ感染症対策の方針に則って開催いたします。なお、新型コロナウイﾙｽ感染症の拡大状況によって、変更
または中止の場合があります。●館内では常時マｽクを正しく着用願います。当日、37.5度以上の発熱があった場合、入場をお断りさせていただきます。●館内での水分
補給以外（個人持ち水筒・ペットボトﾙのみ可）の飲食はお控えください。●駐車場に限りがございますので、公共交通機関でのご来場をお願いいたします。

こくみん共済『文化フェスティバル』入場券（無料）斡旋のご案内電話
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 京都フィル・懐かしのオールディーズ特集 

 4月23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  2,500円（前売り） →  1,800円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
 ダイアナやラブ・ミー・テンダーから朝ドラで流れているサッチモの名曲な
ど、60年代や70年代のオールディーズを室内オーケストラでお届けしま
す！ 

●締切日／ 3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

				 				

 桂米朝一門会 

 6月19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  3,800円（前売り） →  3,000円  10枚 
	※	未就学児入場不可　	
 毎回完売が続く、恒例の野洲公演が今年も決定!!
【出演】南光、塩鯛、米團治、吉弥　他 

●締切日／ 3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、８ページをご覧ください。

なばなの里指定厚生施設補助券のご案内
利用期間 一般料金 あっ旋料金

3/1㈫～5/31㈫ 2,300円 2,000円
6/1㈬～8/31㈬ 1,600円 1,300円

【利用方法】
 互助会事務局のみの取扱いとなります。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。

事務局窓口

※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円が２枚

ついています。
※補助券1枚につきお一人有効です。
※小学生以上は一般料金です。（未就学児無料）
※期間内（～8/31）1回に限り利用可能。
※営業日等詳細についてはなばなの里へお問合せく

ださい。☎0594︲41︲0787

◆対象／会員と登録同居家族

　4/1㈮宿泊分より、湯快リゾートの優待内容及び利用方法が下記の通り変更されます。ご利用の際は会員カードを
必ずお持ちください。

湯快リゾート公式ホームページ➡https://yukai-r.jp/

◆優待内容：お一人（中学生以上）500円割引
◆除 外 日：なし
◆除 外 館：なし
◆ご利用対象者：会員を含む中学生以上の同行者全員
◆予約方法：湯快リゾート公式ホームページからのみ
　　　　　　電話での予約は優待適用不可

◆利用方法：チェックイン時に会員証をフロントへ提示
◆適用不可：旅行サイトなどからの予約
　　　　　　割引プラン（ハッピープラン）の利用
　　　　　　 素泊まり、１泊朝食付、日帰りでの利用（１

泊２食付のみ適用）
　　　　　　他のキャンペーン、割引との併用

 利用方法変更のご案内
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 サラ・オレイン Fantasyの扉を開けて！
ゲスト：岡本知高 

 5月26日㈭　18：30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
 一　般   6,500円 →  5,500円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	

●締切日／ 3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 

 31公演（公演日左記参照）
全て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  10枚 
 A　席   9,350円 →  7,900円  10枚 
 B　席   7,150円 →  6,100円  10枚 
 C　席   3,850円 →  3,100円  10枚 

	※	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
※	当互助会の補助による割引	 ●締切日／ 3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
５月

1日㈰・3日（火・祝）・4日（水・祝）・5日（木・祝）・
7日㈯・8日㈰・14日㈯・15日㈰・21日㈯・
22日㈰・28日㈯・29日㈰

６月
4日㈯・5日㈰・11日㈯・12日㈰・18日㈯・
19日㈰・25日㈯・26日㈰

７月
2日㈯・3日㈰・9日㈯・10日㈰・16日㈯・
17日㈰・18日（月・祝）・23日㈯・24日㈰・
30日㈯・31日㈰

 開館記念特別展 モディリアーニ
─愛と創作に捧げた₃₅年─ 

◆会期／  4月9日㈯～7月18日（月･祝） 
◆場所／  大阪中之島美術館　5階展示室 

＊開館時間／	10：00～17：00　※入場は16：30まで	
＊休館日／	月曜日　※5/2、7/18は開館	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般  1,800円 →  1,100円  50枚 
 高大生  1,500円 →  900円  30枚 
 小中生  500円 →  200円  30枚 

	※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は当日料金の半額（要証明）
※一般チケット以外の方は証明できるもの当日要提示
※混雑時入場制限あり　※来場前にHP等で最新情報要確認	
世界初公開の肖像画を含め、国内外のモディリアーニ作品約40点が集結。

●このチケットの販売は4月8日㈮までです。

窓口

 南座　歌舞伎鑑賞教室 

 5月12日㈭　11：00開演
5月14日㈯　16：00開演
5月15日㈰　13：00開演
5月17日㈫　14：00開演

南座 
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  3,500円 →  2,800円  各8枚 
 以前南座で大好評だった興行が復活しました！初心者の方からお好きな方
まで「歌舞伎のはじめての一歩」にぴったりな公演です。
【出演】上村吉太朗、片岡千壽、茂山逸平（歌舞伎のいろは） 

●締切日／ 3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

				 				

 河野文昭プロデュース　室内楽シリーズVol.7
カンマームジーク＠アルティ【弦楽五重奏】 
 6月4日㈯　14：00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

 一　般   3,500円 →  2,800円  10枚 
 学　生   2,000円 →  1,400円  10枚 

	※	全席自由
※	未就学児入場不可	
※	来場者からコロナ感染者が
発生した場合、チケット購入
者情報が公的機関に提供さ
れます。予めご了承ください。

●締切日／ 3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、８ページをご覧ください。
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 伝教大師1200年大遠忌記念
特別展 最澄と天台宗のすべて 

◆会期／4月12日㈫～5月22日㈰
◆場所／  京都国立博物館　平成知新館 

＊開館時間／	9：00～17：30　※入館は17：00まで	
＊休館日／	月曜日	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般  1,800円 →  1,100円  50枚 
 大学生  1,200円 →  700円  30枚 
 高校生  700円 →  400円  30枚 

	※障害者手帳等をご提示の方とその介護者1名は無料（要証明）
※大学生・高校生は学生証の提示必要	
天台の至宝130件が一堂に会します。

●このチケットの販売は4月11日㈪までです。 				

窓口  庵野秀明展 

◆会期／4月16日㈯～6月19日㈰
◆場所／  あべのハルカス美術館 

＊開館時間／	火～金10：00～20：00（月土日祝は18：00まで）
※入館は閉館の30分前まで	　＊休館日／	4/18、5/9		

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般  1,900円 →  1,200円  50枚 
 高大生  1,400円 →  800円  30枚 
 小中生  500円 →  200円  30枚 

	※	障がい者手帳等をお持ちの方は、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名まで当日料金の半額	

独自の映像づくりに欠かせない脚本、設定、イメージスケッチから原画にい
たるまで、多彩な制作資料を余すところなく展示する世界初の展覧会。

●このチケットの販売は4月15日㈮までです。 				

窓口

 バンクシーって誰？展 

◆会期／4月23日㈯～6月12日㈰
◆場所／  グランフロント大阪 北館

 ナレッジキャピタル イベントラボ
＊開館時間／	平日11：00～20：00
※最終入場時間は19：30まで
土日祝10：00～19：00
※最終入場時間は18：30まで
※4/23（初日）は11：00から	
＊休館日／	期間中無休	

	※障害者手帳等をご提示の方、及び介護者1名まで無料
※学生券の方は入場の際学生証の提示必要
※会場内混雑の場合は入場制限あり	

●このチケットの販売は6月12日㈰までです。

窓口
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一般平日  2,000円 →  1,300円 40 枚 
 一般土日祝  2,200円 →  1,400円 40 枚 
 高大生平日  1,800円 →  1,100円 20 枚 

 高大生土日祝  2,000円 →  1,300円 20 枚 
小中生平日 1,300円→ 800円 20 枚 

小中生土日祝 1,500円→ 900円 20 枚 

─それはまるで映画のセットのような美術展
いま世界で最も注目を集める時代の先駆者“バンクシー”が、世界各地のストリート
に描いた作品を忠実に再現！
プライベート・コレクター秘蔵の貴重な作品群も一挙公開。

★★申込方法は、８ページをご覧ください。

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
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◎事業計画
　１．共済給付事業……会員やそのご家族のお祝い事やご不幸があった場合に共済金の給付
　
　２．福利厚生事業
　　⑴　文化事業　⃝大津市勤労福祉センタｰ、大津市勤労青少年ﾎｰﾑが実施する講座の受講助成

⃝コンサｰト、演劇、美術展覧会などのチケットあっ旋　など
　　⑵　体育事業	 ⃝ゴﾙフコンペ、ボウリング大会、渓流魚釣り大会
	 ⃝阪神甲子園球場年間予約席のあっ旋　など　
　　⑶　厚生事業　⃝宿泊・日帰りツｱｰ、人間ドック、がん検診、インフﾙエンザ予防接種等の利用助成

⃝遊園地、映画鑑賞、県下の観光果樹園、びわ湖大花火大会などのチケットあっ旋・助成
⃝互助会夏まつり　⃝ケｰキ教室　　⃝まちなかウォｰキング
⃝家庭常備薬等のあっ旋　など

　　⑷　共通事業　⃝文化、体育、厚生事業共通の民間福利サｰビｽの活用、湖都²おおつ
　
　３．貸付斡旋事業……勤労者の生活資金、福祉資金などの融資あっ旋

　４．老後の生活安定事業……中小企業退職金共済制度の普及、促進

　５．互助会のＰＲと会員拡大の推進……互助会の制度を広くＰＲし、事業所訪問による会員拡大を図る

　６．その他………「互助会だより」の毎月発行、「利用ガイド」の作成配布、ﾎｰﾑペｰジの開示

　７．施設の管理運営事業……	大津市勤労福祉センタｰ、勤労者体育センタｰの維持管理業務　企業や団体の
会議、研修の貸室、サｰクﾙ活動の貸室や体育館のほか、互助会主催の講座な
どを実施

2022年度の事業計画・予算が決まりました

●一般会計予算
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収 入 額

会費等収入 39,816,000
事業収入 7,606,000
補助金等収入 16,545,000
共済金掛金収入 2,000,000
その他 17,099,000
前期繰越金 4,855,000

収入合計 87,921,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支 出 額

給付事業費 16,384,000
福利厚生事業費 21,280,000
人件費 20,871,000
一般管理運営費 14,626,000
その他 14,760,000

支出合計 87,921,000

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収 入 額

施設管理事業収入 23,109,000
利用料収入 11,937,000
事業収入 4,023,000
雑収入 132,000
前期繰越金 7,605,000

収入合計 46,806,000

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支 出 額

施設管理事業費 34,215,000
事業費 3,437,000
予備費 20,000
繰入金支出 9,134,000
次期繰越収支差額 0

支出合計 46,806,000

●施設管理特別会計予算
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互助会だより３月号

会員事業所の紹介

お問合せ
ご相談

お う み 社 労 士 事 務 所

2019年厚生労働省が発表した「働き方改革」の基本的
な考え方は、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で
柔軟な働き方を自分で選択できるようにする改革です。
2020年１月16日日本でコロナ感染が確認され、その
後日本全国へと感染が広がりました。

その中雇用環境は大きく変化し続け、働き方の多様化
が進みこれによって労働関係法令は複雑さを増し労働
基準法・労働契約法・育児介護休業法など、様々な法
改正が行われています。

対応を迫られる会社さまは、これらの変化を疎んじるこ
となく歩調を合わせて進んでいかなければなりません。

会社を運営していくにあたり、とても重要な『人』
人間は感情がある生き物だからこそ、あらゆる方面から
の配慮が必要になってきます。
リスクマネジメントを行い、事態が起きたとしても最小限
のリスクに留められるように環境を整えていくことが大
切です。
調和が取れている職場は、笑顔が溢れ、生産性も高ま
ります。

当事務所では、専門家として的確なアドバイスが出来
ることはもちろん皆様にとって気軽にご相談いただける
身近な存在で有り続けたいと考えています。

〒520︲0043 大津市中央２丁目4︲3
電話／FAX 077︲527︲4850

大津市勤労青少年ホーム講座 ２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。	 ＊敬称略

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。

互助会事務局【電話:５２２‒６４９９】

導光板・LED導光板ライトパネﾙ
パター ン設計・製造・販売・施工何でもお任せください！ 地球の環境と愛車の安心・安全を守ります

株式会社 デルプラス 有限会社 湖西自動車
大津市湖青１丁目1-12 大津市北比良356-1
TEL：077-594-8800
FAX：077-594-8811
http://www.dlplus.jp

info@dlplus.jp

TEL：077-596-0153
FAX：077-596-1038

http://www.kosei-car.com
joycal.kosei@gmail.com

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右記
までお申し込みください。

●	応募締切／３月29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
※３月にお誕生日を迎える会員様対象

〒５２０－０８０６ 大津市打出浜１－６
（一財）大津市勤労者互助会 宛


