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互助会だより
令和4年4月5日 発行

4 月 号
令和4年3月1日	 現在
事業所数	 965　
会 員 数	  5,496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/

窓口 びわ湖クルーズクルージングチケット引換券
◆取扱期間／2023年1/31㈫まで

・ミシガンクルーズ
・竹生島クルーズ

◆ご利用対象航路／

※	自由席
※	学生はコ ｽーにより通常料金があっ旋料金を下回る場合がございます。
その場合は現地での購入をおすすめします。（学生証提示必要）

※	ミシガンナイトについては、運航日が限られております。
※	12/5～30、1/4～3/3については、ミシガン90の運航が土日祝のみ。
なお、この期間の平日は高速船での運航となり、便によっては契約
料金より通常料金の方がお安くなります。

※	乗船は、貸切等がございますので事前の予約をおすすめします。
　〔予約電話〕	大津港：₀₇₇-₅₂4-₅₀₀₀　長浜港：₀₇4₉-₆₂-33₉₀
	 今津港：₀₇4₀-₂₂-1₇4₇

※チケットの有効期限は2023年2/28

各コースとも 通常料金 あっ旋料金

大　人 2,400～3,200円
2,300円学　生

（中・高・大学生） 2,000～2,600円

小　人
（小学生） 1,200～1,600円 1,150円 ◆ 取扱方法／各港の窓口にて、「引換券」をご提出し乗船券を

受け取る。引換券につきましては、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。引換券の受け取りは各商
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。
※ 運航スケジュールやダイヤ等の詳細については、琵琶湖汽船㈱

へお問い合わせください。TEL：524︲5000

窓口 近江舞子いちご園入園補助券

◆ 取扱方法／いちご園の窓口にて「補助券」に代金を添
えてお支払いください。補助券につきましては、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）〕へ会員証をご用意のうえお越しください。

◆開園期間／５/１㈰頃～５/３１㈫頃
◆受付時間／9：00～15：00

※	露地栽培のため生育状況により開園期間が変更します。必ず事
前にお問い合わせのうえご来園ください。

※制限時間：60分
※	各日、赤いいちごがなくなり次第終了します。
※	会員とその同居家族人数分を上限とし、期間
内１回に限り利用可能です。

区　分 通常料金 あっ旋料金
大　　人 1,800円 1,300円

小  人（小学生） 1,500円 1,100円
幼 児（３歳以上） 800円 600円

※ 詳細については近江舞子いちご園へお問い合わせください。
ＴＥＬ：090︲1155︲1515

窓口 滋賀県立アイスアリーナ入場券

◆ 取扱方法／入場券につきましては、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。

◆利用期間／ 4/1㈮～5/31㈫
	 9/19（月・祝）～2023.3/31㈮

※休館日【第３木曜日・12/31、1/1】

※	9/19は「お客様感謝祭・無料開放日」の予定です。
※	競技会等で滑走いただけない日もあります。
※３歳以上有料。
※貸ｽケ トー靴使用料は別途必要。（１足400円、15㎝～30㎝）

区　分 通常料金 あっ旋料金

大　人 平　日 1,300円 1,100円
土･日･祝 1,700円 1,400円

小　人
（高校生以下）

平　日 600円 500円
土･日･祝 750円 600円

◆滑走時間／１０：００～１７：００

※ 詳細については県立アイスアリーナへお問い合わせください。
　ＴＥＬ：547︲5566
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※小学生以上は一般料金です。※幼児（未就学まで）の食事利用のない場合
は、シャワ とー休憩料が300円（通常400円）で利用できます。※専用駐車場
があります。※台風等でご利用できない場合があります。※混雑が予想されま
すのでご予約をおすすめします。電話：090︲4117︲2112　代表：吉川

滋賀県勤労者互助会連合会 割引施設のご案内 ～ご家族・お友達と
潮干狩りを楽しみませんか♪～

三重県津市香良洲海岸『海の家	なお屋』 三重県津市御殿場浜	『すず休憩所』（海の家）
⃝潮干狩団体コース　Ｂセット《焼貝＋貝めし＋貝汁》 ⃝Ａコース 《休憩料＋潮干狩＋アミ袋+貸しくまで+貝汁》 

⃝Ｃコース  《休憩料+潮干狩+アミ袋+貸しくまで+貝汁+貝めし
（または白飯）+名物焼貝（あさり・はまぐり・大あさり）》 

大人 ２，０００円➡1,800円
中学生以下 １，８００円➡1,600円

一般 ８００円➡750円

一般 ２,５００円➡2,200円
※専用駐車場があります。
※台風等でご利用できない場合があります。
※混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。
　住所：三重県津市香良洲町6286⊖3　電話：059︲292︲3388

会員証のご提示にて会員様を含め５名様まで割引料金にてご利用いただけます!! 休業日・営業時間等の詳細については各施設にお問い合わせください

2022年度　東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引のご案内

　東京ディズニーセレブレーションホテルの客室料金が10％割引にてご宿泊いただけます。
ぜひご利用ください。

【お申し込み・内容に関するお問い合わせ】 東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク
TEL：0570⊖00⊖1928︵受付時間10：00～15：00 年中無休︶

◆対 象 者／会員と登録同居家族
 【手順①】
・利用者専用サイト「dcp.go2tdr.com」から購入ページにアクセス
・トップページから「トピックス」のボタンを選択
・「東京ディズニーセレブレーションホテル」宿泊割引の○✓ をクリックし、「詳しく

はこちら」のボタンを選択
・「お申し込みはこちら」のボタンを選択

【手順②】
・予約サイトの専用画面に移動
・ディズニーアカウントを入力
・プランパスワードを入力

宿泊予約の方法

※ディズニーアカウントをお持ちでない方は、「Disney.jp」から新規ユーザー登録を行ってください。
※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。
※残室数などの予約状況に応じて客室料金が変動します。
※チェックイン時に、社員証(コピー可)の提示を求められる場合があります。社員証をお持ちください。
※�宿泊料の一部を「コーポレートプログラム利用券」を使ってお支払いいただく場合は、チェックイ
ン時にホテルフロントへご提出ください。
※内容は、予告なく変更・中止となる場合があります。

留　意　点

◆宿泊期間／4月2日㈯～2023年3月31日㈮
※予約状況により、希望日をご予約いただけない場合があります。

◆予約期間／4月1日㈮ 11：00～2023年3月30日㈭ 20：59
※宿泊日の２カ月前同日の11：00より予約可能。ただし、予約開始日は変更になる可能性あり。



窓口 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター近畿ブロック協議会
割引提携施設のご案内

施設名 ＴＥＬ 区分 あっ旋料金

須磨海づり公園【休園中】 078⊖732⊖4926
基本釣り料（４時間以内）
大人（16歳以上）
小人（６歳以上16歳未満）

1,200円→
700円→

1,080円
630円

平磯海づり公園 078⊖732⊖4926
基本釣り料（４時間以内）
大人（16歳以上）
小人（６歳以上16歳未満）

1,000円→
600円→

900円
540円

六甲山牧場 078⊖891⊖0280 大人
小・中学生

500円→
200円→

450円
180円

太陽公園・白鳥城 079⊖266⊖6600 大人
小・中学生

1,500円→
700円→

1,350円
630円

姫路市立遊漁センター 079⊖254⊖5358 大人（16歳以上）
小人（５歳以上16歳未満）

830円→
520円→

700円
430円

姫路市平和資料館 072⊖291⊖2525 大人（一般）
小人（小・中学生）

210円→
50円→

170円
40円

姫路市立手柄山温室植物園 072⊖296⊖4300 大人（一般）
小人（小・中学生）

210円→
100円→

160円
50円

◆利用方法／各施設の窓口にて、会員証の提示と「提携施設利用券」に代金を添えてお支払いください。
「提携施設利用券」につきましては、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
会員証をご用意のうえお越しください。
※会員を含めて５名以内適用。※営業時間、その他利用料等は各施設ﾎｰﾑペ ジーにてご確認ください。

● 2022年度、「就学祝金」・「還暦祝金」・「高
齢者特別給付金」 の受給対象者の方に、申
請のご案内を互助会だより４月号に同封しまし
たので、お忘れのないように申請してください。
その他祝金、見舞金、死亡弔慰金等について
も、年度に関係なく事由が発生してから１年以
内が有効期限となりますのでご注意ください。
※退会餞別金は退会後３ヵ月以内
※	就学祝金は対象のお子さまが家族登録されていな
い場合ご案内出来ません

〔共済金給付の一例〕
区　分 共済事由　※入会２年以上の会員対象 共済金額 証明書

祝
　
金

結 婚 祝 金 会員の法律上の婚姻 20,000円 必要
出 生 祝 金 会員に生まれた子 10,000円 必要
就 学 祝 金 子の小学校入学 10,000円 必要

銀 婚 祝 金 会員が結婚した日（法律上の
婚姻の日）から満25年 10,000円 必要

還 暦 祝 金 会員で満60歳 10,000円 不要
高年齢者特別給付金 会員で満70歳 10,000円 不要

詳細につきましては、『事務の手引き』令和２年度版、またはホームページをご覧ください。

● 2022年度版『利用ガイド』を互助会だよりに同封しました。『利用ガイド』とは、互助会会員がご利用いただける福利厚
生の主なサービスや利用方法が詳しく書かれた冊子です。一年に1度発行し、会員に1冊ずつお配りしております。よくご
覧いただきご活用ください。

● 2022年阪神甲子園球場年間予約席の料金（4/5～6/26分）については、互助会ホームページをご覧ください。
● ゴールデンウイークの下記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……4/29（金・祝）、5/1㈰、5/3（火・祝）～5/5（木・祝）
　瀬田商工会、大津北商工会（堅田/志賀支所）……4/29（金・祝）、5/1㈰～5/5（木・祝）
●互助会だより５月号は、5/9㈪発行になります。

–3–

互助会だより４月号



　

–4–

互助会だより４月号

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 大津市勤労福祉センター自主事業

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。 ※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

コンディショニングヨガ教室

歴史講座
「信長と近江」

心身のバランスを整えましょう！
「ヨガ」とは、サンスクリット語で「つながり」を意味しま
す。日々頑張りすぎて疲れた身体を、深い呼吸で心の安
定と体が伸びる気持ち良さを感じながら、心とカラダを
繋げていきましょう！

天下布武の拠点を近江に置いた織田信長
何故、信長は近江に
信長が日本に君臨するために取った戦略を近江での動向
から探ります。
※�６月15日には、「安土城址」を実際に探訪します。（別
途申込必要）
　６月１日㈬　第１回　近江を手中に
　６月８日㈬　第２回　安土城をめぐる神々の攻防
　６月22日㈬　第３回　湖水の王　織田信長
　６月29日㈬　第４回　本能寺の変　光秀・信長・そして近江

歴史講座「信長と近江」の番外探訪編！
織田信長が天下布武の拠点として築城した安土城。安土
城の構造の特性、安土城に込めた信長の戦略について、
徹底的に解説します。
※�石段が多くありますので、歩きやすい服装でご参加く
ださい。
※水分補給に留意してください。

◆開催日時／  5/7、14、21、28、6/4、11、18、25、
7/2、9　土曜日　15：00～16：00

 全10回

◆開催日時／  6/1、8、22、29　水曜日
	 13：30～15：30　全４回

◆開催場所／ ２Ｆ　多目的室

◆開催場所／ ５Ｆ　大ホール

◆受 講 料／5,000円

◆受 講 料／3,000円（教材費含）

ヨガマット、運動の
出来る服装、汗拭き
タオル、飲み物、マ
スク着用

◆持 ち 物／

筆記用具、マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／10名

◆定　　員／45名

◆講　　師／ヨガスタジオ アピュアー 朝重　梨絵 先生

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 氏

◆持 ち 物／描きたいもの（１回目は野菜・果物・花など
何でも。２回目以降はテーマを決めます）
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

◆持 ち 物／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

お手軽スケッチ教室
Ⅰ（午前）・Ⅱ（午後）

歴史探訪
「安土城の謎に迫る！」

「絵を描いてみたい！」という初心者向けの教室です。画材の選び方
から描き方まで全10回のプログラムで分かり易く指導します。身の
まわりにある野菜や花・お菓子から風景まで何でも絵になり絵を描く
ことが楽しくなります♪自分の絵を額に入れて飾ってみませんか？
注）�絵の具・筆等については、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／  5/11、25、6/1、15、29、7/13、27、
8/3、24、9/7　水曜日

	 Ⅰ）10：00～12：00　Ⅱ）13：30～15：30
 各全10回

◆開催日時／  6/15　水曜日　13：30～16：30予定
 全１回

◆開催場所／ ３Ｆ　集会室

◆集合場所／ 安土城址駐車場前

◆受 講 料／各8,000円

◆受 講 料／2,500円
（イヤホンガイド・
入山料含む）

◆定　　員／各12名

◆定　　員／15名

◆講　　師／児玉　紘一 先生

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 氏

◆申込期間／4/7㈭AM8：40～4/28㈭　※先着順

◆申込期間／4/18㈪AM8：40～5/27㈮　※先着順

◆申込期間／4/7㈭AM8：40～4/26㈫
※定員を超えた場合は抽選

◆申込期間／4/18㈪AM8：40～6/3㈮　※先着順
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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。
※スケッチ教室のみ定員を超えた場合は、４月27日㈬AM10：00に事務局にて抽選いたします。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・大津市勤労青少年ホーム講座・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

大津市勤労青少年ホーム講座

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。

※会員以外の方でも誰でもご参加いただけます。（ただし、35歳未満の方が対象となります。）

歴史探訪　聖徳太子没1400年記念　聖徳太子ウォーク１「太子の忠臣	小野妹子の里を歩く」

心とからだのメンテナンスヨガ教室

クラフトバンド教室～よろい編みの籠バッグを作ろう♪～

今回の企画は、近江の聖徳太子の文化を楽しむ初夏のウォーキング。舞台は、聖徳太子に仕えた小野妹子の里。小野妹子は、
聖徳太子の命を受け遣隋使となり親書を中国の隋に運んだことで知られていますが、太子の伝承の世界では、太子と共に近
江の地で活躍しています。その小野妹子の本拠が大津市小野とされています。また、小野の里には、小野篁・小野道風・小野小
町といった歴史上の超有名人たちの遺跡も多く残されています。その足跡を、講師の解説を聞きながら小野の里を歩きます。

深い呼吸で内臓を活性化し、新陳代謝の良い身体をつくりましょう♪女性の美を意識し、気になるポッコリお腹を引き締
め、体形維持や体質改善、美肌促進をめざし、これから歳を重ねていく女性たちのためのレッスンです。楽しくメンテナン
スしていきましょう♪

エコな紙バンド（クラフトテープ）で籠バッグを作りましょう～！ 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
トバッグを一緒に作りませんか？（サイズ：横約32cm×高さ約22cm×幅約10cm）
◆ 事前に８色のカラーより選んでいただきます。A：バニラクリーム　B：キャラメル　C：カスタード

クリーム　D：スカイE：ピスタチオ　F：ブラック　Ｇ：パステルライラック　Ｈ：ラズベリー

◆開催日時／  5/7、14、21、28、6/4、11、18、25、7/2、9　土曜日　13：30～14：30　全10回

◆受 講 料／	2,000円（イヤホンガイド含む） ◆定員／15名 ◆申込期間／4/7㈭AM8：40～5/10㈫　※先着順

◆受 講 料／	3,000円
◆定員／10名

◆申込期間／4/7㈭AM8：40～4/28㈭　※先着順

◆受 講 料／	1,500円（別途教材費：1,600円）
◆定員／20名

◆申込期間／4/18㈪AM8：40～5/16㈪　※先着順

◆開催日時／  5/20　金曜日　13：15～16：30予定　全１回 ◆講師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 氏

◆講師／ヨガスタジオ アピュアー 朝重　梨絵 先生

◆開催日時／  6/6、13　水曜日　9：30～12：30　全２回 ◆講師／生野　千穂 氏

◆集合場所／ JR和邇駅前 歩きやすい服装（歩きやすい靴）、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／

◆開催場所／ ２Ｆ多目的室 運動のできる服装・飲み物・汗拭きタオル◆持ち物／

◆開催場所／ ５Ｆ大ホール はさみ、手拭タオル、マスク着用◆持ち物／
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互助会だより４月号

	仲道郁代
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ全曲演奏会　第1回（全7回）	
	6月25日㈯	14：00	開演

京都コンサートホール　小ホール				
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  4,600円 →  3,700円  10枚 
	※	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／ 4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

	©Taku	Miyamoto	 				

	歌の広場	

	6月4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	
 昭和・平成を彩った珠玉の名曲を100曲以上ご準備！ あなたの青春の1曲
をリクエストしてください!!
ソングリーダー　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／ 4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

				 				

	やすらぎシネマ20　お終活
～熟春！	人生、百年時代の過ごし方～	

	6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　	
 【出演者】水野勝、剛力彩芽、松下由樹　他
熟年離婚寸前の夫婦が、葬儀社の男から紹介された終活フェアをきっかけ
にてんやわんやの大騒ぎ！ 

●締切日／ 4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

				 				

	北村朋幹ピアノ・リサイタル	

	5月22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
 全席指定  3,800円 →  3,000円  10枚 
	※	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／ 4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

	©TAKA	MAYUMI	 				

	ルシオール	ｃｌａｓｓｉｃｓ	ｖｏｌ．４
石橋栄実ソプラノ・リサイタル	
	6月25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
 一　般   2,500円 →  1,800円  10枚 

 25歳以下  1,500円 →  1,100円  10枚 
	※	全席指定
※	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／ 4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

				 				

	仮面ライダースーパーライブ2022
滋賀守山公演	

	6月26日㈰	10：30/14：30	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  3,800円 →  3,000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
膝上鑑賞無料（お席が必要な場合有
料）	

    

●締切日／ 4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

	©石森プロ・テﾚビ朝日・ADK	EM・東映	 				

★★申込方法は、８ページをご覧ください。
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	鈴木敏夫とジブリ展	

◆会期／4月23日㈯～6月19日㈰
◆場所／ 	京都文化博物館	

＊開館時間／	10：00～18：00　※入館は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日　※ただし、4/25、5/2は開館	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一般・大学生  1,600円 →  1,000円  50枚 

 中高生  1,300円 →  800円  30枚 
 小学生  1,000円 →  600円  30枚 

	※障がい者手帳等をお持ちの方と付添の方1名まで無料（要証明）※学生料金で
入場の際は要学生証提示※新型コロナウイﾙｽ感染症により予定変更の場合あり	
 展示では、戦後の名古屋で育ち、昭和から平成・令和の時代を駆け続けてい
る鈴木が「読んできた本」と「その時代背景」に注目します。 

●このチケットの販売は6月17日㈮までです。 				

窓口

	兵馬俑と古代中国
～秦漢文明の遺産～	

◆会期／3月25日㈮～5月22日㈰
◆場所／ 	京都市京セラ美術館	
＊開館時間／	10：00～18：00　※展示室への入場は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日　※ただし、5/2は開館	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般  2,000円 →  1,300円  50枚 
 高大生  1,500円 →  900円  30枚 
 小中生  900円 →  500円  30枚 

	※障がい者手帳などをご提示の方と付添1名様までは無料（要証明）
※予約優先制です。混雑時には事前予約された方を優先案内します。	
 実物大の兵馬俑による隊列展示、日本初公開となる出土品など約200点
をダイナミック展示。 

●このチケットの販売は5月20日㈮までです。 				

窓口 	ブッダのお弟子さん
─教えをつなぐ物語─	

◆会期／4月23日㈯～6月19日㈰
◆場所／ 	龍谷大学　龍谷ミュージアム	

＊開館時間／	10：00～17：00　※入館は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般  1,300円 →  800円  50枚 
 高大生  900円 →  500円  30枚 
 小中生  500円 →  300円  30枚 

	※障がい者手帳などをご提示の方と付添1名様までは無料（要証明）	
 本展では、ブッダを支え最も活躍した10人の直弟子（十大弟子）や、涅槃の
時に後を任された16人の高僧（十六羅漢）、そして維摩居士に代表される
在家信者たちに焦点を当てます。 

●このチケットの販売は4月22日㈮までです。 				

窓口

	桂雀々独演会
「雀々夏まつり2022」	
	7月9日㈯	14：00	開演
京都府立文化芸術会館	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  3,800円 →  3,000円  10枚 
	※	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／ 4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

				 				

	MIKA	NAKASHIMA	
CONCERT	TOUR	2022		　﹃I﹄
	7月30日㈯	17：00	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  8,800円（前売り） →  7,500円  10枚 
	※	3歳以上有料
※	3歳未満のお子様は保護者1名に
つき1名まで膝上鑑賞可（お席が必
要な場合有料）	

※	来場者特典としてオリジナﾙクリｱ
ファイﾙプﾚゼント

    

●締切日／ 4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。

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

※４月にお誕生日を迎える会員様対象
（応募多数の場合は抽選になります）

②阪神タイガース公式イヤーブック2022
 ………１名

●応募方法／�郵便ハガキに、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。

〒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／４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。

下記の賞品を抽選で
プレゼントします。
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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。

●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

〈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

お問合せ
ご相談

社会福祉法人　美輪湖の家グループ

ぜひ！ ホームページで、瑞穂の自主製品をご覧いただけたら幸いです！　心のこもった製品たちでいっぱいです。

自然の恵みがぎっしり！！　20年以上作り続けています。夏みかん・はっさくのそのままの味が人気！

麹は手作り！！

…… 無農薬の夏みかん・はっさくを使用し、素材を生かして瑞々しく仕上げ！ 無
添加・甘さ控えめでお子様からお年寄りまで安心してご賞味いただけます。

…… 手間ひまを惜しまず、伝統的な手作業で丁寧に
仕込んだお味噌を1年間熟成させ樽出しします。
体に良い物をとの熱い思いで40年以上作り続
けています。お味噌汁はもちろん、味噌炒めや
ドレッシングなど、ぜひ一度ご賞味ください。

…… お野菜、種類豊富な手作りクッキー、さをり織の小物、見ているだけでほのぼのとした木版のポス
トカードなどなど利用者さんたちが心を込めて作っています。

手作りマーマレードジャム

大好評の手作り味噌

その他にも

▶こんなことをしていま～す！

瑞
みず

穂
ほ

（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活介護）
～より弱い立場の人を大切にし、人間としての生き方を学び合い、ともにいきていく場～

〒520-0837 大津市中庄２丁目２番11号
TEL：077-525-9520　FAX：077-525-3290
E-mail　mizuho＠biwakonoie-otsu.or.jp
http://www.cable-net.ne.jp/user/mizuho01/

大津市勤労青少年ホーム講座 ３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】

光貴工業株式会社
頭皮から生活環境体内環境のバランｽを整える

ビーワンサロンアロマぱふぇ
大津市苗鹿2-34-23 大津市打出浜3-50-1001

TEL：077-578-8304
FAX：077-578-8304

kusano.ymk@zeus.eonet.ne.jp

TEL：090-8342-2264
https://www.aromapafe.com/bi-wan

info@aromapafe.com


