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互助会だより７月号

互助会だより
令和4年7月5日 発行

7 月 号
令和4年6月1日	 現在
事業所数	 939　
会 員 数	  5,393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/

◎１セット（11回分）の販売となります。

◎ 富士見市民温水プールの回数入場券は他のプールではご利用になれません。また、他のプールの回数
入場券も富士見市民温水プールではご利用になれませんのでご注意ください。

◎詳細につきましては各施設にお問合せください。

大津市営プール［平水回数入場券］あっ旋販売のご案内

区　　分 あ っ 旋 料 金 申込締切日 取　扱　方　法

大　人（高校生以上） 4,950円→ 4,200円
7/7㈭、7/12㈫～8/23㈫
までの毎週火曜日

※ お電話でお申し込みください。取り寄せチケットにな
りますので、お渡し準備が出来次第ご連絡させてい
ただきます。

※ 互助会事務局まで会員証と代金をご用意のうえお
越しください。

※ 回数入場券の受け取りは、瀬田商工会・大津北商
工会堅田支所でも可能ですが、お渡しにお時間が
かかります。

小　人（中学生以下）
高齢者（65歳以上） 3,300円→ 2,800円

施　設　名 住　所 ＴＥＬ
富士見市民温水プール 富士見台 533︲3113
におの浜ふれあいスポーツセンター におの浜四丁目 527︲3553
皇子が丘公園プール 皇子が丘一丁目 526︲3085
伊香立市民プール 伊香立下龍華町 598︲3199
雄琴臨水公園プール 雄琴六丁目 578︲8661
坂本市民プール 坂本六丁目 578︲8660

電話
取寄せ

施　設　名 住　所 ＴＥＬ
なぎさ公園プール 由美浜 527︲3960
晴嵐市民プール 鳥居川町 537︲4995
唐橋公園プール 瀬田一丁目 545︲2350
南郷公園プール 南郷一丁目 537︲4601
田上公園プール 枝三丁目 546︲4609
曽束市民プール 大石曽束二丁目 546︲5611

※空席状況は6/28㈫現在のものです。　※お電話（☎522-6499）でお申し込みください。（先着順）　※お申し込み後
のキャンセﾙ、変更不可。　※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。何卒
ご了承ください。　※9/12（4/26中止分）と9/14（5/12中止分）は振替試合。

阪神甲子園球場年間予約席　空席状況電話

試　合　日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー₂4段 あっ旋料金
（２席１組）月 日 曜日 1₀4･1₀₅ 1₀6･1₀₇

7 22 金 横浜DeNA 18：00 × 〇 8,800円
8 31 水 広島 18：00 〇 〇 7,800円

9
1 木 広島 18：00 〇 〇 7,800円
6 火 ヤクﾙト 18：00 〇 〇 7,800円
7 水 ヤクﾙト 18：00 〇 〇 7,800円

試　合　日
対戦相手 開始時間

1塁ｱイビ シー トー₂4段 あっ旋料金
（２席１組）月 日 曜日 1₀4･1₀₅ 1₀6･1₀₇

9

11 日 中日 18：00 〇 〇 8,800円
12 月 中日 18：00 〇 〇 7,400円
13 火 広島 18：00 × 〇 7,800円
14 水 広島 18：00 〇 〇 8,800円
18 日 ヤクﾙト 18：00 × 〇 8,800円

○……空席
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滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

夏シーズン入園券のあっ旋!!事務局
窓口

◎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。イベントホールのご利用は別途料金が必要です。
◎プールのご利用には、アソビュー！での事前のご予約（無料）が必要です。
　チケットをお持ちのお客さまご自身で、「アソビュー！」サイトにてご利用予定日の「株主優
待券など専用ザ・ブーン入場券」（無料）を購入いただき、発行されたＱＲコードとチケット
原券をご持参いただいての利用となります。（ＱＲコードとチケット原券のどちらかでもお忘
れになった場合はご利用いただけません）

　フリーパス引換券付入園券をお持ちの方でプールのご利用も希望される方は、「アソビュー！」
サイトにてご利用予定日の「ザ・ブーン入場券」（有料）をご購入ください。

　ご予約方法は、ひらかたパークWEBサイトでもご案内しています。ご覧ください。
◎プールでの有料スライダーご利用は別途料金が必要です。
◎ 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。

取扱チケット（引換券） 券　　種 一般価格 あっ旋価格

入園+フリーパス引換券
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

入園+プール入場券
期間：7/16㈯～9/4㈰

おとな（中学生以上） 2,600円 2,080円
２歳から小学生 1,500円 1,200円

　ひらかたパークは、約40種類の豊富なアトラクションがあり、子どもから大人まで楽しめるテーマパーク！ また、
7/16㈯から9/4㈰まで「ザ・ブーン」でおなじみのプールも開催！ご家族や会社の仲間と出かけてみてはいかがでしょうか？

【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。
瀬田商工会、大津北商工会堅田
支所でも受け取り可能ですが、
お渡しに日数がかかります。

●大津北商工会志賀支所窓口について
　大津北商工会志賀支所の開所日時縮小
に伴い、大津市勤労者互助会のチケットお
渡し・申請書受取り等の窓口業務は終了い
たしました。大津北商工会堅田支所での
窓口業務は引き続き行います。ご不便をお
かけいたしますが、何卒ご理解賜りますよ
うお願い申し上げます。

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／7月28日㈭必着

●	当選連絡／①は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
②は応募ハガキに記載された電話番号に連絡いたします。

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
※７月にお誕生日を迎える会員様対象
②阪神タイガースオリジナル真空ステンレスボトル………………………………… ４名
※事務局に取りに来られる方限定

〒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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…中山航介
魅惑の打楽器の世界…

…9月14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   1,000円 →  700円  10枚 

	※	全席指定
※	6歳未満入場不可	
 京都市交響楽団首席打楽器奏者中山航介が登場。打楽器の魅力をたっぷり
とお届けする楽しい1時間です。
出演：中山航介、中山美輝（打楽器） 

●締切日／ 7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

				 				

…北村朋幹
20世紀の邦人ピアノ作品…
…10月9日㈰　15：00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	
    

●締切日／ 7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				 				

★★申込方法は、５ページをご覧ください。

　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

歴史講座　「白洲正子と歩く琵琶湖…湖水編」～湖水の祈り・暮らし・美～

◆開催日時／  8/24、31、9/7、14　水曜日　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）
筆記用具 ※マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／45名
◆申込期間／7/20㈬AM8：40～8/19㈮　※先着順

◆講　　師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼　芳幸 先生

　近江の中心に横たわる琵琶湖は、類まれな自然であると同時に、天台仏教を始めとする、日本文化の
基層を育んだ、文化的な自然でもあります。この琵琶湖の魅力に惹かれ、白洲正子は度々近江を訪れ、
その想いを数々の作品を通して紹介しました。
　これまで、琵琶湖の文化については、「白洲正子と歩く琵琶湖シリーズ」として、江南編・江北編と続
けてきましたが、今回の講座はその最終回として「湖水編〜祈り・暮らし・美〜」を開講し、白洲正子が
感じた琵琶湖自体の文化を白洲正子の視線を借りながら、現地の画像と共に紹介します。

■第１回　水辺の祈り
　主な舞台：竹生島・沖島・白鬚神社・長命寺等
■第２回　水辺の暮らし
　	主な舞台：湖北菅浦・海津・沖島等
■第３回　水辺の景色
　	主な舞台：	近江八景・竹生島・沖白石・白鬚神

社・居初氏庭園・彦根城玄宮楽々
園等

■第４回　水辺の詩（うた）
　	主な舞台：万葉集と湖水・松尾芭蕉と湖水等

※会員以外の方でもご参加いただけます。
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…びわ湖ミュージックフォレスト…
File7…打楽器（トリオ）…
…10月2日㈰　15：00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

 全席自由  2,000円 →  1,400円  10枚 
	※	6歳未満入場不可	
    

●締切日／ 7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…
File8…邦楽（2種の琵琶）…
…10月8日㈯……18：00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

 全席自由  1,000円 →  700円  10枚 
    

●締切日／ 7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

				 				

…オーチャードコンサート
打楽器「名手と挑む…名作の世界」…
…8月27日㈯　15：00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

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

●締切日／ 7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…
File6…室内楽（クインテット）…

…9月19日（月･祝）　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

 全席自由  1,500円 →  1,100円  10枚 
	※	6歳未満入場不可	
    

●締切日／ 7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

				 				

…ベンチャーズ…

…8月14日㈰　14：30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  6,600円 →  5,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 7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

				 				

…キエフ・クラシック・バレエ
白鳥の湖～全2幕～…

…8月28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 →  3,600円  10枚 
	※	3歳以下入場不可
※	4歳以上有料
※	演奏は特別録音音源使用	
    

●締切日／ 7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、５ページをご覧ください。
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…おもしろハッピー落語会…in…京都…

…9月16日㈮　18：30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  3,000円 →  2,400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。	

    

●締切日／ 7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

				 				

…純烈コンサート…2022

…11月11日㈮　14：00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  6,000円（前売り） →  5,100円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 7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、５ページをご覧ください。

…藤山寛美三十三回忌追善
喜劇特別公演…

…10月6日㈭・16日㈰　11：00開演
10月1日㈯・20日㈭　16：00開演

南　座…
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一等席  13,000円 →  9,500円  各6枚 
 三等席  4,000円 →  2,000円  各6枚 

	※	全席指定
※	4歳以上チケット必須	

●締切日／ 7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

				 				

…笑福亭松喬独演会…

…9月11日㈰　14：00開演
京都文化博物館　6階和室…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席自由  2,800円 →  2,000円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	畳席
※	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。	

    

●締切日／ 7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

	©佐藤浩	 				

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。
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　「わくらば」とは？ わくらば＝邂逅＝思いがけなく出会うこと。
　コンセプトは、「人やものとの出逢い」来てくださる人達が、色々
な人や物、事柄にめぐりあってもらえる場であること。。。
　そんな祈りを込めて名付けました。
　１階は、木の温もりを感じられる落ち着いた雰囲気に包まれた温
かみがあります。そんな店内でいただくカレーは、スパイシーだけ
ど、マイルドでお野菜もたっぷり!! だから、子どもさんから年配の方まで、一度食べたらまた
通いたくなるお味です。
　食材にもこだわり、野菜は滋賀県産のとれたて新鮮野菜！ お米は長浜の兼業農家集団
「ONESLASH」により大切に育てられたコシヒカリ。そして、東近江の平飼い卵などを使って
います。
　メニューは、黄カレー、赤カレー、ダークキーマカレー、中でもシェフ一押しは、黄カレー!! 
チキンのエキスを骨の髄まで抽出した旨味カレー、野菜の甘みとスパイスの辛味が交互にやっ
てきて絶妙です!! 赤カレーは、トマトを中心とした野菜をじっくり煮込んだあっさりカレー。動物
性の食品を一切使ってないので、サラダ感覚で食べられます。モリモリ彩り野菜と一緒にお召
し上がりください。
　どのカレーも売り切れ次第終了となりますが、ティータイムでもお気軽にお越しください。
　２階はギャラリーやワークショップ、会議や寄り合いなど、人が集まれる場所となっています
ので、ご利用の際は、お気軽にお声がけください！

カレーセンターマエダ
で検索してね

ワクラバハウス　カレーセンターマエダ!!
膳所ときめき坂に白とグレーの壁のお洒落なカレー屋さんが2022.2.1に
オープンしました~!! お店の名前は。。。

社会福祉法人 美輪湖の家大津　瑞穂
〒520︲0802 大津市馬場１丁目114︲4　　TEL.077︲535︲9103

営業時間は、11：00～18：00まで
（水曜日はお休み）

『湖
コ ト

都2おおつ』に登録しよう！ ─会員さまから多数のお声が
届いています─

　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たなサービス
「湖都²おおつ」！ 今年の1/5㈬からスタートして早半年。ご登録者数も500名を超えました。
「湖都²おおつ」利用して
ますよ。いつもありがとう
ございます‼� Ｍ・Ａさま

「湖都²おおつ」！　サービスが開始され、すぐに利用登録
しました。GWに、神戸どうぶつ王国へ家族で行き、チケッ
トを「湖都²おおつ」のサイトを経由し、購入しました。分
かりやすく利用しやすかったです。� Ｍ・Ｓさま

先日「湖都²おおつ」にも登録させて頂
いたので、ぜひ便利に利用しようと思い
ます。� Ｓ・Ｓさま

「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
　初期バスワード：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


