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互助会だより８月号

互助会だより
令和4年8月5日 発行

8 月 号
令和4年7月1日	 現在
事業所数	 939　
会 員 数	  5,384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

◆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／8/29㈪　19時まで　※お渡しは9/6㈫以降になります。

◆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9/2㈮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

●各施設にお出かけの際は、最新の情報をご確認ください。

●お盆休みについて
　互 助 会 事 務 局……お休みはございません ※日･祝日はお休みです
　瀬田、大津北商工会……8/15㈪～8/17㈬ ※土･日･祝はお休みです

●甲子園球場阪神タイガース公式戦観戦チケットについて
　8/31㈬、9/1㈭、7㈬、11㈰、12㈪、14㈬に空席がございます。観戦をご希望される場合は、互助会事務局までお電
話（☎522︲6499）でお申し込みください。チケット料金・対戦カード等については、先の互助会だよりをご覧ください。

得 得プレゼント

●	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、生年月日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／8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
※８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
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大津市勤労福祉センター講座 ※会員以外の方でもご参加いただけます。

コンディショニングヨガ教室

◆開催日時／  9/3、10、17、24、10/1、8、15、22、29、11/5　土曜日　15：00～16：00　全10回

◆開催場所／ ２Ｆ　多目的室

◆受 講 料／5,000円
ヨガマット・運動できる服装・飲み物・汗拭きタオル・マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／10名
◆申込期間／8/10㈬AM8：40～8/31㈬　※先着順

◆講　　師／ヨガスタジオ　アピュアー 朝重　梨絵 先生

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！

未生流　華道教室

◆開催日時／  9/16、30、10/14、28、11/11　金曜日　10：00～12：00　全５回

◆開催場所／ ３Ｆ　集会室

◆受 講 料／3,000円（別途教材費：5,000円）
花ばさみ・筆記用具・作品を持ち帰る袋・マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／10名
◆申込期間／8/10㈬AM8：40～8/31㈬　※先着順

◆講　　師／巌　慧甫 先生

「花」は、見て触れることにより心を和ませ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。

女性のためのアロマ＆リンパストレッチ教室Ⅰ・Ⅱ

◆開催日時／  9/7、21、10/5、19、11/2、16、12/7、21、1/11、25　水曜日
… Ⅰ　10：00～11：30　Ⅱ　13：30～15：00　各全10回

◆開催場所／ ２Ｆ　和室

◆受 講 料／各5,000円（別途教材費：5,000円）
ヨガマット・運動できる服装・飲料水・汗拭きタオル・マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／各10名
◆申込期間／8/10㈬AM8：40～8/31㈬　※先着順

◆講　　師／須田　香織 先生

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♪ オーガニッ
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ージ。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。
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…室内楽への招待
カルテット・アマービレ…

…10月29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   4,000円 →  3,200円  10枚 

 青少年（₂5歳
未満）  2,000円 →  1,400円  10枚 

	※	全席指定
※	6歳未満入場不可	

●締切日／ 8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

	©T.Tairadate	 				

…令和四年度松竹特別巡業
一、中村獅童のHOW…TO…かぶき
二、絵本「あらしのよるに」一人語り
作◎きむらゆういち　絵◎あべ弘士/講談社刊…

…11月22日㈫　18：30開演
栗東芸術文化会館さきら　大ホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   4,800円 →  3,800円  10枚 
 高校生以下  1,800円 →  1,300円  10枚 
	※	全席指定
※	3歳以下膝上1名まで無料
　（お席が必要な場合有料）
※	全席お土産付き	

●締切日／ 8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、６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・大津市勤労青少年ホーム講座　申込方法★

　
大津市勤労青少年ホーム講座

心とからだのメンテナンスヨガ教室

◆開催日時／  9/3、10、17、24、10/1、8、15、22、29、11/5　土曜日　
 13：30～14：30　全10回
◆開催場所／ ２Ｆ　多目的室

◆受 講 料／3,000円
ヨガマット・運動できる服装・飲み物・汗拭きタオル・マスク着用◆持 ち 物／

◆定　　員／10名
◆申込期間／8/10㈬AM8：40～8/31㈬　※先着順

◆講　　師／ヨガスタジオ　アピュアー 朝重　梨絵 先生

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す。女性の美を意識し、気になるポッコリお腹を引き締める
など体形維持や体質改善（体調の管理や美肌促進など）に着目し、これから歳を重ねていく女性たちが自身でメンテナン
スできるようになります！

※会員以外の方でもご参加いただけます。但し35歳未満の方対象
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…三山ひろしコンサート2022
～歌う門には夢来たる！～…

…10月22日㈯　12：30/16：30開演
シライシアター野洲…

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   6,600円 →  5,600円  各10枚 
 A　席   5,500円 →  4,400円  各10枚 

 S席昼夜セット  11,000円 →  9,500円  5枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

				 				

…ひこね市民大学特別講座
橋下徹講演会「橋下徹の一刀両断！時局を斬る」…
…9月23日㈮　14：00開演

ひこね市文化プラザ　グランドホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   2,500円 →  1,800円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

				 				

…稲川淳二の怪談ナイト…

…9月30日㈮　19：00怪宴
シライシアター野洲…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  5,800円 →  4,600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

				 				

…夏井いつき句会ライブ…in…野洲…

…10月8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  3,000円 →  2,400円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

				

…ルシオールクラシックス…リサイタル・アンサンブルシリーズ…vol.5
萩原麻未ピアノ・リサイタル…
…11月19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	

●締切日／ 8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

	©Marco	Borggreve	 				

…歌の広場…

…9月11日㈰　14：30開演
さざなみホール　ホワイエ…………

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席自由  800円（前売り） →  600円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
ソングリーダーと呼ばれる歌唱者兼進行役がお客様のリクエスト曲を演奏
し歌います。

●締切日／ 8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、６ページをご覧ください。
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…梅沢富美男＆研ナオコ
アッとおどろく『夢芝居』2022……

…10月17日㈪　14：00/18：00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

 昼の部  7,000円 →  4,900円  10枚 
 夜の部  7,000円 →  3,900円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

				 				

…関西フィルハーモニー
弦楽アンサンブルと歌曲の調べ…

…10月10日（月･祝）　14：00開演
文化パルク城陽　ふれあいホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   2,000円 →  1,400円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
 出演： 関西フィルハーモニー弦楽アンサンブルメンバー、太島優希（メゾソ

プラノ）、中島康博（テノール） 

●締切日／ 8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

				 				

…花形演芸フェスティバル…in…京都…

…10月9日㈰　古典落語会12：00/新作落語会15：30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  3,000円（前売り） →  2,400円  各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／ 8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

				 				

…春風亭一之輔独演会…

…10月15日㈯　14：00開演
文化パルク城陽　ふれあいホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 全席指定  3,500円（前売り） →  2,800円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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

	©KITCHEN	MINORU	 				

★★申込方法は、６ページをご覧ください。

…劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」…
…10月22日㈯　16：00開演

ひこね市文化プラザ　グランドホール…………
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 大人S席  5,000円 →  4,000円  10枚 
 大人A席  3,000円 →  2,400円  10枚 

 中学生以下S席  3,000円 →  2,400円  10枚 
 中学生以下A席  2,000円 →  1,400円  10枚 
	※	全席指定
※	3歳以上有料
※	2歳以下の着席観覧は有料	

●締切日／ 8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

	撮影：阿部章仁	 				

…島津亜矢
歌怪獣襲来ツアー2022～2023……

…10月31日㈪　14：00/18：00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

 S　席   7,000円 →  6,000円  各10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 8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
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★★申込方法は、６ページをご覧ください。

…楳図かずお大美術展…
◆会期／9月17日㈯～11月20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10：00～18：00
※入館は閉館30分前まで	　＊休館日／	9/26	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   1,700円 →  1,100円  50枚 
 高大生  1,300円 →  800円  30枚 
 小中生  500円 →  200円  30枚 

	※	障がい者手帳をお持ちの方は、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名様まで当日料金の半額	 	 公式サイト　https：//umezz-art.jp/ 

●このチケットの販売は11月18日㈮までです。

窓口

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

労福協活動２つの柱
◆勤労者自主福祉の協同事業を拡げています。
　 　労働組合が主体となって創設し、共に育ててきた労働福
祉事業団体（労働金庫・こくみん共済 coop・滋賀県住宅
生協）に地域の市民運動から生まれた滋賀県生活協同組
合連合会も加わり、働く人々やその家族の暮らしの安心と
幸せづくりを目指しています。

◆ 暮らしの仕組みをよりよいものに変えていくために活動し
ます。
　・働く人のくらしを守る運動を行っています。
　 　市民のくらしにかかわる諸問題（法律・税金・相続・年
金・雇用・消費生活など）の相談を適切な相談機関等を案
内する相談料無料の「くらしなんでも相談」を開設してい
ます。
　・地域福祉活動を推進しています。
　 　「福祉はひとつ」をモットーに、地域の福祉を支えるため

の活動を展開しています。
　・自然環境を守る活動に取り組んでいます。
　 　毎年秋に県下９地区で「びわ湖クリーンキャンペーン」
を実施し清掃活動に取り組んでいます。
　 　また、チャリティゴルフコンペでは集まったチャリティ金
を社会福祉事業等に寄付しています。
　・文化・芸術の振興に取り組んでいます。
　 　「滋賀県勤労者美術展」を毎年開催し、県内の勤労者や
そのご家族の方々の作品（書道・写真・絵画・工芸手芸）
の展覧、表彰を行っています。
　・より豊かな生活を目指します。
　 　滋賀県内や近隣府県の業者やお店と各種割引や優待の
提携契約を結び、働く人々の生活のサポートをしています。

滋賀県労福協ＱＲコード

中央労福協
マスコットキャラクター
（きょうちゃん）

～すべての働く人の幸せと豊かさをめざして～ 〒520-0806 大津市打出浜２番１号 コラボしが21
TEL.077-524-6290　FAX.077-523-4070

一般社団法人 滋賀県労働者福祉協議会
（滋賀県労福協）
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◆ 令和４年度　役員・評議員・事業推進員等のご紹介 ◆

　令和４年度の役員等の皆様は次のとおりです。
　互助会の福利厚生事業推進のため、どうぞ宜しくお願い申しあげます。

〈名誉会長・顧問・参与〉	 	
職 名 氏　　名 事�業�所�名

名誉会長 佐藤　健司 大津市長

顧　問
辻川　幹男 ㈱つじ川
後藤　又久 ㈱マﾙゴ
永味　義國 あかね工芸社

参　与

横井　浩二 滋賀県勤労者住宅生活協同組合	常務理事
白川　尚正 こくみん共済coop滋賀推進本部	事務局長
合田　正志 近畿労働金庫	大津支店長
救仁郷節夫 大津地区労働者福祉協議会	会長

〈理事〉
　2021年６月24日～2023年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

理事長 和田　一夫 ㈲三共自動車

副理事長
星田　知信 都建設㈱
坂口　昌弘 坂口テﾚビサ ビーｽ㈱
小寺　昌一 ㈱小寺製作所

理			事

大西　壽子 三協電気工業㈱
井上　英男 大津北商工会
野田　厚志 瀬田商工会
西村　一男 ㈲西村商店
二柳　裕蔵 みのり苑㈱
山田　　崇 大津商工会議所
和田　光平 ダイワ看板㈱

専務理事 若園　龍二 互助会事務局長

〈監事〉
　2021年６月24日～2023年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

監　事
久保　惠史
横井　昭次 税理士法人	横井会計
遠藤美菜子（新任）大津市会計管理者

〈評議員〉
　2021年６月24日～2025年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

評議員

奥村　利樹 奥村管工㈱
草野　吉方 ㈱ケイテック
後藤　直基 ㈱マﾙゴ
坂上　早苗 ㈱ＳＩＮ
城　　　務 滋賀硝子㈱
竹之内米貴 ㈱タケノウチ
平田　一郎 平田建築設計事務所
福島　行宏 ㈱滋賀給食
古田　　誠（新任）㈱FMおおつ
前原　敏文 ㈱月の輪自動車教習所

※	新任の古田評議員の任期は2026年定時評議員会終結
の時まで

〈事業推進員〉
　2022年６月23日～2024年定時評議員会終結の時まで
職 名 氏　　名 事�業�所�名

事　業
推進員

西村　一男 ㈲西村商店
西岡　功一 ㈱ニシオカ
山本　貴由 グロ ビーック㈱
渡辺新太郎 滋賀県消火栓標識㈱
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　令和４年度第１回理事会（6/3開催）及び定時評議員会（6/23開催）において、「令和３年度事業報告及び
収支決算報告」について承認を得ましたのでご報告します。　 

●一般会計収支決算報告
〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収入額

基本財産利息収入 5,974

会費収入 39,742,800

入会金収入 182,000

事業収入 3,510,108

補助金等収入 15,110,300

雑収入 2,784,606

共済金掛金収入 2,249,000

前期繰越金 3,812,411

収入合計 67,397,199

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

給付事業費 14,815,744

福利厚生事業費 11,512,729

人件費 22,622,319

一般管理運営費 6,320,215

特定預金支出 8,003,806

次期繰越金 4,122,386

支出合計 67,397,199

◆令和３年度　一般会計・施設管理事業特別会計事業報告及び収支決算報告◆

●施設管理事業特別会計事業報告
項　目 内　　　　訳 件　数 人　数

施設利用
状　況

大津市勤労福祉センター 5,448件
85,950人

大津市勤労者体育センター 4,233件

自主
事業

布と厚紙で作るカﾙトナ ジーュ教室

9件 145人
唐橋焼　陶芸教室
楽しくちくちく羊毛フェﾙト教室
お正月寄せ植え教室	 他

センター
講座

ピラティｽ＆ヨガ教室

58件 861人
お手軽ｽケッチ教室ⅠⅡ
歴史講座
がんばらないヨガ教室
ｽマ トーフォン＆タブﾚット使い方基本講座	 他

ﾎｰﾑ
講座 心とからだのﾒンテナンｽヨガ教室 3件 23人

〈収入の部〉	 （単位：円）
科　　目 収入額

事業収入 3,376,002 
施設管理委託金 23,448,452 
利用料収入 12,428,560 
雑収入 168,951 
前期繰越金 4,396,158 

収入合計 43,818,123 

〈支出の部〉	 （単位：円）
科　　目 支出額

自主事業費 100,000 
センター 事業費 2,713,000 
施設管理事業費 34,497,302 
次期繰越金 6,507,821 

支出合計 43,818,123 

●施設管理事業特別会計収支決算報告

●会員数・事業所数報告
事業所数 会員数

4	月 987件 5,494人
5	月 984件 5,553人
6	月 980件 5,541人
7	月 978件 5,531人
8	月 972件 5,528人
9	月 972件 5,519人
10月 971件 5,510人
11月 971件 5,519人
12月 973件 5,528人
1	月 967件 5,509人
2	月 967件 5,510人
3	月 965件 5,496人

●一般会計事業報告
項目 内　　　　訳 合　計

共
済
給
付

祝　金 380件

654件
見舞金 62件

死亡弔慰金 101件

退会餞別金 111件

文
化
事
業

講座等受講助成 25名

406名展覧会・美術展等 104名

コンサ トー・演劇等 277名

体
育
事
業

自
主
事
業

ソフトボｰﾙ・ボウリング 中止

21名ゴﾙフコンペ 19名
斡旋
事業 甲子園年間予約席等 2名

厚
生
事
業

自
主
事
業

互助会夏まつり 中止
18名

ケ キー教室 18名

助
成
事
業

宿泊施設、日帰りツｱｰ利用助成 1,028名

2,430名
ユニバｰサﾙ・ｽタジオ・ジャパン 177名

がん検診・人間ドック受診助成・
インフﾙエンザ予防接種 1,201名

キャッシュバック企画 24名

斡
旋
事
業

映画優待券・前売券 945名

2,237名

遊園地・ﾚジャー 施設等 563名

ｽポ ツー施設（プｰﾙ・ｱイｽｱリー
ナ） 104名

果樹園等（県内果樹園・りんご＆
ジュー ｽ） 210名

イベント利用（映画） 3名

グﾙﾒカー ド・こども商品券・得得等 412名


