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第６回 滋賀県勤労者互助会連合会共同事業

電話

『旧東海道沿い 手原から六地蔵散策』のご案内

滋賀県勤労者互助会連合会では、 平成28年度より県下の10互助会・サービスセンター合同で
ウォーキング事業を実施しています。今年度は、「旧東海道沿い 手原から六地蔵方面 旧和中散本
舗」を訪ねます。
当日は、 手原駅前に集合し、「肩かえの松」 や 「東海道一里塚」 等を見ながら旧東海道を六地
蔵方面へ散策し、「旧和中散本舗」として国の史跡に指定されている大角家の邸宅や国の名勝に

肩かえの松

指定されている庭園を見学していただきます。距離にして片道2㎞、 時間にして40分の行程となり
ます。なお、 旧和中散本舗では、 観光ガイドによる１時間程度の説明があります。
連合会からの補助もあり、 大変お得にご参加いただけます。
多くの会員の皆様・ご家族のお申し込みを心からお待ちしています。

大角氏庭園

魚新楼･昼食イﾒｰジ

旧和中散本舗

■行

程

■日

時

11月20日㈰

■集

合

ＪＲ手原駅前 9：30集合
※自家用車の場合：栗東市商工会館 駐車場（無料）を利用いただけます。

■昼

食

魚新楼 「かご盛りコーヒー付き」
〒520︲3016 滋賀県栗東市小野789

集合【9：30 JR手原駅前】→【9：45 手原駅前広場】出発 →【旧東海道沿い】稲荷神社・旧家 ～
肩かえの松 ～ 東海道一里塚 ～ 旧和中散本舗【10：30着】１時間程度ガイド案内 →【12：00
魚新楼・昼食】→ 適宜解散
9：30～13：00（予定）

TEL.077︲552︲0026

■参加資格

会員と同居家族（小学生以上）

■参 加 費

会
員 2,000円
同居家族 3,000円

■定

連合会全体で50名（定員超過の場合は抽選）

員

■申込方法

小雨決行（雨具等天候により各自準備ください）

※昼食代、ガイド料、 入館料、 保険料を含みます。
※11月15日㈫以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。

■申込締切

締切日までに互助会事務局へ電話（522︲6499）でお申込みください。
締切後、ご参加いただける方にのみ詳細等ご連絡させていただきます。
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９月30日㈮

17：00
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※カレンダーの網掛けの日付

が対象日です。

※契約団体番号・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。
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なばなの里施設補助券のご案内

窓口
利用期間

サマーイルミネーション

一般料金

会員価格

1,600円

1,300円

花まつり（秋）

1,600円

1,300円

イルミネーション

2,500円

2,200円

（9/1〜9/19）

（9/20〜10/21）

（10/22〜Ｒ5.2/28）

※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２枚が
ついています
※会員と登録同居家族に限り期間内１回利用可能
※補助券1枚につきお一人様有効
※小学生以上は一般料金（未就学児無料）
※12/23～25は補助券有効期間から除外
※営業時間・内容の変更及び入場規制等が行われる
場合がございます

【利用方法】互助会事務局のみのお取り扱いとなります。 会員証を
ご用意のうえお越しください。受け取りは瀬田商工会・
大津北商工会堅田支所でも可能ですが、お時間がかか
りますので事前にご連絡ください。
【お問い合わせ】なばなの里 ☎0594︲41︲0787

ミ

シ

ガ

ン

MICHIGANランチクルーズのご案内

電話

びわ湖観光のシンボル、『ミシガン』。身近な存在ではあるけれど乗船したことのない方が多いのでは？ 今回は、
ミシガンに互助会会員様専用のお部屋でランチブッフェが楽しめるプランをご用意しました！ 秋の思い出作りに、
ご家族や会社のお仲間でご参加ください!! 開催日の29日は、ミシガンがハロウィン仕様に飾り付けられます☆
■開催日時

10月29日㈯

■集合場所

大津港（大津市浜大津5︲1︲1）

■集合時間

10：30

■参 加 費

会

11：00大津港出港

※時間厳守

員

同居家族
こども
（２歳～小学生）
一般
一般こども
（２歳～小学生）

４︐000円
４︐５００円
２︐０００円
７︐０００円
４︐０００円

■募集人数

40名（最少催行人数20名）※先着順

■受付開始

9月12日㈪

■締 切 日

9月27日㈫

■スケジュール

AM8：40～

申込方法

締切日までに互助会事務局へ電話でお申し込み。 そ
の後、 事業共通申込書（利用ガイド13ページまたは、
ホームページからダウンロード）に必要事項をご記入
のうえ、互助会事務局にＦＡＸしてください。参加費は、
開催日当日受付でお支払いください。
電話：522︲6499
ＦＡＸ：523︲3494

10：30～10：50 乗船受付 === 11：00 大津港出港 === ランチバイキング ===
12：10 ミシガンパーサーによる音楽ライブショー（観覧自由） === 12：30 大津港着

※集合時間厳守でお願いいたします。
※10/21㈮を過ぎますと、キャンセﾙ料が発生いたします。
※ｱﾙコｰﾙ類の提供は行っておりますが、別途料金がかかります。
※新型コロナウイﾙｽ感染症・天候等により、急遽開催の取り
やめまたは停泊のまま開催する場合がございます。
※互助会ｽタッフは乗船いたしません。
※お車でお越しの方は浜大津ｱｰカｽ駐車場をご利用ください。
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電話

渓流魚釣り×バーベキュー2022

自分で釣った魚の味は格別！

美しい自然に囲まれて、鳥のさえずり、川のせせらぎを聞きながらゆっ
くり過ごしませんか？ 初心者でも気軽に楽しめる渓流釣りです。 大切な
家族や気の合う同僚と…日常を忘れて、釣りとバーベキューで楽しみま
しょう～。 釣った魚は屋根付きバーベキューハウスで焼いてもよし！ 持ち
帰ってもよし！ ※魚の種類はニジマス＆イワナです
◆開 催 日／

10月16日㈰

※小雨決行

◆受付・集合場所／朽木こがわ渓流センター
◆集
合／ 10：00
◆参加資格／ 会員・同居家族・一般
◆参 加 費／ 会
員
同居家族（中学生以上）
同居家族（ 小 学 生）
一般料金

……

荒天の場合は中止します

高島市朽木小川230

3︐000円
３︐５００円
２︐５００円
４︐５００円

〈内 容〉
⃝競技は行いません。
⃝つかみ取りはいたしません。
⃝釣竿の持込禁止。
⃝バーベキューの食材 （おにぎり
等含む） の持込禁止 （お子様の
お菓子やミルクは可）。
⃝釣った魚は持ち帰ることができ
ますので、クーラーボックス等や
雨天時の雨具・防寒類は各自ご
用意ください。
⃝お申し込みが少ない場合や新型
コロナウイルス感染症の状況次
第では、 開催を中止する場合が
あります。ご了承ください。

※参加費には釣り竿・エサ代が含まれています。
※小学生未満は無料ですが食事のご用意がありません。食事の持込は一切できませんの
で食事が必要なお子様は参加費2,500円が必要です。
◆募集人数／ 30名（最少催行人数 20名）※先着順

◆受付開始／９月12日㈪ AM8：40～
◆締切日／10月５日㈬
◆締切日までに互助会事務局へ電話
（522︲6499）でお申し込みください。所定の申込書（事務局から送信また
は、互助会ホームページからダウンロード）に必要事項をご記入のうえ、事務局へFAX
（523︲3494）でお送り
ください。
参加費は、当日徴収させていただきます。

コ

ト

『湖都2おおつ』ご登録キャンペーン！
コ

ト

１月よりスタートした
『湖都2おおつ』のご登録はお済ですか？
2022年１月５日のスタートから12月末までにご登録をいただいた会員様を対象に、抽選で200名様
に平和堂商品券500円をプレゼント！
当選者の発表は、登録事業所への発送をもって代えさせていただきます（2023年２月上旬頃）。
この機会にぜひご登録ください。
登録方法

①パソコン・スマートフォンからログインしてください
https://www.club-oﬀ.com/otsu/
ロ グ イ ン I D：会員番号９桁（事業所番号‑個人番号）
例…012340001
初期パスワード：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

利用方法

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。

利用対象

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。

「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）
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『キャッシュバック 第２弾』のご案内
コロナ応援特別企画として、互助会加入の下記対象店舗で5,000円以上の飲食・お買い物をされた方に、
お支払額の一部をキャッシュバックする企画の第２弾です。
事業実施要領
●キャッシュバック金額：

飲食・お買い物費用（税込）

キャッシュバック金額

合計金額が5,000円以上10,000円未満

1,000円

合計金額が10,000円以上

2,000円

●利用対象期間：９月５日㈪～令和５年２月28日㈫

●利 用 対 象 者：会員および同居家族
●申 請 締 切 日：令和５年３月20日㈪
キャッシュバック対象店舗
店

名

ジャンル

住

所

電話番号

嬉酔 くわ乃

和食・割烹・小料理

本堅田１丁目15︲13山田ビル1F

ゆうあん

お惣菜・お弁当・お食事

馬場１丁目7︲16

㈱三田三

おせち料理等１万円以上出張料理

比叡平１丁目12︲6

077︲529︲0711

きまま亭しま

和洋食・沖縄料理

南小松1593︲6

077︲596︲1517

味ごよみ 柳生

和食定食・居酒屋

中央１丁目6︲29

077︲525︲9635

ひなはる 宮崎料理とうまい酒

居酒屋

真野２丁目27︲3

077︲535︲5691

カフェレストラン アドリア

カフェ・和洋食

唐橋町22︲11

077︲537︲3355

㈲浜亭

お食事処・お好み焼き・居酒屋

大萱７丁目8︲20

077︲545︲6338

ダイニング＆カフェ リップル

洋食・お弁当デリバリー

向陽町7︲1

077︲548︲7345

㈲丸二果実店

喫茶・果物

長等２丁目10︲7

077︲526︲0444

㈱寺新鶏肉店（寺田屋）

鳥料理等・鶏肉販売

神領３丁目5︲14

077︲545︲2431

ワクラバハウス
カレーセンターマエダ

黄カレー・赤カレー・ダークキイマカ
馬場１丁目114︲4
レー・カフェ

077︲535︲9103

㈱ルメルシエ

ケーキ

衣川１丁目40︲81

077︲574︲1890

御菓子司

和菓子

本堅田２丁目11︲31

077︲572︲0061

浪乃音酒造㈱

酒類

本堅田１丁目7︲16

077︲573︲0002

自然農園

無農薬野菜・お茶・米

石山寺１丁目3︲20

077︲533︲0080

和菓子

京町１丁目2︲18

077︲523︲2662

㈲鶴里堂

You an

金時堂
川のいえ

077︲571︲6677
080︲2514︲4350

●キャッシュバック申請方法：キャッシュバック企画専用申請用紙（互助会ホームページからダウンロードまたは、事務局
からFAXします）に、 飲食・お買物をされた店舗名入りのレシートまたは領収書(コピー可)
を添えて、 互助会事務局へ締切日までにご提出ください。
※複数回ご利用の場合、レシートまたは領収書があれば合算金額で受付けます。
※キャッシュバック企画の申請は、 1会員につき期間内1回、 上限2,000円とします。

引き続き、 企画にご賛同いただける事業所様を募集いたします。お気軽に互助会事務局（☎522︲6499）ま
でお問い合わせください。
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得 得 プレゼント

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
※９月にお誕生日を迎える会員様対象

②『 都ホテル 京都八条』
・
『びわ湖大津プリンスホテル』
・
『琵琶湖ホテル』共通
レストラン1,000円割引券２枚組… …………………………………………… 10名
※一部対象外レストランあり

●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／9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。

☆大津市勤労福祉

講座

受講希望者様

願

☆

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
◆通常より募集定員を減らして開催させていただきます。
◆マスクの着用及び手指消毒の徹底をお願いいたします。
※但し、運動中のマスク着用については、酸欠や熱中症等のリスクもあるため、緊急時については受講者様の
判断によるものとしますが、基本は講師の指示に従ってください。
◆受講当日は、ご自宅で必ず体温測定をお願いいたします。
◆発熱や咳・のどの痛みなど風邪の症状のある方、体調のすぐれない方はご遠慮ください。
◆3Ｆ更衣室の使用はできませんので、ご了承ください。
◆ヨガマットの貸出を中止しております。各自でご準備いただきますようお願いいたします。
◆状況により、急遽休講する場合もありますので、ご了承ください。
◆センター休館以外の受講料・教材費の返金はできません。
◆随時講師の指示に従ってください。
講座の開催に関しましては、受講者様のご理解とご協力がなければ新型コロナウイルス感染予防対策は行えない状況に
あります。おひとりお一人のご理解とご協力を何卒お願い申し上げます。

大津市勤労福祉センター自主事業

※会員以外の方でもご参加いただけます。

布と厚紙で作る カルトナージュ教室～刺繡生地で作る

救急箱～

布と厚紙で身のまわりの小物を作ろう♪ まずは１DAYレッスンから始めましょう！ 生地は、２種類（A．
ベストオブモリスのデイジー B．
シンプルなブラックベージュ）から選んでいただき、救急箱を作成して
いきます！作り方を覚えてちょっとしたプレゼントにも最適♡ 救急箱の他にも用途はイロイロ！
◆サイズ：横約20cm×奥行き約12.5㎝×高さ約13cm（8㎝） ◆刺繍生地は事前にA・Bのどちらかを選んでい
ただきます。
（見本あり）※Aは、柄の出方に多少の違いがあります。ご了承ください。

◆開催日時／	10/27
◆開催場所／ ５Ｆ

◆講

師／沢村

木曜日

10：00～12：00

全１回

◆受 講 料／1,000円
（教材費：1,500円）
員／20名

大ホール

◆定

泉 先生

◆申込期間／9/16㈮AM8：40～10/20㈭

◆持 ち 物／布用はさみ・ウェットティッシュ・チャコペン（あれば）
・作品を持ち帰る袋
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※マスク着用

※先着順
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会員以外の方でも 誰でもご参加いただけます。

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 ～
◆申込期間／ ①～⑥９月８日㈭

午前8時40分～9月30日㈮まで
⑦～⑩９月９日㈮ 午前8時40分～9月30日㈮まで

◆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P８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

健康寿命を延ばそう！

①

体軸トレーニング教室

開催期間

10/4・18・11/1・15・29・12/13・
火
1/10・24・2/7・21

③

10/11・25・11/8・22・12/6・20・
1/17・31・2/14・28

（軽スポーツ室）
（和室）

5,000円

火

10回 15名

5,000円

10回 10名

5,000円

19：00～20：00

内

人の持つ筋肉をしなやかにし、
その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

容

ります！

すっきりリセットヨガ教室

10/5・19・11/2・16・30・12/7・21・
水
1/11・25・2/8

19：00～20：00 10回 15名

5,000円

内

深い呼吸と心地良いポーズで、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ーをアップ

容

しましょう
！

⑤

がんばらないヨガ教室

⑥

ちょっとがんばるヨガ教室

10/6・20・11/10・24・12/8・22・
木
1/5・19・2/2・16

10：00～11：00 10回 15名

5,000円

11：30～12：30 10回 15名

5,000円

内

呼吸に意識を集中させ、
ここちよく流れる時の中で、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
！
！ 少しレベル

容

UPされたい方には、
「ちょっとがんばるヨガ」
をおススメします！

中学英語でリスニング！

10/6・20・11/10・24・12/8・22・
木
1/5・19・2/2・16

19：00～21：00 10回 20名

7,000円
（500円）

内

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

容

法を学びながら、
日常会話を楽しく覚えましょう♪

ハタヨガ教室

10/7・21・11/4・18・12/2・16・1/6・
金
20・2/3・17

9：30～10：30 10回 10名

5,000円

内

深い呼吸とポーズ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

容

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！
レベルアップ！

ベーシックヨガ教室

10/7・21・11/4・18・12/2・16・1/6・
金
20・2/3・17

11：00～12：00 10回 10名

8,000円

内

レベルアップしたい方におススメ♪「ザ・ヨガ」のクラスです。ハタヨガの基本ポーズ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

容

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！

セラピーヨガ教室
⑩

10：00～11：00 10回 15名

受講料（教材費）

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、
トイレ行く前、お風呂に入りながら、寝

ピラティス＆ヨガ教室

⑨

定員

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。

10/4・18・11/1・15・29・12/13・
1/10・24・2/7・21

⑧

回数

容

ピラティス＆ヨガ教室

⑦

時間

内

②

④

曜日

～time of healing～

10/7・21・11/4・18・12/2・16・1/6・
金
20・2/3・17

19：00～20：00 10回 15名

5,000円

内

心とカラダをリフレッシュ♪ ストレス社会で疲れた体を、
セラピーヨ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
！

容

一緒に癒しのひと時を過ごしてみませんか。。。
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互 助 会 だより ９ 月号
※会員以外の方でもご参加いただけます。

大津市勤労福祉センター講座

お手軽スケッチ教室Ⅰ（午前）・Ⅱ（午後）
「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／	10/5、19、11/2、16、30、12/14、1/11、25、2/8、22
Ⅰ）10：00～12：00

Ⅱ）13：30～15：30

各全10回

水曜日

◆開催場所／ ３Ｆ 集会室
◆講
師／児玉 紘一 先生
◆持 ち 物／描きたいもの
（野菜・果物・花など何でも）
・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
◆受 講 料／各8,000円 ◆定
員／各12名
◆申込期間／9/16㈮ＡＭ8：40～9/27㈫ ※定員を超えた場合は抽選

歴史講座 「白洲正子と巡る近江の聖徳太子」
近江は日本で一番多く聖徳太子に関する歴史文化遺産が伝えられている国です。そしてその多くが作家白洲正子の作品
に登場します。今回の講座では、白洲正子の作品を通して、近江の聖徳太子の魅力を紹介します。
◆開催日時／	10/19、26 水曜日 13：30～15：30（15：00〜質疑応答など） 全２回
▪10月19日「大津・甲賀の聖徳太子と白洲正子」
▪10月26日「湖東の聖徳太子と白洲正子」
◆開催場所／ ５Ｆ大ホール
◆講

師／NPO法人歴史資源開発機構 大沼

◆持 ち 物／筆記用具

芳幸 氏

※マスク着用

◆受 講 料／1,500円
◆定

員／45名

◆申込期間／9/16㈮ＡＭ8：40～10/14㈮

★令和４年度

※先着順

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

申込方法★

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、9月28日㈬AM10：00に事務局にて抽選後、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、
勤労福祉センター
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。
開館時間／月～土曜：午前９時～午後９時まで
※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
日 曜 日：午前９時～午後５時まで
ことがあります。
休 館 日／ 毎月第３日曜日、祝祭日
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。
※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。
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。
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互 助 会 だより ９ 月号
★★申込方法は、12ページをご覧ください。
電話

FA X

インターネット

…坂東玉三郎 お話と素踊り…

FA X

S 席
A 席
青少年（₂5歳
未満）

あっ旋料金

5,000円→ 4,000円
4,000円→ 3,200円
2,000円→ 1,400円

※全席指定
※6歳未満入場不可

インターネット

区分

S 席
A 席
B 席

10枚
10枚
10枚

あっ旋料金

6,500円→ 5,500円
5,500円→ 4,400円
4,000円→ 3,200円

※全席指定
※6歳未満入場不可

●締切日／9月26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

FA X

インターネット

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。

FA X

区分

区分

あっ旋料金

400円

※3歳以上有料
※3歳未満保護者1名につき1名膝上鑑賞無料
※要マｽク着用・検温等感染症対策

… 1月27日㈰ 15：00開演
1
守山市民ホール 大ホール……

大 人
高校生以下

10枚
10枚
10枚

あっ旋料金

1,800円→ 1,300円
800円→ 600円

※全席指定
※3歳以上有料
※3歳未満保護者1名につき1名膝上鑑賞無料
※要マｽク着用・検温等感染症対策

予定枚数

10枚
10枚

●締切日／9月26日㈪

野村萬斎

※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

FA X

インターネット

… 1月27日㈰ 12：30開演
1
守山市民ホール 小ホール……
500円→

0歳からのコンサート…

インターネット

予定枚数

野村万作

…ルシオール…AKF…秋色

電話

ル
… シオール…AKF…秋色
新谷キヨシ…ユニット『音の遊園地Ⅷ』…

全席自由

11,000円→ 9,500円 各10枚
9,000円→ 7,700円 各10枚
7,000円→ 6,000円 各10枚

●締切日／9月26日㈪

坂東玉三郎

… 2月4日㈰ 13：00/17：00開演
1
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール……
S 席
A 席
青少年（₂5歳
未満）

予定枚数

※全席指定
※6歳未満入場不可

…野村万作・野村萬斎狂言公演…

区分

あっ旋料金

ロッシーニの傑作オペラを粟國淳による演出、沼尻竜典の指揮で上演。ス
ペインのセビリアを舞台に、痛快な恋物語を躍動感あふれる音楽と演出で
描き出します。

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。

FA X

… 1月26日㈯・27日㈰ 14：00開演
1
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール……

予定枚数

●締切日／9月26日㈪

電話

オペラ『セビリアの理髪師』…

インターネット

… 1月20日㈰ 15：00開演
1
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール……
区分

…ロッシーニ作曲

電話

…ザ・チェンバーブラス
～Ｎ響金管奏者たち～…

… 2月11日㈰ 14：00開演
1
ひこね市文化プラザ エコーホール……

予定枚数

区分

一 般
高校生以下

10枚

あっ旋料金

1,500円→ 1,100円
1,000円→ 700円

※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／9月26日㈪

●締切日／9月26日㈪

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・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

10枚
10枚

互 助 会 だより ９ 月号
★★申込方法は、12ページをご覧ください。
電話

電話

…女の一生…

FA X

インターネット

FA X

あっ旋料金

13,000円→ 9,500円

一等席

※全席指定
※4歳以上チケット必須
※3名以上の申込は、席が前後など離
れる場合あり

… 和5年1月12日㈭ 13：30開演
令
ロームシアター京都 メインホール……
区分

各6枚

インターネット

きません。

電話

FA X

インターネット

… 0月26日㈬ 18：30開演
1
文化パルク城陽 プラムホール……
7,500円→ 5,900円

夜の部

区分

全席指定

10枚

電話

FA X

〈1/16振替公演〉…

インターネット

… 1月27日㈰ 14：00開演
1
文化パルク城陽 プラムホール……

区分

あっ旋料金

2,800円→ 2,000円
2,000円→ 1,400円

※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／9月26日㈪

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできません。

10枚

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はできま
せん。

…ニュウニュウ（牛牛）ピアノ・リサイタル2022

一 般
高校生以下

8,000円→ 6,800円

予定枚数

●締切日／9月26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

※3歳以下入場不可
※4歳以上12歳まで保護者同伴入場可

●締切日／9月26日㈪

FA X

ウ… ルフルズ…30th…Anniversary…TOUR…2022︲2023……

… 1月13日㈰ 18：00開演
1
文化パルク城陽 プラムホール……

予定枚数

※全席指定
※未就学児入場不可
※要感染症対策

電話

10枚
10枚

※締切日を過ぎますとキャンセﾙ・変更はで

吉幾三オン・ステージ2022……
あっ旋料金

予定枚数

●締切日／9月26日㈪

芸
… 能生活50周年記念

区分

6,000円→ 5,100円
5,500円→ 4,400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。

FA X

あっ旋料金

S 席
A 席

予定枚数

●締切日／9月26日㈪

電話

～人生にありがとう！～…

インターネット

… 0月29日㈯・11月4日㈮… 11：00開演
1
11月5日㈯・11月7日㈪… 16：00開演
南 座…
区分

フ
… ォレスタ新春コンサート…in…京都

… 来にはばたけ！
未
第11回城陽第九フェスティバル…

… 2月18日㈰ 14：00開演
1
文化パルク城陽 プラムホール……

予定枚数

区分

一 般
大学生以下

10枚
10枚

あっ旋料金

3,300円→ 2,600円
2,000円→ 1,400円

※全席指定
※未就学児入場不可

●締切日／9月26日㈪

©Paul Tsang

※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
10枚

©SHIN YAMAGISHI

互 助 会 だより ９ 月号
★★申込方法は、12ページをご覧ください。

…アンディ・ウォーホル・キョウト…

窓口

◆会期／ 9月17日㈯～令和5年2月12㈰

◆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の30分前まで
＊休館日／月曜日※ただし、
10/10は開館

※入場は閉館の30分前まで

＊休館日／月曜日
（祝日の場合は開館）
、12/28～1/2

区分

一般・平日
一般・土日祝
高大生
小中生

あっ旋料金

2,000円→ 1,300円
2,200円→ 1,400円
1,400円→ 800円
800円→ 400円

ニッポンのカワイイ文化60年史…

◆会期／ 10月7日㈮～12月11日㈰

◆場所／ …京都市京セラ美術館…
＊開館時間／10：00～18：00

…サンリオ展

窓口

予定枚数

区分

30枚
30枚
30枚
30枚

◆会期／ 10月1日㈯～11月27日㈰

◆会期／ 10月8日㈯～12月4日㈰

◆場所／ …京都文化博物館…

◆場所／ …京都国立博物館…

＊開館時間／10：00～18：00
（金曜日は19：30まで）
※入場は閉室の30分前まで
＊休館日／月曜日※ただし、10/10開館、翌10/11休館

あっ旋料金

900円
600円
200円

＊開館時間／9：00～17：30
（金･土曜日は20：00まで）
※入館は閉館の30分前まで
＊休館日／月曜日※ただし、
10/10は開館、
翌10/11休館

予定枚数

区分

一 般
大学生
高校生

50枚
30枚
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※学
生料金で入場の際には学生証提示※2階総合展示室と3階フイ
ﾙﾑシｱタｰも観覧可能
（催事により有料の場合あり）

あっ旋料金

1,800円→ 1,100円
1,200円→ 700円
700円→ 400円

予定枚数

50枚
30枚
30枚

※障がい者手帳等をご提示の方とその介護者1名は無料
（要証
明）
※高大生の方は学生証要提示※会期中展示替えあり

●このチケットの販売は9月30日㈮までです

●このチケットの販売は12月2日㈮までです

…泉屋博古館×南陽院(南禅寺塔頭)×木島櫻谷旧邸入館券
櫻谷三昧～ぐるっとアート連携チケット～
～宮脇賣扇庵本店クーポン付き～……

窓口

京都近代日本画の巨匠・木島櫻谷をめぐる秋の旅へ─
泉屋博古館にて開催の「木島櫻谷─山水夢中─」と、通
常非公開寺院である南陽院（南禅寺塔頭）にある櫻谷
筆の山水障壁画の特別公開、そして京都市指定文化財
木島櫻谷旧邸をお得に楽しむ共通チケットを限定販売。
区分

一

…特別展 京に生きる文化
茶の湯…

窓口

─資料から辿る足跡─…

1,500円→
1,000円→
500円→

50枚
30枚
30枚

●このチケットの販売は10月6日㈭までです

…新選組展2022

区分

予定枚数

※障がい者手帳などをご提示の方は本人および介護者1名様まで
は無料
（要証明） ※3歳以下無料 ※予約優先制

●このチケットの販売は9月16日㈮までです

一 般
高大生
小中生

1,800円→ 1,100円
1,200円→ 700円
800円→ 400円

一 般
高大生
4歳～小中生

※障がい者手帳等をお持ちの方（要証明）
と同伴される介護者1名は無料
※混雑時は事前予約された方優先※都合により企画内容変更の場合あり

窓口

あっ旋料金

般

あっ旋料金

2,200円→ 1,500円

予定枚数

※３館を通常料金で観覧すると2,600円

30枚

■特別展「木島櫻谷―山水夢中―」
会期／11月3日（木・祝）
～12月18日㈰
月曜休

10：00～17：00
（入館は16：30まで）

月曜休

時間予約推奨

■南陽院《木島櫻谷 山水障壁画》特別公開
会期／11月3日（木・祝）～11月13日㈰、11月23日（水・祝）～12月11日㈰
■京都市指定文化財 木島櫻谷旧邸特別公開（公益財団法人櫻谷文庫）
会期／11月3日（木・祝）
～12月4日㈰の土日祝のみ
10：00～16：00
（受付終了）

■扇子の老舗 宮脇賣扇庵
※お問い合わせ……京都新聞COM 事業推進局
天井画制作₁₂₀周年特別企画「木島櫻谷の扇展」
（入場無料）
TEL.075︲255︲9757（平日10：00～17：00）
会期／11月16日㈬～12月7日㈬
●このチケットの販売は12月2日㈮までです

10：00～18：00 クｰポン利用期間：11月16日㈬～12月18日㈰
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互 助 会 だより ９ 月号

会員事業所の紹介
公益財団法人

滋賀県産業支援プラザ

〒520︲0806 大津市打出浜２番１号 コラボしが21 ２階
TEL.077︲511︲1410㈹

がんばる企業を応援します！
中小企業の皆様の様々なニーズにお応えすべく、
多面的な支援に取り組んでいます。
【アクセス】
⃝京阪石場駅から徒歩３分
⃝JR膳所駅、
京阪膳所駅か
ら徒歩15分

⃝中小企業の経営基盤の強化
⃝オープンイノベーションによる新事業創
出の促進
⃝起業・創業および新たな事業活動の支援
⃝販路開拓およびマッチングの強化
⃝情報発信の充実および強化

詳しくはHPをご覧ください

★★★★★★★★★★★★★★★★★ 申 込 方 法 ★★★★★★★★★★★★★★★★★
〈コンサート・演劇など〉

電話

FAX

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。

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、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。

〈美術館・博物館・映画・入場券・乗船券など〉

窓口
■対

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。
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）
瀬田商工会、大津北商工会堅田支所

月～土

８：４０～１９：００

日･祝祭日休み

月～金

８：３０～１７：１５

土･日･祝祭日休み

※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。

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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