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　この度、大津市勤労者互助会は2023年４月１日㈯より下記住所へ移転するとともに
営業時間を変更することになりましたので、ご案内申し上げます。

＊ 移転作業に伴い3/30及び3/31は休業日
とさせていただきます。令和５年度業務は
4/3からとなります。

＊ 逓送は、4/1到着分より『平野支所気付　
（一財）大津市勤労者互助会宛』で発送し
てください。

＊ お車でのご来会は、JR膳所駅前大津市公
共駐車場をご利用ください。（30分無料）

〒520︲0802 大津市馬場二丁目11番17号
 ルーツ膳所駅前ビル305号室

新 住 所

平日・第３土曜日 9：00～17：30
水曜日のみ 10：30～19：00

営業時間

077︲522︲6499電話番号

※電話番号、FAX番号は変更ございません。

077︲523︲3494FAX番号

一般財団法人 大津市勤労者互助会

事務所移転・営業時間変更のお知らせ
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互助会だより２月号

互助会だより
令和5年2月6日 発行

２ 月 号
令和5年1月1日	 現在
事業所数	 942　
会 員 数	  5,348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
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◎湖
こ
都
と
²おおつにご登録いただいた会員様へ

　昨年１月にスタートした『湖
こ

都
と

²おおつ』にご登録いただきありがとうございました。おかげさまで
約600名の会員様にご登録いただきました。互助会だより９月号から12月号でご案内しておりました

「ご登録キャンペーン」に当選された方には、各事業所に商品を発送させていただきますのでご確
認ください。

◎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！！ 申請書は、瀬田商工会や大津北商工会堅田支所でも受け付けておりますが、お急ぎの方や
申請期限間近の場合は、互助会事務局へお持ちいただくか郵送ください。
　◆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、インフルエンザ予防接種、がん検診、人間ドック受診、宿泊・

日帰りツアー、講座受講をされますと助成金の交付を受けることができます。（年度内回数制限
あり）

　　　申請期限……2023年４月５日㈬　互助会事務局必着
　◆ 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。就学祝金の請求の際には、入学通知書の写しが必要となります。
　　　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ケ月以内）
　※ 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。

　※ 振込日は、助成金が毎月末日（月１回）、給付金が毎月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。

◎３月退会と４月入会の手続き締切日について
　３月末退会、４月入会につきましては、所定の書類を３月27日㈪までにご提出ください。

◎『給付金対象者のお知らせ』の廃止について
　年度中に小学校にご入学されるお子様の登録のある方、60歳70歳のお誕生日を迎えられる方に、
給付金対象者のお知らせを４月の互助会だよりに同封しておりましたが、会員様からのお声や昨今の
物価高による経費削減の観点から、次年度より廃止することとなりました。何卒ご理解賜りますよう
お願いいたします。

◎ナガシマスパーランド及び湯あみの島補助券について
　現在配布中の指定厚生施設補助券の有効期限は2/28㈫までです。3/1㈬以降の指定厚生施設補
助券は２月末頃納品予定です。
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◆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。

◆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3/3㈮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・ちゃんぽん亭総本家・ココス・吉野家・和食さと・ビッグボーイ・
ロイヤルホスト・ザ めしや・ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー…など

『ジェフグルメカード』特別あっ旋 !!電話
抽選

◆取扱枚数／２０セット限定（１会員１セット限り）
◆申込締切／2/27㈪　19時まで　※お渡しは3/7㈫以降になります。

　4/1㈯宿泊分より、湯快リゾートの優待内容及び利用方法に除外日が追加されましたのでご案内い
たします。ご利用の際は、必ず会員カードをお持ちください。

会員を含む中学生以上の
同行者全員

ご利用対象者

お一人（中学生以上）500円割引

湯快リゾート公式ホームページ
https：//yukai-r.jp/

湯快リゾート全施設

土曜日、4/28～5/5、7/16、8/6～18、9/17、10/8、11/3、
12/29～1/3、1/7、2/11

優 待 内 容

対 象 館

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

予 約 方 法

チェックイン時に会員証を
フロントへ提示

利 用 方 法

2023年４月１日宿泊分より適 用 日

● 旅行サイトなどからの予約
●割引プランの利用
● 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

適 用 不 可

除 外 日

2023年度「 」 ご利用について



–4–

互助会だより２月号

 歌の広場 

 3月18日㈯　14：30開演
さざなみホール 

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	
 あなたのリクエスト曲を演奏します。
ヴォーカル＆ギター 宮原春彦
ヴォーカル＆キーボード 佐々木ゆか
宮原春彦オリジナル CD　当日プレゼント！（先着100名様）

●締切日／ 2月27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

				 				

 上野通明チェロ・リサイタル
ピアノ：北村朋幹 

 6月30日㈮　19：00開演
京都コンサートホール　アンサンブルホールムラタ    

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  5,000円 →  4,000円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 2月27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

				
	左©Anne	Laure-Lechat

右©TAKA	MAYUMI	

 第₁₂回ルシオール アート キッズフェスティバル
0歳からのコンサート 

 5月21日㈰　11：00開演
守山市民ホール　小ホール    

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 全席指定  500円 →  400円  10枚 
	※	3歳以上有料
※	3歳未満は保護者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）

※	要マｽク着用・検温等感染症対策	
    〔出演〕 大谷圭介. （バリトン）
 吉岡奏絵 （クラリネット）
 道橋倫子 （ヴァイオリン）
 小塩真愛 （ピアノ）

●締切日／ 2月27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

				 				

 第₁₂回ルシオール アート キッズフェスティバル
オーケストラコンサート 

 5月21日㈰　15：30開演
守山市民ホール　大ホール    

区 分 あっ旋料金 予定枚数
一　般  2,000円 →  1,400円  10枚 
 U25   1,000円 →  700円  10枚 

 高校･U18   500円 →  400円  10枚 
	※	全席指定
※	3歳以上有料
※	3歳未満入場不可
※	要マｽク着用・検温等感染症対策	
    

●締切日／ 2月27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

©Masaharu	Eguchi 				

 三遊亭わん丈講演会
～三遊亭わん丈さんが語る

「家族との向き合い方」と楽しい寄席～ 
 3月21日（火･祝）　13：30開演

大津市民会館　大ホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   1,300円 →  900円  10枚 
 高校生以下  500円 →  400円  10枚 
	※	未就学児入場不可　	
    

●締切日／ 2月27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。

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／2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。

①お誕生日プレゼント（金券2,000円分）…… 20名
※２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組
③びわ湖バレイ Winter Season リフト1日

引換券(ロープウェイ往復含む) ………… ペア1組
※有効期限：2023.3.21
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 特別展「知の大冒険
─東洋文庫 名品の煌めき─」 

◆会期／2月21日㈫～4月9日㈰
◆場所／  京都文化博物館 

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

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

	※障がい者手帳などを提示の方と付添1名までは無料
※学生料金で入場の際は要学生証提示	
    

●このチケットの販売は2月20日㈪までです 				

窓口

 特別展「毒 」

◆会期／3月18日㈯～5月28日㈰
◆場所／  大阪市立自然史博物館　ネイチャーホール 

＊開館時間／	9：30～17：00　入場は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日　※ただし、3/27、4/3、5/1は除く	

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  700円 →  400円  30枚 

※	上記特別展料金で、大阪市立自然史博物館常設展も入場可
（当日限り）
※障がい者手帳などを提示の方と付添１名まで無料
    ●このチケットの販売は3月17日㈮までです 				

窓口

 神田伯山独演会 

 6月10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  3,800円（前売り） →  3,000円  10枚 
	※	未就学児入場不可
※	お一人2枚まで	
    

●締切日／ 2月27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管弦楽団
第₁₃回城陽定期演奏会 

 8月20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
 一　般   4,000円 →  3,200円  10枚 

 学生（25歳
以下）      2,000円 →  1,400円  10枚 

※全席指定
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 2月27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 				

特別展「 恐竜図鑑
─失われた世界の想像/創造 」

◆会期／  3月4日㈯～5月14日㈰ 
◆場所／  兵庫県立美術館 

＊開館時間／	10：00～18：00
※入場は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日	

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 一　般   2,000円 →  1,300円  50枚 
 大学生  1,500円 →  900円  30枚 

※70歳以上に障がい者割引料金あり
※一般以外の料金でご利用される方は証明書を当日ご提示ください
※障がい者手帳などをお持ちの方１名につき介助者１名無料
    

●このチケットの販売は3月3日㈮までです 				

窓口

 幕末土佐の天才絵師 絵金 

◆会期／4月22日㈯～6月18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／4/24、5/8、5/22
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   1,600円 →  1,000円  50枚 
 高大生  1,200円 →  700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
入された本人と付添の方1名まで当日料金の半額	

※期間中展示替えあり

●このチケットの販売は4月21日㈮までです

窓口

★★申込方法は、６ページをご覧ください。
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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、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

会員事業所の紹介

全国から厳選し、取り寄せた果実のおいしさ！ お届けします。

　丸二果実店は、大正元年に創業！ 今年111年になります。
　長きにわたり地域の方を中心にたくさんの方に親しまれ、愛される果実専門店として今なお多く
のお客様にご来店いただいております。
　場所は、大津の中心部、丸屋町、菱屋町、長等の商店街からなる通称「ナカマチ商店街」
の菱屋町商店街にあります。
　店頭・店内には、旬のフルーツを所狭しと並べ、また、添加物や砂糖不使用の「果物屋が
本気で作ったドライフルーツ」は、フルーツ本来の味を楽しめ、おすすめです!!

〒520-0046 大津市長等二丁目10番7号
TEL・FAX：077-526-0444

有限会社 丸二果実店

有限会社 丸二果実店

［季節のフルーツパフェ］

［果物屋が本気で作ったフルーツサンド］

店内にはカフェもありま～す♪

店内のカフェには、フルーツサンドやパフェなど
他にも豊富なメニューを取り揃えています。

ぜひ一度、お越しください。
カフェや果物の販売を通して皆さんとの
繋がりと笑顔が増えますように!!
ご来店、お待ちしています。


