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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・3/31
は休業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。

＊ JR膳所駅より徒歩２分。ファミ
リーマートとなり。

＊ 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３月号

互助会だより
令和5年3月6日 発行

３ 月 号
令和5年２月1日	 現在
事業所数	 945　
会 員 数	  5,332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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◎理事の立候補を受け付け致します
　事務事業の執行機関である「理事会」を構成する理事の皆様の任期が、今年６月に満了を迎えま
すので、次のとおり立候補の受け付けを行います。
　◆受付期間　　2023年４月３日㈪～４月10日㈪
　◆立候補資格　入会期間が５年以上の会員
　◆受付場所　　互助会事務局（TEL：522︲6499）

◎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。また、お急ぎの場合や申請期限間近の場合は、申請書が期限までに互助会事務局へ確実
に届くようお手配ください。
　◆ 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

泊旅行、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㈬まで
　◆ 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。
　　　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……助成金：毎月末日（月１回）、給付金：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。

◎2023年度遊園地・レジャー施設等のあっ旋チケットの取り扱いについて
　◆ 2023年度分の遊園地・㆑ジャー施設のチケットは３月下旬から取り扱いを開始します。
　　※ナガシマスパーランドは既に開始しています。
　◆ 各種補助券等は、在庫枚数が限られているためご利用が確定してから会員証をお持ちのうえ取り

に来てください。また、利用率が低いと次年度の配給枚数に影響し、必要枚数が確保できない
場合もありますので、お手元に保管したまま未使用とならないよう、ご協力をお願いいたします。

◎事務担当の皆様へ
　年度末の事務手続きの関係で、４月からの入会または３月末での退会手続きについては、３月
27日㈪までにご提出ください。期日を過ぎますと、入会・退会の手続きは１个月遅れますのでご注意
ください。

◎互助会だより４月号は、４月７日㈮発行です。
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◆取扱枚数／20セット
　（１会員1セット限り）

　「うまい
4 4 4

、やすい
4 4 4

、はやい
4 4 4

」の𠮷野家のプリカをあっ旋します。𠮷野家店頭にてチャージが可能で、テイクアウト
やお会計時に利用することができ、チャージの度に金額の２％分のボーナ
スチャージが付与されるのも魅力です。有効期限はチャージした日、もしく
は支払いをした日より２年間！ ご応募お待ちしております。

券　種 斡旋料金
𠮷野家プリカ 3,000円　→　2,500円

◆申込方法／	締切日までに互助会事務局までお電話（522-6499）でお申し込みください。お申し込みが多数の場合は抽選となり、
4/11㈫までに当選の方のみお電話にてご連絡いたします。連絡がない場合は落選となりますのでご了承ください。

 ※一部取り扱いのない店舗がございます　※申込締切日を過ぎますとキャンセﾙはできません

『𠮷野家プリカ』あっ旋電話 抽選

◆申込締切／3/28㈫17時まで　※お渡しは4/18㈫以降になります。

要予約 海津大崎桜クルーズ2023《長浜港発 ⁄ 今津港発》
　岬を半周する４キロの湖畔道路に、約800本の桜並木が花のトンネル
をつくります。湖岸には珍しい岩礁が点在し、奥琵琶湖の景勝地として
知られる海津大崎の桜と、船の旅をお楽しみください。

運航期間／３月25日㈯～４月16日㈰

※ ご希望の出発港へお電話でご予約ください。
※ 会員証を必ずお持ちください。会員証提示で本人含む５名まで会員乗船料金でご利用いただけます。お忘れの場

合は一般乗船料金となります。
※ 桜の開花時期が運航時期と多少ずれる場合や、「あゆ」の漁期のため運航時間が変更になる場合があります。
※ 最低催行人数が一定条件に満たない場合、運休することがあります。また、多客時や貸切及び強風・悪天候により

運航スケジュール（ダイヤ）や出入港または着船出来ない場合があります。

会員乗船料金：大人3,500円→3,150円／小人1,800→1,620円
今津港 海津大崎港 今津港

１便 9：15発 9：45着（散策約30分）10：15発 11：00着
２便 11：20発 11：50着（散策約30分）12：20発 13：05着
３便 13：20発 周遊コース 14：40着
４便 14：50発 15：20着（散策約30分）15：50発 16：35着

今津港発着
コース

琵琶湖汽船㈱今津営業所　☎0740︲22︲1747（9：00～16：30）ご予約・お問合わせ

会員乗船料金：大人3,600円→3,240円／小人1,800円→1,620円
長浜港 海津大崎港 長浜港

１便 9：20発 10：30着（散策約30分）11：00発 11：50着
２便 12：15発 13：10着（散策約40分）13：50発 14：40着
３便 15：00発 16：00着（散策約40分）16：40発 17：30着

長浜港発着
コース

琵琶湖汽船㈱長浜営業課　☎0749-62-3390（9：00～16：30）ご予約・お問合わせ

◎ ２便（12：15発）
　 お弁当付きプラ

ンあります。
　大人6,500円
　小人4,900円

（割引適用外）
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2023年阪神甲子園球場年間予約席
《阪神タイガース公式戦観戦チケット》

はがき
抽選

※	交………交流戦

◆場　　所／阪神甲子園球場
１塁アイビーシート（24段104～107）

◆席　　数／各試合４席
◆申込方法／「往復はがき」に右記の要領でお申し込みください。

＊はがきは、会員一人につき１枚です。
＊申込席数は、１枚のはがきで２席分です。
＊電話、ＦＡＸでの受付はいたしません。
＊ご利用は会員と同居家族に限ります。
＊	互助会事務局（※4/3㈪～新住所）でチケット受取り可能な方限定です。
＊	お渡しは４/３㈪からになります。

◆締 切 日／３月２２日㈬　17：00必着
◆抽 選 日／３月２３日㈭

＊	当落の結果をはがきにてお知らせします。当選された方は、はが
きと代金をご用意のうえ試合日までに事務局までお越しください。

＊当選後のキャンセル・変更はできません。
　（雨天等の中止の場合を除く）

★空席がある場合は、４月４日㈫9：00からお電話にて先着順で受け付けます。
〔電話：５２２-６４９９〕
★ 急な変更やお知らせは、大津市勤労者互助会のホームページでご案内いたし
ます。

◆抽選日
＊	当落の結果をはがきにてお
知らせします。当選された
方は、はがきと代金をご用
意のうえお早めに事務局ま
でお越しください。

＊	当選後のキャンセﾙ・変更
はできません。（雨天等の
中止の場合を除く）

　4/1㈯より事務所が移転・
営業時間が変更となっており
ます。ご来会の際はご注意く
ださい。
【新住所】
〒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
※ 電話番号・FAX番号は変更
ございません。

【営業時間】
●平日･第３土曜日

9：00～17：30
●水曜日のみ

10：30～19：00

００２５ ６０８

往信

返信

　郵便往復はがき

大津市打出浜１－６
（大津市勤労福祉センター 内）

（一財）大津市勤労者互助会
宛

　郵便往復はがき

申込者の住所

氏名　様

（往信の裏面）

アイビーシート申込み
・会員番号
・事業所名
・会員名
・電話番号
・第１希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ
・第２希望日と
　　　　	対戦チｰﾑ

試合日
カ　ー　ド

試合
開始
時間月 日 曜日

４

7 金 ヤクﾙト 18：00

8 土 ヤクﾙト 14：00

9 日 ヤクﾙト 14：00

18 火 広島 18：00

19 水 広島 18：00

20 木 広島 18：00

25 火 巨人 18：00

26 水 巨人 18：00

27 木 巨人 18：00

５

2 火 中日 18：00

3 水･祝 中日 14：00

4 木･祝 中日 14：00

9 火 ヤクﾙト 18：00

10 水 ヤクﾙト 18：00

11 木 ヤクﾙト 18：00

12 金 横浜DeNA 18：00

13 土 横浜DeNA 14：00

14 日 横浜DeNA 14：00

19 金 広島 18：00

20 土 広島 14：00

21 日 広島 14：00

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。予めご了承ください。

試合日
カ　ー　ド

試合
開始
時間月 日 曜日

５

26 金 巨人 18：00

27 土 巨人 14：00

28 日 巨人 14：00

６

2 金 ロッテ交 18：00

3 土 ロッテ交 18：00

4 日 ロッテ交 14：00

13 火 オリックｽ交 18：00

14 水 オリックｽ交 18：00

15 木 オリックｽ交 18：00

16 金 ソフトバンク交 18：00

17 土 ソフトバンク交 14：00

18 日 ソフトバンク交 14：00

27 火 中日 18：00

28 水 中日 18：00

29 木 中日 18：00

７

7 金 ヤクﾙト 18：00

8 土 ヤクﾙト 18：00

9 日 ヤクﾙト 18：00

12 水 横浜DeNA 18：00

13 木 横浜DeNA 18：00

15 土 中日 18：00

試合日
カ　ー　ド

試合
開始
時間月 日 曜日

７

16 日 中日 18：00

17 月 中日 18：00

25 火 巨人 18：00

26 水 巨人 18：00

27 木 巨人 18：00

28 金 広島 18：00

29 土 広島 18：00

30 日 広島 18：00

８
29 火 横浜DeNA 18：00

30 水 横浜DeNA 18：00

９

8 金 広島 18：00

9 土 広島 14：00

10 日 広島 14：00

12 火 巨人 18：00

13 水 巨人 18：00

14 木 巨人 18：00

17 日 横浜DeNA 18：00

18 月 横浜DeNA 14：00

20 水 巨人 18：00

27 水 中日 18：00
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◎  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。
◎ 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。

入園券のあっ旋！！
　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
大人まで楽しめる遊園地！ 今回はひらかたパークのフリーパス引換券付入園
券のご案内です。【有効期間】2023年4月１日㈯～6月30日㈮

【購入方法】 互助会事務局のみのお取り扱いとなります。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。

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設

互助会窓口

取扱チケット（引換券） 券　　種 一般価格 あっ旋価格

フリーパス引換券付
入園券

おとな（中学生以上） 4,800円 4,100円
小学生 4,000円 3,400円

２歳~未就学児 2,800円 2,400円

なばなの里指定厚生施設補助券のご案内
利用期間 一般料金 あっ旋料金

3/1㈬～5/31㈬ 2,500円 2,200円
6/1㈭～8/31㈭ 1,600円 1,300円

【利用方法】
 互助会事務局のみの取扱いとなります。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。

事務局窓口

※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円が２枚

ついています。
※補助券１枚につきお一人有効です。
※小学生以上は一般料金です。（未就学児無料）
※期間内（～8/31）１回に限り利用可能。
※ 営業日等詳細についてはなばなの里へお問合せく

ださい。☎0594︲41︲0787

◆対象／会員と登録同居家族

延原武春・浅井咲乃
テレマン室内オーケストラ

Ａ．ヴィヴァルディ「四季」全曲
 5月14日㈰　14：00開演

栗東芸術文化会館さきら　中ホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

 一　般   2,500円 →  1,800円  10枚 
 高校生以下  1,500円 →  1,100円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	

●締切日／ 3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

				 				

 仮面ライダースーパーライブ₂₀₂₃
滋賀守山公演 

 6月24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
膝上鑑賞可（お席が必要な場合有
料）	

    

●締切日／ 3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

	©石森プロ･テﾚビ朝日･ADK	EM･東映	 				

★★申込方法は、10ページをご覧ください。
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 ラストラーダカンパニー
『らふぃゆれふぃゆ』 

 5月28日㈰　11：00/14：00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

 一　般   2,000円 →  1,400円  各10枚 
 青少年（₂₄歳

以下）  1,000円 →  700円  各10枚 
 親子ペア  2,500円 →  1,800円  各10枚 
	※	全席指定	
※親子ペｱは一般と青少年の組合せ販売
    

●締切日／ 3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

				 				

 歌舞伎鑑賞教室 

 5月₁₃日㈯･₁₈日㈭ 11：00開演
5月₁₄日㈰･₁₉日㈮･₂₀日㈯ 14：00開演

南　座 
区 分 あっ旋料金 予定枚数

全席指定  3,500円 →  2,800円  各10枚 
	※	全席指定（１・２・３階席対象）
※	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	

    

●締切日／ 3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

				 				

 HIMARI×吉田恭子
親子Duoコンサート 

 6月3日㈯　14：30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   4,500円 →  3,600円  10枚 

 高校生以下  2,000円 →  1,400円  10枚 
	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 3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

				 				

びわ湖の春 音楽祭₂₀₂₃ 米原公演
びわ湖ホール声楽アンサンブル
ぶんさんサンクスコンサート

 4月23日㈰　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

 一　般   2,000円 →  1,400円  10枚 
 青少年（₂₄歳

以下）  1,000円 →  700円  10枚 
	※	自由席
※6歳以上入場可	
    文化産業交流会館35周年の感謝の気持ちを込めておくるコンサート！

●締切日／ 3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

				 				

 ひこね市民大学特別講座 やましたひでこ講演会
「断捨離®で日々是ごきげんに生きる知恵」 

 4月29日（土･祝）　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   1,500円 →  1,100円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 3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

				 				

 京都フィルハーモニー室内合奏団
懐かしのオールディーズ特集 
 4月16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  2,500円（前売り） →  1,800円  10枚 
	※	未就学児入場不可　	
 指揮：井村誠貴　　管弦楽：京都フィルハーモニー室内合奏団
〈曲目〉 ミスター・ロンリー
 トップ・オブ・ザ・ワールド
 イエスタデイ
 ダンシング・クイーン
 天国への階段
 スカボロ・フェア　　ほか 

●締切日／ 3月24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、10ページをご覧ください。
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 純烈コンサート₂₀₂₃
なんてったってスーパー銭湯アイドル！ 
 4月27日㈭　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

 全席指定  7,000円 →  4,900円  10枚 
	※	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／ 3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

				 				

 河野文昭プロデュース 室内楽シリーズVol.8
カンマ―ムジーク＠アルティ 
 6月3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

 一　般   3,500円 →  2,800円  10枚 
 学　生   2,000円 →  1,400円  10枚 

	※	全席自由
※	未就学児入場不可　	
 室内楽の極み！ 弦楽五重奏の世界Ⅳ、クィンテット キョウト誕生！ 
出演： 玉井菜採（Vn）/永峰高志（Vn）/佐々木亮（Va）/大野かおる（Va）/

河野文昭（Vc） 
曲目：ブラームス/弦楽五重奏曲第２番ト長調 他

●締切日／ 3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

				 				

 矢野燿大 前･阪神タイガース監督
トークライブ₂₀₂₃『球春到来！』 
 4月15日㈯　13：30開演

龍谷大学響都ホール
（京都駅八条口アバンティ9階） 

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 A　席   8,000円（前売り） →  6,800円  10枚 
 B　席   7,000円（前売り） →  6,000円  10枚 

	※	全席指定
※	未就学児入場不可　
※	トー クショー 後「楽しい抽選会」あり	

●締切日／ 3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

				 				

 桂文珍独演会
Japan Tour～一期一笑～ 
 4月7日㈮　13：00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

 全席指定  4,500円 →  3,600円  10枚 
	※	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／ 3月20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

				 				

 平山みき
50th+2 Anniversary Concert 
 5月13日㈯　18：00開演

ロームシアター京都　サウスホール    
区 分 あっ旋料金 予定枚数

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

●締切日／ 3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

				 				

 扇辰・喬太郎二人会
入船亭扇辰 ／柳屋喬太郎

 6月29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  3,700円 →  3,000円  10枚 
	※	未就学児入場不可	
    

●締切日／ 3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

	©masako	YAMADA	 				

★★申込方法は、10ページをご覧ください。
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 劇団四季
『オペラ座の怪人』大阪公演 
 5月3日（水･祝）他　10公演

13：00開演
大阪四季劇場 

区 分 あっ旋料金 予定枚数
 S　席   12,100円 →  10,600円 

 随時  A　席   9,350円 →  7,900円 
 B　席   7,150円 →  6,100円 
 C　席   3,850円 →  3,100円 

●締切日／ 3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

				 				

	※	全席指定
※	公演当日3歳以上要入場券（膝上観劇
不可）

※	3歳未満入場不可
※	新型コロナウイﾙｽ感染症等により当日
公演中止の場合あり

※	C席は完売している場合があり
※	当互助会補助による割引	

公　演　日

５
月

3日（水･祝）、4日（木･祝）、5日（金･祝）、
6日㈯、7日㈰、13日㈯、14㈰、20日㈯、
21日㈰、27日㈯、28日㈰

★★申込方法は、10ページをご覧ください。

開館１周年記念特別展
 佐伯祐三─自画像としての風景 

◆会期／4月15日㈯～6月25日㈰
◆場所／  大阪中之島美術館 

＊開館時間／	10：00～17：00　※入場は閉館30分前まで	
＊休館日／	月曜日　※5/1を除く	

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  500円 →  200円  30枚 

	※	障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は当日料金
の半額（要証明）

※一般以外の料金で観覧される方は証明できるものを当日提示	
●このチケットの販売は4月14日㈮までです。 				

窓口

 マリー・ローランサンとモード 

◆会期／4月16日㈰～6月11日㈰
◆場所／  京都市京セラ美術館 

＊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 
 高大生  1,500円 →  900円  30枚 
 小中生  700円 →  400円  30枚 

	※	障がい者手帳等をご提示の方は本人および介護者1名無料
（要証明）
※学生料金で入場の際には学生証を提示	
 自由な時代を生きた女性たちの美術とファッションをたどる 

●このチケットの販売は4月15日㈯までです。 				

窓口  大名茶人  織田有楽斎 

◆会期／4月22日㈯～6月25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  1,600円 →  1,000円  50枚 
 高大生  1,000円 →  600円  30枚 
 小中生  500円 →  200円  30枚 

	※障がい者手帳などをご提示の方と付添1名無料
※学生料金で入場の際には学生証を提示
※	上記料金で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）	

●このチケットの販売は4月21日㈮までです。 				

窓口

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。。

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
※３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

●応募締切／3月28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。
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◎事業計画
　１．共済給付事業……会員やそのご家族のお祝い事やご不幸があった場合に共済金を給付
　
　２．福利厚生事業
　　⑴　文化事業　⃝大津市勤労福祉センター、大津市勤労青少年ホームが実施する講座の受講助成

⃝コンサート、演劇、美術展覧会などのチケットあっ旋　など
　　⑵　体育事業	 ⃝ゴルフコンペ、ボウリング大会、渓流魚釣り大会
	 ⃝阪神甲子園球場年間予約席のあっ旋　など　
　　⑶　厚生事業　⃝宿泊・日帰りツアー、人間ドック、がん検診、インフルエンザ予防接種等の利用助成

⃝遊園地、映画鑑賞、県下の観光果樹園、びわ湖大花火大会などのチケットあっ旋・助成
⃝互助会夏まつり　⃝ケーキ教室　　⃝家庭常備薬等のあっ旋　など

　　⑷　共通事業　⃝文化、体育、厚生事業共通の民間福利サービスの活用
　
　３．貸付斡旋事業……勤労者の生活資金、福祉資金などの融資あっ旋

　４．老後の生活安定事業……中小企業退職金共済制度の普及、促進

　５．互助会のＰＲと会員拡大の推進……互助会の制度を広くPRし、事業所訪問などによる会員拡大を図る

　６．その他………「互助会だより」の毎月発行、「利用ガイド」の作成配布、ホームページの開示

2023年度の事業計画・予算が決まりました

〈収入の部〉	 （単位：円）

科　　目 収 入 額

会費等収入 38,664,000

事業収入 8,085,000

補助金等収入 16,545,000

共済金掛金収入 2,000,000

その他 1,237,000

前期繰越金 11,883,000

収入合計 78,414,000

〈支出の部〉	 （単位：円）

科　　目 支 出 額

給付事業費 16,480,000

福利厚生事業費 20,791,000

人件費 26,282,000

一般管理運営費 12,755,000

その他 2,106,000

支出合計 78,414,000

互助会
事業報告 第45回理事長杯争奪ボウリング大会を開催‼

３年ぶり！
今年は、42名の会員とご家族様にご参加いただきました。
１ゲーム200点のハイスコアもあり、レベルの高い大会と
なりました！
ピンが弾け飛ぶ音を久しぶりに感じられて気分も爽快！！
大歓声の中、白熱したゲームを楽しんでいただけたかな
と思います。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
次年度もご参加お待ちしておりま～す♪

〈団体の部〉
優　勝：大津発條㈱
準優勝：㈱八光A
３　位：㈲ローズ環境サービス

～結果～

〈個人の部〉
優　勝：和泉　　朗さん〔㈱八光A〕
準優勝：松井　清範さん〔大津発條㈱〕
３　位：川端　健一さん〔かわばた施術院〕

開催日 参加者2月17日㈮ 42名

優　
勝

準
優
勝

３　
位
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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

　比良は、比良山と琵琶湖の間。さまざまな生き物が暮らす、のんびり自然豊かなところです。
　そんな比良で生まれる、非加熱の天然水「比良水」。ゆっくりゆっくり、比良山系の花崗岩層に浸み込んだ、自然の恵みを、“何
も加えず”最小限の処理だけ施して、そのままガロンボトルにボトリングし、自社便でお届けしています。
　比良水は、軟水です。自然のミネラル分が豊富に含まれていますので、飲み口はほのかに甘く感じます。
　温水・冷水が出るサーバー機をレンタルしており、現在滋賀県や京都のご自宅やオフィスで、幅広くご愛飲いただいています。

　私たち、江洲比良の水は、滋賀県のナチュラルミネラルウォー
ター『比良水ヒラスイ』を、未来につづく水にしたいと考えます。
　子ども達が大人になっても、土、森、お水……が豊かで、そ
して、さまざまな生き物が共存する比良でありたい。
　そのためには、比良・琵琶湖・滋賀県の、環境を考え、自
然を更に豊かにするため、やらなくてはならない事があるのでは
ないか…と思います。
　できることは小さな事かもしれないけれど、江洲比良の水に何

ができるのか、日々 模索しながら、取り組みたいと思います。
　
　ぜひ、自然豊かな、比良山系から生み出された大津市の天
然水『比良水』を、味わっていただきたいです。
　
　比良水の他に、毎日使うものアレヤコレヤ……オーガニック食
品やフェアトレード商品など、日用品雑貨も取り扱っていますの
で、HPやsnsを覗いていただければ嬉しいです。

江洲比良の水が考えること

〒520-0503 大津市北比良850番地
TEL：077-596-1005
URL https://www.hirasui.jp

株式会社 江洲比良の水

株式会社 江洲比良の水

Facebook Instagram


