
互助会だより
平成30年9月1日発行彦根地域勤労者互助会

９月号

お待たせしました(^^) 今年も･･･もちろん
やります！「まるごとスペシャル」♪                       
お申込みの会員様に、抽選で
1,000円割引券を発行します。                    
例えば･･･1,080円の商品が、  
割引券利用で→たったの80円で  
買えちゃうんです！                
これはとってもお・ト・ク☆☆☆                                  
互助会のメリットをお手軽に    
お使いいただけるチャンスです。                               
ご利用期間は11月～12月の2ヶ月！どうぞお忘れにならずお申込みくださいね。               
お財布に「割引券」と「会員証」を入れて、お好きなお店へ行ってらっしゃ～い♪

＊『まるごとスペシャル』実施要項＊                  
■対  象■ 会員1名様につき、1枚のお申込みができます。

       (平成30年9月1日現在、互助会員様であることが条件です。)

■有効期間■ 平成30年11月1日～12月31日   

       年末の営業等は参加店へお問合わせください。

■利用方法■ 会員様が有効期間中に参加店で、会計時に「割引券」と「会員証」を提出されますと、

       1,000円割引となります。(おつりは出ません。)

■募集枚数■ 1,500枚限定(枚数オーバーの場合は抽選)

■申込方法■ 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、平成30年9月25日(火)午後5時までに

       ファックスでお申込みください。

   

    このマークが入っている参加店は、互助会会員証提示で割引があります。  
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近江牛肉専門店こにし本店

彦根市河原2-3-5

☎(0749)22-1334

営業時間 9:00～17:30

定休日 水曜日・日曜日

寒い季節です。                       
近江牛のスキ焼で楽しんでください。

多賀株式会社

犬上郡多賀町中川原102

☎(0749)48-0134

営業時間 9:00～17:00

定休日 土・日・祝・年末年始

地元のお米を使った「多賀秋の詩」が人気
で、どんな料理にも合い、オススメの商品
です。

ＥＭショップ村川

彦根市河原2丁目4-9

☎(0749)26-0386

営業時間 8:00～19:00

定休日 日曜日

体にやさしい無農薬や無添加の商品を販売し
ています。９月からＥＭりんご入荷します。  

安澤種苗店

彦根市銀座町6-12

☎(0749)22-1533

営業時間 9:00～18:00

定休日 木曜日

古川日登堂

彦根市中央町6-22

☎(0749)22-0037

営業時間 9:00～19:00  定休日 火曜日

会員証提示 5％割引

和菓子の製造販売をしています。                
季節の和菓子をご賞味下さい。

㈲太田書店

彦根市銀座町6-6

☎(0749)22-0748

営業時間 9:00～19:00

定休日 場合によって日曜日

ご希望の本が当店に無い場合は、注文致しま
す。

株式会社酒蔵ひのや

彦根市清崎町241-15

☎(0749)25-3363

営業時間 10:00～20:00

定休日 火曜日

心を酔わせるお酒のご提案

陶舗こいで京橋店

彦根市本町1-1-3

☎(0749)27-2626

営業時間 10:00～17:00  定休日 不定休

日常使いの器からギフト品までを             
各種取り揃えてお待ちしております。

香凛舎

愛知郡愛荘町愛知川40-7

☎(0749)42-6263

営業時間 11:00～19:00

定休日 不定休

いと半老舗

彦根市河原3丁目1-20

☎(0749)22-1026

営業時間 9:00～18:00  定休日 日曜日

会員証提示 自家製品1割引

四季折々の和菓子を手作りで製造してます。
よろしくお願いします。

一休庵西明寺前本店

犬上郡甲良町池寺1-5

☎(0749)38-3848

営業時間 11:00～16:00  定休日 なし

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

毎日手作り豆腐をお作りしております。

一休庵そば道場

犬上郡甲良町池寺1-5

☎(0749)38-3848

営業時間 11:00～13:00  定休日 なし

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

西明寺門前でそば打ち体験ができます。   
(要予約)

うなぎひつまぶし炭櫓近江八幡店

近江八幡市音羽町26
☎(0748)31-3325

営業時間 11:00～15:00 17:00～22:00

定休日 なし

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

本場名古屋のひつまぶしが近江八幡でお召し
上がり頂けます。

カルビ屋大福八日市店

東近江市東中野町303
☎(0748)20-1717  定休日 なし
営業時間 平日17:00～24:00
     日祝11:00～23:00
     土曜11:00～24:00            

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

美味しい笑顔、楽しい会話。みんなに大きな
福が来ますように。

カルビ屋大福野洲店

野洲市市三宅2305
☎(077)518-0002  定休日 なし
営業時間 平日17:00～24:00
     土・日・祝11:00～24:00      

会員証提示 食事代金の10％割引(5名以上対象外)

カルビ・ホルモンを始め、尾崎牛もお楽しみ
いただけます。

バッカスアイム店

犬上郡甲良町在士65

☎(0749)38-2093

営業時間 9:00～19:30

定休日 なし

焼酎等種類豊富。                        
セレクト商品の中にはお値打商品も！！

サブウェイビバシティ彦根店

彦根市竹ヶ鼻町43-2

☎(0749)27-6150 定休日 不定休

営業時間 10:00～20:00
           
会員証提示 ポテトＳサイズ
     割引券1枚につき1個プレゼント
     (平成30年11月～12月限定）

中嶋庵

彦根市平田町966-1

☎(0749)23-0276

定休日 5．10．15．20．26日

営業時間 8:30～18:30      

米、水、しょう油、こだわったみたらし団子
好評です。
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あゆの店きむら本店

彦根市後三条町725  ☎(0749)22-1775

営業時間 9:00～18:30

定休日 火曜日

湖国ならではの小鮎の佃煮をはじめ、鮒寿し
等湖魚とりどりに取りそろえてます。

あゆの店きむら彦根京橋店

彦根市本町2-1-5  ☎(0749)24-1157

営業時間 10:00～17:30

定休日 火曜日

湖国ならではの鮎を主とする佃煮をとりどり
にご用意してます。

湖東三山館あいしょう

愛知郡愛荘町松尾寺1395-1

☎(0749)37-2333 営業時間 9:00～18:00

定休日 火曜日(当日が祝日の場合翌日/11月無休）

湖東三山SICと国道307号の接点に位置、観光案内、
地域産品の販売、飲食物を提供しています。

藤塚時計店

彦根市中央町5-27  
☎(0749)22-2538
営業時間 9:30～19:00  定休日 木曜日

会員証提示 腕時計20～30％割引 電池交
換、時計バンド半額 貴金属・結婚指輪・婚
約リング・パールネックレス・その他20～
30％割引 貴金属リフォーム割引等

真珠製品20才になったらパールネックレスを
しよう。ブライダル関係特別割引。目覚時計
1,000円にて販売。

なか里

彦根市竹ヶ鼻町43－2               
ビバシティ彦根内1F

☎(0749)24-7033

営業時間 10:00～21:00 定休日 第3火曜日

会員証提示 1,000円以上2,000円未満５％
割引 2,000円以上10％割引(特売品除く)

天晨堂ビバシティブックセンター

彦根市竹ヶ鼻町43－2ビバシティ彦根内1F

☎(0749)24-2118

営業時間 10:00～21:00

定休日 不定休

無料でラッピング承ります。お気軽にお申し
付けください。

多賀ゴルフ練習場
ゴルフパートナー多賀ゴルフ店
犬上郡多賀町敏満寺555                      
☎(0749)48-0101                       
営業時間 8:30～20:00  定休日 なし

会員証提示 平日8円→6円(税別) 土・日・
祝日1階席9円→7円(税別) 2階席8円→6円
(税別)「打放題」平日のみ500球まで1,700
円(税込) 他にも時間貸打放題もあり

これからゴルフを始める方へ                 
クラブ1本プレゼント中！

コーヒーカンタータ

彦根市大藪町2490  ☎(0749)24-9004

営業時間 8:00～20:00  

定休日 月曜日(祝祭日は営業)

珈琲豆のお持ち帰りもできます。               
ご家庭でも自家焙煎珈琲をお楽しみいただけ
るよう、100ｇ単位でご用意しております。

株式会社フレーバー銀座店

彦根市銀座町4-19  

☎(0749)22-2800

営業時間 11:00～20:00

定休日 月曜日

会員証提示 ビジネスランチ以外ご注文の方
に飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース等)デミ
にてサービス

株式会社フレーバー会議所店

彦根市中央町3-8  

☎(0749)24-4567

営業時間 11:00～16:00

定休日 カレンダー通り

会員証提示 ビジネスランチ以外ご注文の方
に飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース等)デミ
にてサービス

彦根ビバシティシネマ売店

彦根市竹ヶ鼻町43－2ビバシティ彦根内3F

☎(0749)26-1002

営業時間 10:00～23:30  定休日 なし

話題の新作映画を上映し、プライベートタイ
ムを盛り上げる映像エンターテイメントゾー
ンです。

くよもん農園

愛知郡愛荘町東円堂

☎(0749)42-8311

営業時間 10:00～18:00  

定休日 日曜日

千成亭平田店

彦根市平田町808
☎(0749)24-2901

営業時間 9:00～19:00

定休日 火曜日

地域密着のこだわり近江牛と手づくりデリ
カ・お惣菜のお店です。

千成亭夢京橋店

彦根市本町1-1-26
☎(0749)22-1808  定休日 水曜日
営業時間 10:00～19:00            

千成亭こだわりの認定近江牛と牛丼をぜひご
賞味ください。

千成亭八幡堀店(2F）

近江八幡市大杉町12
☎(0748)43-1129 定休日 火曜日
営業時間 11:00～15:00      

あったかいすきやき鍋ご用意しております。

千成亭八幡堀店(1F）

近江八幡市大杉町12
☎(0748)43-1129 定休日 火曜日
営業時間 9:00～17:00      

コロッケ・牛串・握り寿司などお気軽にお召
し上がり頂けます。

近江牛レストラン千成亭

彦根市戸賀町120-4

☎(0749)24-6129 定休日 水曜日

営業時間 11:00～14:30 17:00～22:00
           
千成亭自慢の近江牛を豊富なメニューでゆっ
くりとお楽しみください。

千成亭別館華見

彦根市河原2-2-25

☎(0749)26-4129 定休日 水曜日

営業時間 11:30～14:30 17:00～22:00
           
日本庭園を眺めながら、寛ぎの時間をお楽し
みください。
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麺匠ちゃかぽん

彦根市本町2-2-2  ☎(0749)27-2941

営業時間 11:00～15:00

定休日 火曜日・第2・4月曜日

近江牛を使用した赤鬼うどんを提供してお
り、一番人気は2代目です。

近江牛せんなり亭伽羅

彦根市本町2-1-7  ☎(0749)21-2789

営業時間 11:30～14:30 17:00～22:00

定休日 火曜日

「おいしいとうれしいをお土産に」を相言葉
に従業員一同お待ちしております。

近江肉料理専門店せんなり亭二九食や

彦根市本町1-7-32  ☎(0749)26-2989

営業時間 11:00～14:30 17:00～22:00

定休日 水曜日

近江牛をリーズナブルに、でもお腹一杯味わ
いたいという方にオススメの「近江牛焼肉
丼」この機会にぜひお召し上がりください。

せんなり亭心華房

彦根市本町1-1-26(2F) ☎(0749)47-3133

営業時間 11:30～14:30 17:00～22:00

定休日 水曜日

組子細工を配したラグジュアリーな空間で近
江牛ステーキとワインをご賞味下さい。

せんなり亭近江肉橙

長浜市元浜町11-32 ☎(0749)62-0329

営業時間 11:00～14:30 17:00～22:00

定休日 火曜日

美味しいを“橙”で味わい、楽しいを探しに黒壁
へ長浜に是非お越し下さいませ。

アジアン

愛知郡愛荘町安孫子700-1

☎(0749)37-4001 定休日 不定休

営業時間 水～日11:30～21:00
     月・火11:30～15:00
会員証提示 全品１０％OFF

当店のカレーは野菜の旨みを時間をかけて引
き出しております。

中国料理龍鱗彦根本店

彦根市旭町9-11石原ビル5F

☎(0749)24－3570  

定休日 年中無休

営業時間 11:00～15:00  17:00～23:00

会員証提示 お会計5％OFF

中国料理龍鱗草津栗東店

栗東市中沢2-4-5

☎(077)551-3580  

定休日 不定休

営業時間 11:00～15:00 17:00～23:00

会員証提示 お会計5％OFF

ベビーフェイスプラネッツ彦根店

彦根市長曽根南町478

☎(0749)21－3570

営業時間 11:00～24:00

定休日 不定休

会員証提示 お会計5％OFF

ベビーフェイスプラネッツ長浜店

長浜市八幡中山町460

☎(0749)63－3510

営業時間 11:00～23:30 定休日 なし

会員証提示 お会計5％OFF

ベビーフェイスプラネッツ湖南店

湖南市夏見1312-1

☎(074８)71－2829

営業時間 11:00～23:30 定休日 不定休

牛角長浜店

長浜市八幡中山町120-7

☎(0749)68－1729 定休日 無休

営業時間 月～木・日・祝17:00～24:00
金・土・祝前日17:00～25:00
会員証提示 いつでも1グループにつき
      500円OFF

とりでん水口店

甲賀市水口町北泉2-３

☎(074８)65-6029 定休日 なし

営業時間 17:00～2６:00

いちばん珈琲

甲賀市甲南町野尻800-1

☎(0748)86－8886 定休日 無休

営業時間 8:00～22:00

     8:00～11:00モーニング実施

ル・セルポワヴル

彦根市松原町3428-5

☎(0749)26-0770 定休日 月曜日

営業時間 11:30～14:00 17:30～20:00

会員証提示 ウーロン茶・オレンジジュース
1杯サービス

探偵ナイトスクープで話題になりました。
「輪ごん」ハンバーグぜひお召し上がりくだ
さい。

ラ・パティスリージュジュ

彦根市長曽根南町548

アシストビル1F

☎(0749)26-8100 定休日 水曜日

営業時間 10:00～20:00

会員証提示 お会計5％OFF

一圓テクノス株式会社出光南彦根給油所

彦根高宮町1320

☎(0749)22-0271 定休日 年中無休

営業時間 7:00～22:00

水曜日はレディースデイ開催粗品進呈

金曜日はセルフ洗車半額日

ご利用期間は11月～12月の
2ヶ月間です！           
お財布に「割引券」と            
「会員証」を入れて、               
お好きなお店へ           
行ってらっしゃ～い♪
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プロフィール
弁護士(第二東京弁護士会)。番町法律事務所。
中央大学法学部卒業。元司法研修所刑事弁護教官。現在、社会
福祉法人練馬区社会福祉事業団理事も務める。また、日本テレ
ビ「行列のできる法律相談所」及び「スッキリ」を始め、数本
の番組にレギュラーとして出演。弁護士業務の傍ら体力作りに
も勤しみ、各地のトライアスロン大会へも出場。地元小学生の
バレーボールチームの監督等も務めている。

平成30年10月21日(日)
  13時30分 会場
  14時00分 開演

会場 みずほ文化センター
  彦根市田原町11 TEL(0749)43-8111

■定  員 350席
■申込基準 会員様1名につき、2枚までお申込みいただけます。(未就学児はご入場いただけません。)
                 先着順で受付し、定員になり次第締め切ります。
      10月上旬頃、入場チケットをお渡しいたしますので、当日忘れずにお持ちください。
■申込期間 ～平成30年9月10日(月)午後5時(期間厳守)
■申込方法 別紙「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、ファックスでお申込みください。
      (受付はファックスのみです。必要枚数を1枚または2枚とご明記ください。)

主催：彦根地域勤労者互助会

入場無料
全席自由

彦根地域勤労者互助会 文化事業

滋賀県勤労者互助会連合会共同事業     詳細は「互助会だより８月号」をご覧ください。

  《海津まちなみ》 水辺 景観ウオ～キング  １１/１8(日)   
琶湖の北西端〔海津大崎さくら並木〕の町 《重要文化的景観》  ･･･ ９/２１(金)午後５時締切
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会員様からお問い合わせが多い、『ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン スタジオ・パス』予約クーポン券。                   
昨年に引き続き、今年も張り切って割引斡旋いたします♪                  
期間限定ではありますが、お安くなるこの機会に是非、お買い
求めください。
会員様は2,000円割引・登録同居家族様は1,000円割引で     
とってもお・ト・ク！                         
例えば4人家族(会員1名+登録同居家族3名)なら･･･                     
合計な・な・なんと･･･5,000円割引!!!                     

おトクになった分、お土産など･･･買えちゃいますね!(^^)!                        
行楽シーズンの秋。お好きな日をお選びいただき、どうぞお出掛けください。

お申し込みの前に･･･必ず下記をご確認ください！
＊＊＊この企画はツアーではなく、予約クーポン券の斡旋です。(現金引換)                    
＊＊＊以前実施したJRとのセット券ではございません。                          
＊＊＊ご利用当日、チケットブースへお並びいただき、予約クーポン券を提出して、
スタジオ・パスと交換してください。                                   
＊＊＊お申し込み後のキャンセル・日程変更は一切受付されません。買取となります。

  

■期間：平成30年11月1日(木)～11月30日(金)の中から第1希望日・第2希望日を選択

■料金：会員(12歳以上)5,900円 登録同居家族6,900円 一般7,900円

    会員(65歳以上)5,100円 登録同居家族6,100円 一般7,100円

    子ども(4歳～11歳)   登録同居家族4,400円 一般5,400円  

    ＊登録同居家族とは･･･会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子  

■定員：100名(定員オーバーの場合は抽選)

■申込：「共通斡旋申込書」に第1希望日・第2希望日を明記のうえ、必要事項をご記入いただき、
    9月25日(火)午後5時までにファックスでお申し込みください。
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通常価格（税込）2,400円
  →特別価格（税込）2,000円

営業時間
11:30～14:30(最終入店14:00まで)

お問合わせ・ご予約
TEL 077－521－5547（直通）

または
TEL 077－521－1111（代表）

ご来店時は、必ず会員証をご提示ください。
1グループに1名でも会員様がいらっしゃれば、               
何名様でも特別価格が適用されます。
満席の場合もございますので、ご予約にて承り
ます。ご予約の際は、「彦根地域勤労者互助会
会員」とお申し出ください。

期間 平成30年9月8日(土)～11月25日(日)
   期間中は休園日があります。
   休園日・営業時間等はひらかたパークホーム
   ページでご確認ください。

料金 入園＋フリーパス引換券
   おとな(中学生以上) 4,400円→3,900円
   小学生 3,800円→3,400円
   2歳～未就学児 2,600円→2,500円

申込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、
9月25日(火)午後5時までにファックスでお申込みくだ
さい。なお、チケットは買い取り方式となりますので、
ご注意くださいますようお願いいたします。



チケット斡旋申込締切日：平成30年9月25日（火）午後5時
ご注意点
■「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、ファックスでお申し込みください。
■チケットは、すべて現金引換えとなります。お申し込み後のキャンセルはできません。
■会員・登録同居家族以外はご利用いただけません。
  登録同居家族とは･･･会員と同居の親・配偶者・２２歳以下の子。
■チケットのお申し込みが多数の場合は、抽選となる場合もございます。
■座席番号を指定してのお申し込みはできません。(文化施設による指定となります。)
■締切日までに完売または会館の都合により、ご用意できない場合がありますので、

予めご了承ください。
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ハーティーセンター秦荘

平成30年11月23日(金・祝)14:00開演        
【全席指定/一般】

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

ミュージカル KINJIRO！

守山市民ホール

平成30年11月25日(日)12:30開演        
【全席自由】

会員400円/家族450円/一般500円

ルシオールAKF秋色2018              
新谷キヨシ ユニット「音の遊園地V」

守山市民ホール

平成30年11月25日(日)15:00開演
【全席指定/大人】高校生以下もあり

会員1,440円/家族1,620円/一般1,800円

ルシオールAKF秋色2018                
オーケストラは楽しい！

守山市民ホール

平成30年10月20日(土)17:30開演
【全席指定】お申込みはお急ぎください！

会員5,800円/家族6,300円/一般6,800円

T-BOLAN                    
30th Anniversary LIVE Tour

大阪市立美術館

平成30年9月22日(土)～平成31年1月14日(月）
【一般】大高生もあり 9月20日締切

会員1,120円/家族1,260円/一般1,400円

ルーブル美術館展

守山市民ホール

平成30年12月24日(月・祝)17:00開演
【全席指定】お申し込みはお急ぎください！

会員5,000円/家族5,500円/一般6,000円

HY STORY TOUR

文芸セミナリヨ

平成30年12月22日(土)14:00開演
【一般】ペア・高校生以下もあり

会員2,240円/家族2,520円/一般2,800円

クリスマスコンサート2018              
オルガンと歌で贈るクリスマス

ひこね市文化プラザ

平成30年12月8日(土)16:00開演
【全席指定/一般】

会員3,000円/家族3,500円/一般4,000円

渡辺香津美＆井上銘                  
JAZZ GUITAR DUO
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区分 一般料金 斡旋価格 取扱い

大人 １，８００円 １，３００円 常時販売

小人 １，０００円 ８００円 常時販売

区分 一般料金 斡旋価格 申込締切日

大人 １，８００円 １，３００円 ９月2５日(火)
午後5時

区分 一般料金 斡旋価格 申込締切日

大人 １，８００円 １，３００円 9月25日(火)  
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 ９月2５日(火)  
午後5時

映画観賞券は、必要枚数ご購入ＯＫです！(現金引換)

■「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、
ファックスでお申し込みください。
彦根ビバシティシネマは、互助会に在庫があります
ので、常時販売しております。事務局へお越しの際
は、おつりのないようご準備をお願いいたします。  
イオンシネマ・アレックスシネマは、在庫がありま
せん。毎月申込締切後にまとめて発注し、取り寄せ
ます。チケットは翌月「互助会だより」配布の際、
お届けさせていただきます。

１．利用方法
①勤労者互助会でチケット購入
②パソコン・スマートフォン等で、映画の日時・座席指定の予約が可能 劇場ホームページ右上のタグ
「ｅ席リザーブ」からどうぞ
２．劇場で
①劇場の有人チケット売り場もしくは自動券売機で「座席チケット」入手 「ｅ席リザーブ」でご予約の
場合、自動券売機にて「座席チケット」入手
②「座席チケット」を提示して入場
３．その他 チケットの有効期限はチケット表面に記載のＱＲコードからご確認ください。
有効期限を過ぎたチケットは、ご利用できません。

ひこね市文化プラザ

平成30年10月27日(土)15時00分開演
【全席指定/一般】ペア券もあり

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

第６回彦根亭落語会
桂吉弥独演会

ひこね市文化プラザ

平成30年10月6日(土)14時00分開講
【全席指定】

会員1,200円/家族1,350円/一般1,500円

ひこね市民大学特別講座第２講
広澤克実講演会

ひこね市文化プラザ

平成30年10月13日(土)18:00開演
【全席指定/一般】

会員4,500円/家族5,000円/一般5,500円

Orega presents vol．01              
－初恋2018

ひこね市文化プラザ

平成30年10月14日(日）14時00分開講
【全席指定】

会員1,200円/家族1,350円/一般1,500円

ひこね市民大学特別講座第３講
杉本彩講演会
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会費1ヶ月分の補助金が給付される制度をご存知ですか？
職場旅行・忘年会・新年会・スポーツ大会・研修等いずれか、
年1回のみ会員お1人につき500円を補助いたします。

提出書類：「事業所研修等補助金交付申請書」（互助会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます）
      参加名簿・領収書写し・実施した内容がわかる書類

     

ゴルフを楽しまれていますか？
年1回のみ会員お1人につき1,000円を補助いたします。
平成28年6月1日より、500円→1,000円にアップしています。
周辺のゴルフ場ならどこでもＯＫ♪

  提出書類：「ゴルフ場利用補助金交付申請書」
       （互助会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます）
        会員個人名が明記された1人当たり5,000円以上の領収書写し

年に一度は、自分のためにも家族のためにも健康チェック！
人間ドック・脳ドックいずれか(対象：1人当たり30,000円以上/
オプション含まず)を受診された場合、
年1回のみ会員お1人につき3,000円を補助いたします。

  提出書類：「人間ドック・脳ドック受診補助金交付申請書」（互助会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます）
        会員個人名が明記された1人当たり30,000円以上(オプション含まず)の人間ドック・
        脳ドックと記載された領収書写し

お祝いやお見舞いなどがあった時には、申請により給付金を支給いたします。
全福ネット(全労済協会)に一部加入しております。
一覧表は次頁をご覧ください。

  提出書類：「保険金請求書兼証明書(一括用)」「給付金請求書兼証明書(祝金用)」
       （互助会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます）
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TEL： ０７４９（２７）６７８７
FAX： ０７４９（２７）６８０２
メール：info@joyful-hikone.jp
ホームページ：http://www.joyful-hikone.jp

〒522-0074
滋賀県彦根市大東町４－２８

  彦根勤労福祉会館内１階

彦根地域勤労者互助会

    平成30年8月31日現在
事業所数376   会員数3,372

･･･事務局よりお願い･･･
事前にファックスでお申込みいただいた、各種チ
ケットのお渡しは、原則翌月の「互助会だより」
配布時にお届けさせていただきます。
お急ぎの場合で、直接事務局へお越しになる際
は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
また、現金引換の場合は、おつりのないようご準
備ください。皆様のご協力をお願いいたします。

９月、まだまだ暑さの厳しい季節が続きますね。
皆様、いかがお過ごしですか？

今月のオススメは、「まるごとスペシャル」です。
何のこと？ →→→ １，０００円割引券を互助会
が発行し、期間中に参加店でお好きなお買い物をお
楽しみいただけるというものです。日頃、互助会事
業をあまりご利用されていない会員様にとっても、
使いやすい企画となっておりますので、まずはこち
らからお申し込みをされてみてはいかがですか？
是非互助会のメリットをお受けくださいね。

前月に引き続きまして、ユニバーサル・              
スタジオ・ジャパン スタジオ・パス               
予約クーポン券の斡旋もございます。             
期間限定のとってもおトクなこの機会               
をどうぞお見逃しなく！

それではまた来月(^^)/    

【割引一例】
普通自動車 －１５，０００円
大型特殊車 －１０，０００円
中型自動車 －１０，０００円
普通二輪  －１０，０００円

「チラシ」を同封しております。
「会員証」と「チラシ」をご持参の
うえ、ご入所いただきますと、上記
割引が適用されます。
詳細はチラシをご覧ください。


