
互助会だより
平成30年11月1日発行彦根地域勤労者互助会

11月号

米原市のROSE BRANCHさんをお迎えして、               
迎春用寄せ植え教室を開催します。      
初めての方も大丈夫！植え方やお手入れ等   
親切丁寧に教えていただけます。       

ROSE BRANCH(米原市梅ケ原1288-1）は、株式会社ベースワン
のコミュニティーガーデンです。モルタル造形コーナー・バラを植
栽したコーナーや、日陰の植物を植えたコーナー、芝生の庭があり
ます。期間限定でOPENしています。11月21日～24日、ガーデン
フェスは、11月25日 期間中は季節の花、多肉植物の寄せ植え、
ハーバリウムも楽しめます。

＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
■日 時：平成30年12月11日(火)午後6時30分～
■場 所：彦根勤労福祉会館4階大ホール
■参加費：会員     1,000円
     登録同居家族 2,000円
     一般     3,400円(材料費・諸経費含む)

＊登録同居家族とは、会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子

■持ち物：エプロン・ビニール手袋・ハサミ・わりばし一膳
     手拭用タオル・新聞紙・移植ごて
■定 員：50名(申込多数の場合は抽選/会員・登録同居家族優先)

■申 込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入の
     うえ、11月26日(月)午後5時までにファッ
     クスでお申込みください。

写真はイメージです。                    
花材は、葉ボタン・ビオラ・シクラメン・ス
トック・白妙菊等を予定しています。
鉢・花材の数等変更となる場合がありますの
で、予めご了承ください。                    

お申し込み、お待ちしております。

各種イベント・チケット斡旋等につきまして、申込多数の場合は抽選し、残念
ながら外れた方には当月中にご連絡いたします。何も連絡がない場合はご用意
できます。原則として互助会だより翌月号配布時にお持ちいたしますので、お
つりのないようご準備ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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彦根地域勤労者互助会では、平成29年度よりバスツアーはすべて「推奨バスツアー」に
切り替えさせていただきました。                                 
「互助会だより11月号」でご案内しているバスツアーの中からお好きなコースをお1つ
お選びください。                                 
申込方法等が変わっており、皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協
力をお願いいたします。

■補助金額 会員2,000円 登録同居家族1,000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

■補助定員 11月号 合計50名(１回のみ参加可)

■流  れ ①旅行社が企画実施するバスツアーの中から、互助会は推奨するバスツアーを選定し、「互助会

       だより」でご紹介します。

      ②会員は直接、旅行社へ「互助会会員」であることを伝え、電話で申し込みます。
      ③ご案内等は旅行社より連絡があります。

      ④会員は旅行社窓口で、旅行契約を締結し、バスツアー代金を全額旅行社へ支払います。
      ⑤バスツアー終了後、会員・登録同居家族氏名が明記された領収書コピーを添付し、互助会へ補

       助金申請を行います。

      ⑥決裁後、互助会より会員へ補助金を振込により支払います。

■注意事項 ・このバスツアーは、旅行社と参加者個人との旅行契約となります。
      ・旅行契約は旅行業約款によります。
      ・内容、代金支払方法、キャンセル等ご不明な点は、旅行社へ直接お問い合わせください。
      ・キャンセル料は、一般料金を基本として旅行社の基準により算定されます。
      ・旅行社が一般募集された方も参加されます。相席となる場合があります。
      ・最少催行人員に満たない場合は、中止となる場合があります。     

①互助会だよりでツアー紹介  

②ＴＥＬ申込

③受付確認＆案内

④旅行契約＆支払

⑤ツアー終了後、補助金申請

⑥補助金振込

会 員 互助会
旅行社
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チケット斡旋申込締切日：平成30年11月26日（月）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。
■チケットは現金引換です。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12月24日(月・祝)14:00開演        
【全席指定/一般】

会員3,000円/家族3,500円/一般4,000円

That’s がーまるちょばSHOW！   
お申し込みはお急ぎください！

ひこね市文化プラザ

平成30年12月16日(日)14:00開演        
【全席自由/一般】

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

第21回ひこね発！手づくり第九演奏会

ひこね市文化プラザ

平成31年1月14日(月・祝)14:00開演
【全席自由/一般】

会員400円/家族450円/一般500円

歌とピアノの音色の雫
～届けたい、故郷への想い～

ひこね市文化プラザ

平成31年2月21日(木)14:30開演
【全席指定/一般】

会員5,000円/家族5,500円/一般6,000円

三山ひろしコンサート2019

八日市文化芸術会館

平成31年1月27日(日)14:00開演
【全席指定】

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

宝くじ ワクワクふるさと劇場
in 東近江

ひこね市文化プラザ

平成31年3月31日(日)14:00開演
【全席指定/一般】

会員3,000円/家族3,500円/一般4,000円

三遊亭小遊三・三遊亭円楽二人会

長浜文化芸術会館

平成30年12月9日(日)14:00開演
【全席自由/おとな】中学生以下・親子ペアあり

会員800円/家族900円/一般1,000円

タイニー“かわいい”   
クリスマスコンサートVOL.8

八日市文化芸術会館

平成31年1月14日(月・祝)①11:30②14:30
【全席指定】

会員2,490円/家族2,800円/一般3,120円

しまじろうコンサート
たんけん！うみのワンダーランド
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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 11月26日(月)
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 11月26日(月)   
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 11月26日(月)   
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。

近江八幡市文化会館

平成31年1月6日(日)14時00分開演
【全席指定/Ｓ席】Ａ席もあり

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

桂米朝一門会

滋賀県立文化産業交流会館

平成31年1月25日(金)18時30分開演
【全席指定】

会員6,500円/家族7,000円/一般7,500円

絢香“30y/o”Tour 2018-2019
お申し込みはお急ぎください！

守山市民ホール

平成30年12月22日(土)15時30分開演
【全席指定】

会員5,000円/家族5,500円/一般6,000円

Kiroroコンサート2018
お申し込みはお急ぎください！

滋賀県立文化産業交流会館

平成31年1月27日(日）14時00分開演
【全席指定/1階席一般】2階席･18歳以下もあり

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

フィールドアートMedia
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◆マーベル展 時代が創造したヒーローの世界
数多くの魅力的なヒーローや作品を生み出し、多くの文化や人々に影響を与えてきたＭＡＲＶＥＬ。アベンジャーズやスパイ
ダーマンなど、マーベルの人気作品とヒーローたちの日本初公開となる貴重な資料、コミック、衣装や小道具など約200点を
展示し、世相を反映しながら過去から現在まで進化を遂げるマーベルとその世界観を余すところなくご紹介します。

■会 期 平成30年12月15日(土)～平成31年2月17日(日)
■入場料 一般 1,300円→会員1,040円 登録同居家族1,170円(中高生・子どももあり）
■場 所 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル イベントラボ

◆フェルメール展
17世紀オランダ黄金時代を代表する画家、フェルメール。2000年、大阪市立美術館で開かれた「フェルメールとその時代」
では、約３カ月の会期で60万人の動員を果たし、以来わが国でもフェルメール人気が一気に広まりました。大阪展では、日本
初公開の「取り待ち女」が全期間中展示されるほか、大阪初上陸の傑作「恋文」など、6点が集結します。神秘性に満ちた
フェルメールと、同時代のオランダ黄金時代の絵画をご堪能ください。

■会 期 平成31年2月16日(土)～5月12日(日）
■入場料 一般1,600円→会員1,280円 登録同居家族1,440円(大高生もあり）
■場 所 大阪市立美術館

◆驚異の超絶技巧！明治工芸から現代アートへ
本物と見まがう野菜や果物、自在に動く動物や昆虫、精緻な装飾や細やかなパーツで表現された器やオブジェ･･･。近年注目
の高まる明治工芸と、そのＤＮＡを受け継ぐ現代の作家たちによる超絶技巧の競演。人間の手が生み出す奇跡のような技術に
加え、洗練された造形センスと機知にとんだ驚異の美の世界をお楽しみください。

■会期 平成31年1月26日(土)～4月14日(日）
■入場料 一般1,100円→会員880円 登録同居家族990円(大高生・中小生もあり）
■場所 あべのハルカス美術館16階

◆世紀末ウィーンのグラフィック
クリムトやホフマンを中心に、世紀末のウィーンで花咲いた、素晴らしいグラフィック作品の数々を、300件にのぼる膨大な
コレクションから紹介します。

■会期 平成31年1月12日(土)～2月24日(日)
■入場料 一般800円→640円 登録同居家族720円(大学生もあり）
■場所 京都国立近代美術館

■■■申込■■■
「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、11月26日(月)

午後5時までにファックスでお申込みください。
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■演目 山田洋二監修・脚本「裏長屋騒動記」
■日時 平成31年1月  5日(土)午前
          1月  6日(日)午前
          1月  7日(月)午前
          1月  9日(水)午前
          1月11日(金)午後
          1月12日(土)午前・午後
          1月13日(日)午前
            午前･･･11時開演/午後･･･15時30分開演
    上演時間は休憩含め約3時間
■会場 京都劇場(京都駅ビル内）
■価格 一等席10,000円
        →8,500円(パンフレット付）
■申込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入の
    うえ、11月26日(月)午後5時までにファッ
    クスでお申込みください。

＊お席確保のため、お早めにお申込みください。
＊お申し込み後のキャンセルはできませんので、

ご注意ください。

「こども商品券」は、全国のおもちゃ屋さんや百貨店・
スーパーの玩具売場等全国約5,000店の加盟店でご利用
いただけます。この機会に是非、お買い求めください。                                                   

■会員価格：2,500円→2,000円(500円×5枚)

■斡旋枚数：100セット(申込み多数の場合は抽選)

■申込資格：会員のみ 1人2セットまで

■申込締切：平成30年11月26日(月)午後5時

■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。
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今月号にクーポン券を同封しております。                                   
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【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
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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10月31日現在
事業所数 375  会員数3,361

･･･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。

11月に入り、日一日と秋が深まっていくようです。
皆様いかがお過ごしですか？

さて、今月のオススメは･･･「迎春用寄せ植え教室」
です。今回初めてROSE BRANCH様(株式会社ベース
ワン様)にご協力をお願いいたしました。ご自分で
作った寄せ植えを玄関に飾って、晴れやかな気分で
新年をお祝いしませんか?

他にも「推奨バスツアー」「こども商品券斡旋」
「映画トクトクキャンペーン」等おトクなライン
ナップで、ご提案させていただきました。

お好きなメニューで、互助会ライフを                
どうぞお楽しみください。お申込み、                 
お待ちしております。

今年も残り2ヶ月。年末に向けて                  
慌ただしい時期でもあります。                  
お体を大切にお過ごしくださいね。

それではまた来月(^^)/    

彦根ビバシティシネマ・イオンシネマ映画観賞が→
更におトクに購入できるトクトクキャンペーンを
実施します。どちらかお選びくださいね。                            
互助会が補助をし、11月だけのスペシャルプライス
が実現♪お好きな映画がご覧いただけます。        
映画ファンの方、どうぞお見逃しなく!!
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・

会員1名につき2枚1組(有効期間概ね4～5カ月)

          大人定価3,600円 ⇒→⇒なんと1,600円(1枚あたり800円)

      彦根ビバシティシネマ・イオンシネマ合わせて100組限定となります。
      申込多数の場合は抽選し、外れた方には11月中にご連絡いたします。ご連絡がない場合は、
      互助会だより12月号配布時にお持ちいたしますので、おつりのないようご準備ください。
      
■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、11月26日(月)午後5時までにファックスで

      お申込みください。

      (彦根ビバシティシネマまたはイオンシネマどちらかを明記ください。)

映画を
楽しもう！


