
互助会だより
2019年3月1日発行彦根地域勤労者互助会

3月号

２０１８年度も残りあと僅かとなってまいりました。                      
今年度、互助会事業を円滑に進めることができましたのも、会員皆様方のご理解とご協力
の賜物と存じます。誠にありがとうございました。
そこで感謝の気持ちを込めまして･･･３月１４日のホワイトデーに因み、
２０１９年２月１日現在の会員様へ『アンリ・シャルパンティエ プティ・ガトー・アソ
ルティ８個入り』をプレゼントさせていただきます。

☆彡 プティ・ガトー・アソルティ８個入りとは ☆彡
フランボワーズ、ピスタチオ、ミルクチョ
コなど、小さくても味わい深い、ひと口サ
イズの焼き菓子です。フランスならではの
素材を生かした、色とりどりの８つの味わ
いがティータイムを華やかに彩ります。

お渡し方法は、下記①②いずれかです。
①「互助会だより３月号」と一緒にお届け 
②直送 (３月１１日頃）
ハッピーホワイトデー♡
どうぞお楽しみにお待ちくださいね。

最後に･･･
２０１９年度（３８周年）も会員皆様の
ご期待に沿えるよう、これからも邁進して
まいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
                               彦根地域勤労者互助会
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会場 大阪城ホール

日時 ７月２０日(土)～２８日(日） 全２３公演(予定) 約２時間(２部構成 休憩１５～２０分）

■マーク ･･･ コスチューム特典公演
     チケットをお持ちでディズニー・キャラクターの全身コスチュームでご来場の方に、当日会
     場にてオリジナル・グッズをプレゼント！
★マーク ･･･ ミッキーマウス・グリーティング
     会場１５分前(予定)にエントランスでミッキーマウスが皆さんにごあいさつ。

公演料金 土日祝 Ｓ席 おとな５，９５０円→会員４，９５０円 登録同居家族５，４５０円
            こども４，９５０円→登録同居家族４，４５０円
     平 日 Ｓ席 おとな５，４５０円→会員４，４５０円 登録同居家族４，９５０円
            こども４，４５０円→登録同居家族３，９５０円

ご注意点 おとな(中学生以上)、こども(３歳～小学６年生まで)
     登録同居家族(会員と同居の親・配偶者・２２歳以下の子)
     ２歳以下のお子様は保護者１名につき１名まで膝上無料。但し、お席が必要な場合は有料。
     お申込み後の変更、キャンセルは一切受付されませんので、予めご了承ください。
     満席となった公演は随時締切となります。

申込  「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、３月２２日(金)午後５時までにファックスで
     お申込みください。お届けは、互助会だより７月号配布時です。おつりのないようご準備ください。

今年のディズニー・オン・アイスはリブ・ユア・ドリームス。
2019年のディズニー・オン・アイスは、ディズニーのプリンセスたちが夢を追い求める姿を描きます。
私たちの内側にある勇気を奮い立たせてくれる冒険の旅に一緒に出掛けませんか。

モアナは“伝説の英雄マウイ”と力を合わせスリルに満ちた大海原へと帆を上げます。
苦難を乗り越えたモアナは、愛する島を救い、本当の自分を見つけます。

孤立した姉エルサを深く思いやるアナは、凍てついた山へ危険な旅に出かけます。
アナはエルサとの絆を取り戻し、永遠の冬を終わらせるのでした。

森の塔に閉じ込められていたラプンツェルは、ある日、塔に忍び込んだフリン・ライダーと手を組み、
ずっと憧れて続けていた夢をかなえます。

ベルは持ち前の勇気を頼りに、魔女に呪いをかけられたお城の家来たちと仲良くなり、野獣の
荒々しい姿の中に何かがあることに気付きます。

シンデレラは友だちと魔法の力を借りて、夢を叶えるために宮廷舞踏会に出かけて行きます。

さらに、大ヒット映画「リメンバー・ミー」が早くもディズニー・オン・アイスに初登場！ミゲルと一緒に
家族の伝統を祝いましょう！

そして、みんなの人気者くまのプーさんによるプレショーも決定！

ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィーも登場し、ディズニーの仲間たちと一緒に、大きすぎる夢な  
どないことを発見していきます。

ぜひ、2019年ディズニー・オン・アイス日本公演にお越し下さい。

２０日(土) ２１日(日) ２２日(月) ２３日(火) ２４日(水) ２５日(木) ２６日(金) ２７日(土) ２８日(日)

★10：30 10：30 11：00 11：00 11：00 ★11：00 ★11：00 ★10：30 ★10：30

14：30 14：30 15：00 15：00 15：00 ■15：00 ■15：00 ■14：30 14：30

18：30 ■18：30 ■19：00 19：00 18：30

©Disney, ©Disney/Pixar
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特別展「没後１３０年 河鍋暁斎」
世界が認めた絵師の日本画、錦絵や挿絵本、屏風や掛け軸、巻物や画帖と
いった多様な作品群を展覧し、ジャンルや時代を軽々と横断する鬼才・暁
斎の真価を浮き彫りにします。

会期：２０１９年４月６日(土)～５月１９日(日）
会場：兵庫県立美術館
価格：一般１，２００円 会員９６０円 登録同居家族１，０８０円
   大学生 ８００円 登録同居家族７２０円

川勝コレクション 鐘渓窯 陶工・河井寛次郎
近代日本を代表する陶芸家のひとりである河井寛次郎。質、量ともに充実した川勝コレクションから、
初期から晩年に至る名品を一堂に展示。併せて、交遊のあった富本憲吉、棟方志功、バーナード・リー
チ、濱田庄司、芹澤銈介らの作品も紹介します。

会期：２０１９年４月２６日(金)～６月２日(日）
会場：京都国立近代美術館
価格：一般１，１００円 会員８８０円 登録同居家族９９０円
   大学生 ７００円 登録同居家族６３０円
   高校生 ３００円 登録同居家族２７０円

クマのプーさん展
今や誰もが知る世界一有名なクマ「プーさん」。プーさんの原画を世界最
大規模で所蔵するヴィクトリア＆アルバート博物館から、原画、スケッ
チ、手紙、写真などが来日します。

会期：２０１９年４月２７日(土)～６月３０日(日）
会場：あべのハルカス美術館
価格：一般１，３００円 会員１，０４０円 登録同居家族１，１７０円
   大学生 ９００円 登録同居家族８１０円
   高校生 ３００円 登録同居家族２７０円

申込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、３月２２日(金)午後５時までにファックスでお申込み
ください。お届けは、互助会だより４月号配布時です。おつりのないようご準備ください。



チケット斡旋申込締切日：2019年3月22日（金）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

2019年4月29日(月・祝)14:00開演        
【全席自由/一般】75歳以上・高校生以下あり

会員1,440円/家族1,620円/一般1,800円

北海道歌旅座 昭和のうたコンサート

滋賀県立文化産業交流会館

2019年6月9日(日)17:30開演        
【全席指定】

会員5,480円/家族5,980円/一般6,480円

家入レオ 7th Live Tour 2019                       
お申込みはお早めに！

ひこね市文化プラザ

2019年4月7日(土)①15:30②18:30
【全席指定】限定20枚ずつ

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

春休み!吉本新喜劇 in ひこね 2019     
お申し込みはお早めに！

ひこね市文化プラザ

2019年4月7日(日)14:00開演
【全席自由/一般】

会員2,000円/家族2,250円/一般2,500円

オペラ物知り講座 in ひこね
vol.12 オペラ「カルメン」

守山市民ホール

2019年4月13日(土)14:00開演
【全席指定】

会員400円/家族450円/一般500円

中山道守山宿 旅への誘いコンサート
vol.07 自然と音楽

ひこね市文化プラザ

2019年5月24日(金)①10:15②13:00
【全席自由】

会員400円/家族450円/一般500円

ベビーといっしょにコンサート2019

守山市民ホール

2019年6月16日(日)14:00開演
【全席指定】
会員400円/家族450円/一般500円

中山道守山宿 旅への誘いコンサート
vol.08 旅と音楽

守山市民ホール

2019年7月6日(土)14:00開演
【全席指定】

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

音楽の扉 Room NO.005         
Piano × 和楽器
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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 3月22日(金)
午後5時

区分 一般料金 斡旋価格 申込締切日

大人 １，８００円 １，４００円 3月22日(金)   
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 3月22日(金)   
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、まずお電話いただき、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。
おつりのないようご準備をお願いいたします。

40を超えるアトラクションは、
                大人から子どもまで楽しめます！

■期間 ３月９日(土)～６月30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 ①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

■駐車料金 普通車１台1,500円

■申込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のう
え、3月22日(金)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。
お届けは、互助会だより4月号配布時です。おつりの
ないようご準備ください。



互助会だより  2019年3月号 Page 6

大      人     2,000円⇒1,600円  
小中学生         1,000円⇒   700円
幼      児      500円⇒   350円
■申 込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、3月22日
     (金)午後5時までにファックスでお申し込みください。
              (お届けは、互助会だより4月号配布時です。
               おつりのないようご準備をお願いいたします。)

大     人(16歳以上）  2,300円⇒2,000円  
こ ど も(小中学生)        1,200円⇒1,000円
幼     児(4歳以上）     600円⇒   500円
■申 込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、3月22日
     (金)午後5時までにファックスでお申し込みください。
             (お届けは、互助会だより4月号配布時です。
     おつりのないようご準備をお願いいたします。)

ちょっと土岐までロングドライブはいかが？                
会員証提示でクーポンシートをもらって！  
おトクにショッピングを楽しみましょ♪

期  間：2019年4月1日(水)～2020年3月31日(日)
受付場所：土岐プレミアム・アウトレットの

インフォメーション
申込方法：上記場所で彦根地域勤労者互助会会員証提示
特  典：会員お1人様につきクーポンシート4枚まで
利用方法：精算時にクーポンシートを提示してください。

飲食店は、オーダー時にご提示ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

土岐プレミアム・アウトレット
岐阜県土岐市土岐ヶ丘1-2

営業時間 10：00～20：00

休 業 日 年1回(2月第３木曜日)

オトクにお買い物を＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

180OUTLET STORES中部の美しい山々に囲まれた、
風光明媚で眺望に優れた施設。雄大なロッキー山脈に 
抱かれたアメリカ・コロラドをイメージしています。
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チラシは互助会だより2月号に同封しています。ご確認のうえ、どうぞご利用ください。
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有限会社ＳＰ保険(担当：服部光志）
彦根市中央町3-12 ＣＧビル3階
TEL(0749)24-3561 携帯090-2705-6948
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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。

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

    2019年2月28日現在
事業所数 373   会員数 3,321

新しい元号の発表まであと１ヶ月。「平成」もいよ
いよ残りわずかとなってまいりましたね。

今月は、「ハッピーホワイトデー」ということで、
会員皆様のもとへプレゼントをお届けさせていただ
きました。気に入っていただけるとうれしいです♪

もうすぐピカピカの１年生！卒園・入園のセレモ
ニーを経て、大きく成長し、キラキラ輝くお子様の
姿･･･感動で胸がいっぱいになりますね。おめでとう
ございます。互助会ではお子様の「小学校入学祝
金」１万円の給付をご用意しております。４月にな
りましたら、該当会員様にご案内させて
いただきますので、ご申請は今しばら
くお待ちくださいますようお願いいた
します。(互助会へお子様のご登録を    
された方限定となります。)

それではまた来月(^^)/

全福センターのお・ト・ク情報
全国中小企業勤労者福祉サービスセンターでは、
全国の宿泊施設、レジャー施設、生活サポート関
連施設と割引契約をしています。これらの情報
を、ホームページから提供していますので、是非
ご利用ください。
【全福センター】で検索
ログインID・パスワードは事務局まで。

会員の入会・退会をご報告いただく「会員異動届」のご提出締切は、毎月末
日です。ご郵送の場合も、毎月末日必着でお願いいたします。急なご異動等
がある場合は、ひとまず互助会へ「会員異動届」をファックス送信いただ
き、後日原本を必ずご提出ください。ご報告が遅れると、手続きが１ヶ月遅
れとなりますので、ご注意が必要です。

退会の際は、「会員証」のご返却をお願いいたします。会員期間１０年以上
の方は「退会餞別金」(１万円)が給付されますので、「給付金請求書兼証明
書(祝金用)」も合わせてご提出ください。

【例】２０１９年４月 １日付･･･入会の場合(４月分から会費発生・初回のみ入会金必要）

   ２０１９年３月３１日付･･･退会の場合(４月分から会費不要）

   ⇒⇒⇒ 会員異動届提出締切 ２０１９年３月３１日(必着)

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締切日翌日
の午前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。
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。


