
互助会だより
2019年4月1日発行彦根地域勤労者互助会

4月号

ツアー補助(互助会主催ではなく、一般の方もご参加されます。お申し込みはお早めに。)

上記の中から日程をお選びいただき、滋賀観光バス㈱彦根営業所へ「互助会会員」であることを伝え、お電話で
お申込みください。ご案内等は直接、滋賀観光バス㈱彦根営業所より連絡があります。ツアー代金は滋賀観光バ
ス㈱彦根営業所へ、全額お支払ください。(彦根営業所以外の営業所へお支払いに行かれる場合は、お申込み時
にお知らせください。) ツアー終了後、互助会所定の申請書に、会員・登録同居家族名が明記された領収書(写
し)を添付し、互助会へ補助金のご申請をお願いいたします。

■補助定員 合計40名(先着順で受付し、定員になり次第終了/年度内に1回のみ利用可）
■補助金額 会員2,000円補助 登録同居家族1,000円補助(登録同居家族:会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子）

ご注意点･･･①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。②旅行契約は旅行業約款によります。③内容、
代金支払い方法、キャンセル等ご不明な点は、旅行社へ直接お問合わせください。④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。⑤旅行社が一般募集された方も参加され、相席となる場合があります。

【旅行企画・実施】滋賀観光バス㈱彦根営業所 ☎0749－22－4502
滋賀県知事登録旅行業第２-218号  〒522-0086 滋賀県彦根市後三条町252
営業時間8:30～17:30(土曜日・日曜日定休) 【国内旅行業務取扱管理者】 北山 瑶
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今回もワクワクがいっぱいの「スペシャルイベント」を企画いたしました。              
互助会の補助もあって･･･とってもおトクにご参加いただけます。                          
それでは、早速ご紹介させてくださいね♪

まずは、パリっ ふわっ 香ばしいうなぎ、ここにアリ。
一休庵グループの うなぎ  ひつまぶし炭櫓で「うなぎのひつまぶし」をお召し上が
りいただきます。

次に、たねやグループの＜今＞と＜未来＞に触れる小さな旅、                    
ラ コリーナ近江八幡ツアーへ。普段は入ることができない、銅屋根＜本社＞最上階
にある＜藤森ミュージアム＞・＜展望室＞へもご案内いただきます。                      
お土産に互助会から、お1人にお1つずつ“ふわふわの生地”が特徴の「焼きたて八幡
カステラ」をプレゼントいたします。
お気軽にゆったり→「食べて♪」「見て♪」･･･近江八幡を満喫しましょ(^^)/                 
あなたのお申し込みをお待ちしております。

＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊
■日 時 ①２０１９年６月８日(土) ②２０１９年６月９日(日）
        ①・②いずれかを必ずお選びください。

       １０：４５【現地集合】 うなぎ ひつまぶし炭櫓(近江八幡市音羽町26)   
       １１：００～１２：００ うなぎのひつまぶし ランチ
       【各自移動・フリータイム】
       １３：１５【現地集合】 ラ コリーナ(近江八幡市北之庄町615-１) 
       １３：３０～１４：２０   ラ コリーナツアー
       １４：３０【現地解散】

■参加費 会員 １，5００円 登録同居家族 ２，5００円 一般３，３３０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 ①３０名 ②３０名(定員オーバーの場合はグループごとに抽選)
     
■申 込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、４月２２日(月)午後５時までにファックスでお申
     込みください。

■注意点 ・このイベントは、ラ コリーナ独自に開催される企画とは関係がございません。
     ・ラ コリーナツアーは、徒歩での移動(約1km)となるため、動きやすい服装でご参加ください。
     ・雨天決行です。各自雨具のご用意をお願いします。天候によりコースの変更、場合により中止と
      なる場合がございますので、予めご了承ください。
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ご利用範囲は、会員様・登録同居家族様限定です。                                   
登録同居家族とは･･･会員と同居の親・配偶者・２２歳以下の子。                                      

「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。                      
「割引券」のお届けは、互助会だより5月号配布時となります。                                
お急ぎの場合は、予め事務局へご連絡のうえ、引き取りにお越しください。                            
できるだけ日数に余裕を持ってのお申込みにご協力をお願いいたします。

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーチケットのいずれかが割引料金で購入できます。
■利用期間 2019年4月1日～2020年3月31日 ■特別利用券は会員のみ年度内１回利用可。（500円）

料金区分 通常料金 利用料金

大人（18歳以上）会員 ７，４００円 ６，９００円

大人（18歳以上）家族 ７，４００円 －

シニア（65歳以上）会員 ６，７００円 ６，２００円

シニア（65歳以上）家族 ６，７００円 －

中人（中学・高校生）家族 ６，４００円 －

小人（幼児・小学生）家族 ４，８００円 －

券種 区分 通常料金 利用料金

パスポート 大人１８～５９歳 ５，３００円 ４，２００円

６０歳以上 ３，５００円 ２，５５０円

中人12～１７歳 ４，３００円 ３，３００円

小人３～１１歳 ３，５００円 ２，５５０円

ムーンライトパスポート 大人１８～５９歳 ３，２００円 ２，３００円

(GW・夏休みのナイター ６０歳以上 ２，１００円 １，３００円

営業日、16時以降の販売) 中人12～１７歳 ２，６００円 １，７５０円

小人３～１１歳 ２，１００円 １，３００円

ホテル2DAYパスポート 大人１８～５９歳 ３，３００円 ２，８００円

(ホテル志摩スペイン村宿泊者限定） ６０歳以上 ３，３００円 ２，８００円

   中人12～１７歳 ３，３００円 ２，８００円

小人３～１１歳 ３，３００円 ２，８００円

■利用期間 2019年4月1日～2020年3月31日
■年度内に１回のみ利用可。(会員・登録同居家族)
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区分 券種 通常料金 利用料金

大人 スパーランド入場券 １，６００円 １，１００円

(中学生以上) パスポート ５，２００円 ４，３００円

ジャンボ海水プール入場券 ３，７００円 ３，０００円

ワイドパスポート ６，４００円 ５，６００円

湯あみの島入館券 ２，１００円 １，６００円

小学生 スパーランド入場券 １，０００円 ７００円

パスポート ４，０００円 ３，３００円

ジャンボ海水プール入場券 ２，７００円 ２，２００円

ワイドパスポート ４，８００円 ４，２００円

湯あみの島入館券 １，３００円 １，１００円

幼児 スパーランド入場券 ５００円 ３００円

(２歳以上) パスポート ２，４００円 １，９００円

ジャンボ海水プール入場券 １，５００円 １，２００円

ワイドパスポート ２，８００円 ２，４００円

湯あみの島入館券 ７００円 ５００円

■利用期間 2019年3月1日～2020年2月28日
■年度内に１回のみ利用可。(会員・登録同居家族)

券種 区分 通常料金 利用料金

モートピアパスポート 中学生以上 ４，３００円 ３，２００円

入園＋乗り物乗り放題 小学生 ３，３００円 ２，４００円

2019.4/1～9/30 幼児(3歳以上) ２，１００円 １，５００円

シニア(60歳以上） ３，０００円 ２，０００円

モートピアパスポート 中学生以上 ４，４００円 ３，３００円

入園＋乗り物乗り放題 小学生 ３，４００円 ２，５００円

2019.10/1～11/30 幼児(3歳以上) ２，２００円 １，６００円

2020.3/1～3/31 シニア(60歳以上） ３，１００円 ２，１００円

サマーパスポート 中学生以上 ５，５００円 ４，１００円

(入園＋乗り物乗り放題＋プール） 小学生 ４，３００円 ３，２００円

2019.6/29～9/8 幼児(3歳以上) ２，８００円 ２，２００円

シニア(60歳以上） ３，８００円 ２，８００円

プール 中学生以上 ３，１００円 ２，０００円

(入園＋プール) 小学生 ２，０００円 １，２００円

2019.6/29～9/8 幼児(3歳以上) １，４００円 ９００円

モートピアパスポート 中学生以上 ４，４００円 ２，６００円

入園＋乗り物乗り放題 小学生 ３，４００円 １，９００円

2019.1２/1～2020.2/29 幼児(3歳以上) ２，２００円 １，２００円

シニア(60歳以上） ３，１００円 １，９００円

シニア(60歳以上） ２，７００円 １，８００円

■利用期間 2019年4月1日～2020年3月31日
■年度内に１回のみ利用可。(会員・登録同居家族)
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料金区分 通常料金 利用料金

大人 ２，０５０円 １，７５０円

大学生・高校生 １，５５０円 １，３５０円

中学生・小学生 １，０００円 ８５０円

幼児(３歳以上) ６００円 ５００円

料金区分 通常料金 利用料金

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

■利用期間 2019年4月1日～2020年3月31日

■年度内に１回のみ利用可。(会員・登録同居家族)

■利用期間 2019年4月1日～2020年3月31日

■年度内に１回のみ利用可。(会員・登録同居家族)
現金引換

■利用期間 2019年4月1日～2020年3月31日

■年度内に１回のみ利用可。(会員・登録同居家族)

■利用期間 2019年4月1日～2020年3月31日

■年度内に１回のみ利用可。(会員・登録同居家族)
現金引換

料金区分 通常料金 利用料金

会員 １，５００円 １，０００円

家族(1歳以上) １，５００円 １，３００円

料金区分 通常料金 利用料金

大人 ２，２６０円から３，０７０円 ２，０００円

小人 １，１３０円から１，５４０円 １，０００円



チケット斡旋申込締切日：2019年４月22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

2019年5月26日(日)14:00開演        
【全席自由/一般】

会員800円/家族900円/一般1,000円

第1回ハーティー講談会

文芸セミナリヨ

2019年5月25日(土)13:30開演        
【全席自由】学生もあり

会員640円/家族720円/一般800円

安土文芸の郷歴史講座                                 
「本能寺の変の真実」

文芸セミナリヨ

2019年6月30日(土)14:30開演
【全席指定】高校生以下もあり

会員3,000円/家族3,500円/一般4,000円

ル・フレール
ピアノコンサート

ひこね市文化プラザ

2019年8月4日(日)14:00開演
【全席指定】

会員3,040円/家族3,420円/一般3,800円

キエフ・クラシック・バレエ                         
チャイコフスキー「夢の３大バレエ」

守山市民ホール

2019年7月7日(日)14:00開演
【全席自由/大人】高校生以下あり

会員1,280円/家族1,440円/一般1,600円

ウタのタネ in 守山 vol.09

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8月25日(日)17:30開演
【全席指定】
会員6,500円/家族7,000円/一般7,500円

TOSHIHIKO TAHARA

滋賀県立文化産業交流会館

2019年7月20日(土)①11:00②14:00
【全席指定】

会員2,000円/家族2,250円/一般2,500円

おとうさんといっしょ
レオてつコンサート
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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 ４月22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 １，４００円 4月22日(月)   
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 4月22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、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。

便利 全国35,000店舗の加盟店でご利用いただけます。
    加盟店は、47都道府県すべてにあり、都心部だけで
             なく郊外にも多いのが特徴です。

安心 有効期限はございません。
             お好きな時にご利用いただけます。

信頼 外食産業関連で最大規模の組織であり、40年以上の歴史を持つ(一社)日本フードサービス協会
     を母体としています。

■会員価格：1セット2,500円(500円×5枚) →2,000円
■斡旋数 ：200セット(申込み多数の場合は抽選)
■申込資格：会員のみ 1人1セット
■申込締切：2019年4月22日(月）午後5時
■申込方法：「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。
      お届けは、互助会だより5月号配布時です。おつり
      のないようご準備ください。
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近江トラベル株式会社保険サポートセンター TEL0749-22-3310
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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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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3月31日現在
事業所数 373   会員数 3,313

桜の季節到来。皆様いかがお過ごしですか？
いよいよ新年度がスタートいたしました。今年度も
皆様とご一緒に楽しい事業を企画させていただきま
すので、どうぞよろしくお願いします。
プロ野球ファンの皆様！お待たせしました。
１ページをチェックしてください。観戦バスツアー
の補助のご案内です。一般のお客様もご参加されま
すので、定員いっぱいになってくることも予想され
ます。スケジュールをご確認いただき、お早めのお
申し込みをオススメいたします。
また、テーマパークの割引情報もまとめて
掲載しております。おでかけは、
互助会で割引券をもらってオトクに♪
是非、会員メリットをご利用くださいね。
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。

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。

日時：2019年5月24日(金)16:00～
場所：ホテルサンルート彦根
今年度の評議員会は、上記日程で開催させていただきます。
「互助会だより4月号」に【ご案内】・【出欠ハガキ】を評議員様
宛て同封させていただいております。
是非、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
議題①2018年度彦根地域勤労者互助会事業報告について
  ②2018年度彦根地域勤労者互助会会計決算について
  ③2019年度彦根地域勤労者互助会事業計画(案)について
  ④2019年度彦根地域勤労者互助会会計予算(案)について
  ⑤その他


