
互助会だより

café du mbfは、イタリアンをベースにコーヒー・
ケーキ・パンも手掛けておられる、
株式会社ベースワンさんの直営カフェです。
テラリウムとは、ガラス容器等の中で植物を栽培する
ことで、手軽に緑を楽しむことができる園芸として、
人気が高まってきています。今回、お1人にお1つずつ
このテラリウムを作ります。
ドルチェバイキングはたっぷり1時間♪
ケーキは、ショートケーキ・モンブラン・ムース・
季節のフルーツを使ったタルト・ブリュレ・ゼリー。

焼き菓子は、焼ドーナツ・フィナン
シェ・マドレーヌ・マフィン・パウ
ンドケーキ。他に、ジェラート・
サンドイッチ・ピザ・キッシュ・
コーヒー・紅茶・ソフトドリンク。
どうぞお好きなものをお好きなだけ
お召し上がりくださいね。
皆様のご参加をお待ちしております。

■日 時 2019年6月23日(日)
    ①9:00～10:30②14:30～16:00 ①②選択必須

       
■場 所 café du mbf 米原市米原６６１ ☎0749-52-5330
     現地集合・現地解散 (駐車場台数が限られているため、グループ乗り合わせでお越しください。)

■参加費 大人(中学生以上） 会員１，5００円 登録同居家族２，０００円 一般２，８００円
     子ども(小学生）  登録同居家族１，２００円 一般２，０００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

■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)
     抽選となった場合、残念ながら外れた方には5月27日(月)午前中にご連絡いたします。何も連絡
     がない場合はご参加いただけます。互助会だより6月号配布時にご案内をお持ちいたしますので、
     参加費はおつりのないようご準備ください。
     
■申 込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、5月24日(金)午後5時までにファックスでお申
     込みください。

＊テラリウムの植物およびドルチェバイキングの内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

中小企業様の福利厚生をお手伝い♪   

編集・発行：彦根地域勤労者互助会
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写真はイメージです
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今年も夏休みワークショップを計画しました。
自然がいっぱいの多賀町にある高取山ふれあい公園
で、間伐材を使った「家の貯金箱」を作ります。
小さなお子様から大人の方まで幅広くお楽しみいた
だけますよ。
夏休みの思い出に･･･ご参加をお待ちしております。

■日 時 2019年7月23日(火)10:00～11:00        

■場 所 高取山ふれあい公園 木工教室
     犬上郡多賀町大字藤瀬1090-1 ☎0749-49-0635
     現地集合・現地解散 駐車場あり

■参加費 大人(中学生以上）・子ども（２歳～小学生)
     会員・登録同居家族  500円
     一般        1,700円(子どもは1,600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 40名(定員オーバーの場合はグループごとに抽選)

     抽選となった場合、残念ながら外れた方には5月27日(月)午前中にご連絡いたします。何も連絡
     がない場合はご参加いただけます。互助会だより6月号配布時にご案内をお持ちいたしますので、
     参加費はおつりのないようご準備ください。
     
■申 込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、5月24日(金)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

■有効期限 ～2019年11月24日(日)
営業時間・料金は時期により異なります。詳細は
びわ湖バレイホームページをご確認ください。

■ロープウェイ往復料金(1枚で5名様まで利用可)
大人     通常料金から300円引き
小学生    通常料金から100円引き
幼児(3歳以上)  通常料金から100円引き

■駐車場
平日1,000円 土日祝2,000円

■申込方法 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、5月24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6月号配布時です。)



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6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

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
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■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)



申込締切日：2019年5月24日(金)午後5時
■「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、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)
■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。

ハーティーセンター秦荘

2019年6月15日(土)14:00開演        
【全席指定】

会員1,200円/家族1,350円/一般1,500円

第8回お笑い七夕ハーティー寄席

栗東芸術文化会館さきら

2019年8月24日(土)17:00開演 限定15枚      
【全席指定Ｓ席】

会員4,500円/家族5,000円/一般5,500円

元ちとせコンサート

ひこね市文化プラザ

2019年8月18日(日)①11:30②14:00
【全席指定】

会員2,240円/家族2,520円/一般2,800円

きかんしゃトーマス ファミリー
ミュージカル ソドー島のたからもの

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」
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「互助会だより4月号」に詳細を掲載しております。ご確認のうえ、どうぞご利用ください。

■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



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 5月24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 5月24日(金)  
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 5月24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。
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自転車のテーマパーク、関西サイクルスポーツセン
ターフリーパスを斡旋します。(現金引換)
レッツ！！コギコギ！！エクササイズ！！

■価格 フリーパス(入場＋乗り放題)
おとな(中学生以上） 2,800円→2,400円
こどもＡ(3歳～小学生：身長110cm以上）

           2,500円→2,100円
こどもＢ(3歳～小学生：身長110cm未満)

              1,700円→1,300円
シルバー(60歳以上) 2,000円→1,900円

＊こどもＢをご購入されたお子様がご利用当日、
身長110cmを超えられた場合は、差額を現地で
集金されますので、予めご了承ください。
＊駐車料金(一日)普通車1,000円が必要です。
■申込 「共通斡旋申込書」により5月24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6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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初公演から60年以上に渡り、素晴らしい夢を
届けてくれている国立ボリショイサーカス。
「空中ブランコ」に代表される、人間技を超越
したアクロバットの数々。
猛獣なのに愛らしいしぐさで観客を釘付けにす
る熊のサーカス。
ステージで疾風のように駆ける迫力満点の馬の
サーカス・ジギド。
思わず微笑む犬や猫のサーカスなど
次々に繰り出される鍛え抜かれたサーカス芸術
は、世界最高レベルのものばかり。
お約束のピエロは、観客を笑いの世界に誘いま
す。
夏休みの思い出に、この夢のステージをお楽し
みください。

■会場 島津アリーナ京都(京都府立体育館)

■日時 7月20日(土)①11:00 ②14:00
    7月21日(日)①11:00 ②14:00
    7月22日(月)①11:00 ②14:00
    7月23日(火)①11:00 ②14:00
    上演時間 約2時間(休憩15分含む)

■価格 4,400円→会員3,400円
         登録同居家族3,900円
    大人・子ども同一料金 3歳以上有料

■申込：「共通斡旋申込書」により5月24日(金)午後5時までにファックスでお申込みください。
お申し込み後の変更・キャンセルは一切受付されません。また、満席となった公演は随時締め切られます。
(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。）

ボリショイサーカスはロシアのサーカスです。古くから
様々な芸術を育んできたロシアでは、サーカスの出演者
たちはアーティスト(=芸術家)と呼ばれます。人間の持
つ身体能力の極限を表現するもの、また特別な技術で動
物を調教し、共にステージに立つことも芸術表現である
と考えられているからです。ロシア国内には41のサーカ
ス専門劇場のほか多数の移動サーカスがあり、サーカス
アーティスト育成の場としてのサーカス学校や新しい演
技を創作するためのスタジオも含め、サーカス芸術を長
期的視野で創造するための環境が整っています。4000人
以上のアーティストとスタ ッフ、6000頭以上の動物か
ら選ばれた演目によってボリショイサーカスの日本公演
は編成されています。
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ドレス・コード？［着る人たちのゲーム］
■会期 2019年8月9日(金)∼10月14日(月・祝)
■場所 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・高校生もあり
今日来ている服、あなたはどうやって選びましたか？制服、スーツ、ジーンズ、Ｔ
シャツ、ジャージ、ワンピース、トレンチコート･･････。その時の気分で選ぶこと
もあれば、何をするか、誰に会うかで決めることもあるでしょう。コスプレのよう
に自分とは別の＜だれか＞になろうとすることだってあります。一方で、ファッ
ションは「着る」だけでなく、「視る/視られる」ものです。特定の文化や社会、グ
ループで通用するコードがあり、そこから駆け引きあるいはゲームにも似た自己と
他者とのコミュニケーションが生まれています。インターネットとＳＮＳの普及に
よって、誰もが自らの装いを自由に発信できるようになった現在、私たちとファッ
ションのかかわり方もまた新しい局面を迎えています。本展では、ファッションや
アートのほか、映画や漫画などに描かれたファッションも視野に入れながら、現代
社会における新たな＜ドレス・コード＞、わたしたちの装いの実践(ゲーム)を見つ
め直します。

横山崋山展
■会期 2019年7月2日(火)∼8月17日(土)
■場所 京都文化博物館
■価格 一般 1,200円→会員960円 登録同居家族1,080円
    大高生・小中生もあり

     

近世後期の京都で活躍した画人、横山華山。かつては都を代表する絵師の一人と
して知られ、山水、花鳥、人物など様々な主題で印象的な作品を残した人物で
す。彼の風俗画や名所絵は特に名高く、京の風景や人々を超絶技巧で描き出しま
した。本展は、今や知られざる人となった華山の画業を振り返る、初めての大規
模展覧会です。華山が師と仰いだ、曾我蕭白の作品なども併せてご覧頂きなが
ら、京に生き、愛された華山芸術の粋をご紹介します。 

ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道
■会期 2019年8月27日(火)∼12月8日(日)
■場所 国立国際美術館（大阪・中之島）
■価格 一般 1,400円→会員1,120円 登録同居家族1,260円
    大学生・高校生もあり
1など、それぞれの領域を超えて新しい芸術を求めた、ウィーン独自の装飾
この時代に、画家グスタフ・クリムト（1862-1918）やエゴン・シーレ（1890-
1918）、建築家オットー・ヴァーグナー（1841-1918）、アドルフ・ロース
（1870-1933）など各界を代表する芸術家たちが登場し、ウィーンの文化は黄金時
代を迎えます。本展は、ウィーンの世紀末文化を「近代化（モダニズム）への過
程」という視点から紐解く新しい試みの展覧会です。18世紀の女帝マリア・テレジ
アの時代の啓蒙思想がビーダーマイアー時代に発展し、ウィーンのモダニズム文化
の萌芽となって19世紀末の豪華絢爛な芸術運動へとつながっていった軌跡をたどる
本展は、ウィーンの豊穣な文化を知る展覧会の決定版と言えます。

■申込：「共通斡旋申込書」により5月24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6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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■各種研修や会議･イベント･セミナーなど
皆様の多目的な用途に応じて大小様々な
会議室をご用意しております。

■会議用お弁当やご会食、
各種ご宴会のご予約も
承っております。
どうぞお気軽にご利用ください。
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皆様、お元気ですか？
いよいよ新元号「令和元年」がスタート。
新たな時代の幕開け、この瞬間に立ち会えたコトが
うれしいですね。
さて今月、事務局からのオススメは･･･2つ。
1つ目は、
「café du mbf テラリウム＆ドルチェバイキング」
です。米原市の古民家を改装された趣きあるカフェ
で、どうぞ初夏の休日をお楽しみください。
2つ目は、
「夏休みワークショップ 親子 DE 木の工作」です。
家の貯金箱を、夏休みの宿題にしちゃいましょう。
もちろん、大人の方だけのご参加も大歓迎です。
皆様のお申し込みをお待ちしております。
それではまた来月(^^)/
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201９ＭＩＯびわこ滋賀ホームゲーム全試合(下記日程のみ)共通入場券を斡旋いたします。(現金引換)
■価格：大人1,000円→800円 こども(小中高校生)500円→400円 未就学児は無料
■申込：「共通斡旋申込書」により5月24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6月号配布時です。おつりのないようご準備ください。）

〒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

全福センター会員の皆様へ
まとめ買いなら、今がチャンス!!
クールビズ特集!!
今回おトクな割引クーポン券付チラシを
同封しております。
クーポン券有効期間は2019年9月30日
までです。どうぞご利用ください。

月々               円の会費で

会員と同居のご家族の方を対象に
多彩なメニューをご用意しています！
あなたの『お気に入り』を見つけて
互助会ライフをお楽しみください♪

TEL (0749)27－6787
FAX (0749)27－6802
mail info@joyful-hikone.jp       
HP  http://www.joyful-hikone.jp

2019年4月30日現在
事業所数  373
会員数  3,307


