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令和元年 6/1

『夏休みの工作、何にしようかな？』
そろそろこんなコト、考える時期に
なりました。
今回、互助会で初めて左記商品
①②③を特別価格で斡旋します。  
夏休みまでにお手元に届きますので、
どうぞご安心くださいね。
互助会補助もあっておトク♪
この機会に･･･いかがですか？

■価  格：
①サンドキャンドルアート
  1,620円→1,000円(限定数20)

②ガチャクラフト貯金箱      
  1,080円→   500円(限定数20)
      
③ソーラーエコハウス         
  1,080円→   500円(限定数20)

会員お1人につき、合計2点まで申込可。

■申込方法：「共通斡旋申込書」に必要事項   
をご記入のうえ、6月20日(木)午後5時までに
ファックスでお申込みください。
      
抽選となった場合、残念ながら外れた方には
6月21日(金)午前中にご連絡いたします。
何も連絡がない場合はご購入いただけます。
互助会だより7月号配布時に商品をお持ちいた
しますので、おつりのないようご準備ください。
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去る5月24日(金)午後4時より、ホテルサンルート彦根におきまして、令和元年度評議員会を開催いたしました。
大久保会長、梅田理事長のご挨拶に引き続いて議事に入り、各議案について伊藤議長のもと慎重に審議され、
いずれも原案どおり可決承認されました。その後懇親会が開催され、和やかな雰囲気の中、親睦を深めていただ
くことができました。ご出席いただきました皆様、どうもありがとうございました。なお、当日ご欠席の評議員
の方には、今回『評議員会議案書』を同封しておりますので、ご確認ください。

役員名簿(令和元年5月24日現在)

役員名等 氏      名 所                属 地    区

  会   長 大久保 貴 彦根市長 彦根市

  副 会 長 有村 国知 愛荘町長（愛知郡町村会長） 愛荘町

   〃 久保 久良 多賀町長（犬上郡町村会長） 多賀町

評）理 事 長 伊藤 晃 (株)伊藤仏壇 彦根市

  評）副理事長 上川 悟史 (株)一休庵 甲良町

  評） 〃 土沢 誠 (株)ナツハラ   豊郷町

  指）常務理事 辻 宏育 彦根市産業部長 彦根市

  評）理事・評議員会議長 早川 隆士 早川工芸(株) 彦根市

評）理  事 一圓 外志夫 一圓テクノス(株) 彦根市

評）    〃 大西 和弥 彦根観光バス(株) 彦根市

評）    〃 田中 幸一 ＴＤＳ(株) 彦根市

評）    〃 古川 博敏 (特非)ホームスイートホーム 彦根市

評）    〃 清水 智弘 (株)清水鐵工所 彦根市

評）    〃 岡部 透 岡部手袋(株) 愛荘町

評）    〃 里西 一郎 近江印刷(株) 愛荘町

評）    〃 田中 和彦 (株)ケレスたなか 多賀町

評）    〃 高月 多智男 彦根市産業部次長兼地域経済振興課長 彦根市

評）    〃 北川 三津夫 愛荘町商工観光課長 愛荘町

評）    〃 山田 篤史 豊郷町産業振興課長 豊郷町

評）    〃 飯尾 俊一 多賀町産業環境課長 多賀町

評）    〃 中村 康之 甲良町産業課長 甲良町

指）監  事 中川 八州男 彦根商工会議所 彦根市

評）   〃 門野 理 豊郷町商工会 豊郷町

  参   与 梅田 満壽雄 (有)梅田レース 愛荘町



日   時 区分 イベント

4 月

5 月 24日(金) 評議員会交流会

6 月

８日(土)・９日(日) 食
うなぎ・ひつまぶし炭櫓ランチ＆                  

ラ コリーナ近江八幡ツアー

23日(日) カルチャー NEW café du mbf テラリウム＆ドルチェバイキング

7 月 23日(火) カルチャー NEW 夏休みワークショップ 親子 ＤＥ 木の工作

8 月 21日(水)・22日(木)・23日(金） 食 目玉 サマーディナー会 千成亭伽羅

9 月 未定 体育 ボウリング大会

10 月

未定 地域貢献 ボランティア清掃活動

未定 体育 NEW ゴルフレッスン

11 月

未定 食 秋のランチ会

未定 体育 連合会ウォーキング事業 

12 月 未定 カルチャー NEW お片付けセミナー

1 月

2 月 未定 食 春のランチ会

3 月

令和元年度は、下記内容でイベント等実施させていただく予定です。                              
日程・内容等変更する場合がありますので、予めご了承ください。                                         
詳細は、『互助会だより』で随時ご案内いたします。どうぞお楽しみに♪
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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

海遊館のコンセプトは、
「地球とそこに生きるすべての生き物は、
互いに作用しあう、ひとつの生命体である。」
という考えに基づいています。
地球上のあらゆる生き物は、地球という一つの生態系の中で、
お互いに密接なつながりをもちながら生きているのです。

このつながりは、火山と生き物の関係にも見られます。
太平洋を取り囲む「環太平洋火山帯（リング・オブ・ファイア）」                         
と多くの生き物たちが生息する地域                                 
「環太平洋生命帯（リング・オブ・ライフ）」は
ほぼ一致しています。
環太平洋火山帯の活動が、各地域に様々な環境をもたらした結果
そこには多種多様の豊かな生命が暮らすようになりました。
海遊館の旅は、緑あふれる“日本の森”からはじまり
自然界の水の流れとともに、海の中へと進みます。
地球でもっとも広大な海“太平洋”を中心に、
様々な表情を見せる、この環太平洋の自然環境をめぐります。

■申込方法：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、6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。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。

■利用期間 令和元年4月1日～令和2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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■利用期間 令和元年4月1日～令和2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

大人 ２，５９０円から３，０７０円 ２，０００円

小人 １，３００円から１，５４０円 １，０００円

■申込方法：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、6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。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。

詳細は琵琶湖汽船ホームページ
でご確認のうえ、ご予約は各自
でお願いします。

互助会だより 令和元年 6/1 Page 5



申込締切日：令和元年6月25日(火)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

令和元年7月28日(日)13:30開演        
【全席指定/一般】18歳以下もあり

会員1,200円/家族1,350円/一般1,500円

ファミリーミュージカル宝島

八日市文化芸術会館

令和元年8月18日(日)①11:30②14:00
【全席指定/おとな】こどももあり

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

かいけつゾロリ まほうつかいのでし

近江八幡市文化会館

令和元年8月4日(日)16:00開演
【全席指定/Ｓ席】Ａ席・小学生以下もあり

会員4,000円/家族4,500円/一般5,000円

劇団四季 はだかの王様

守山市民ホール

令和元年10月5日(土)16:30怪宴         
【全席指定】

会員4,500円/家族5,000円/一般5,500円

MYSTERY NIGHT TOUR 2019        
稲川淳二の怪談ナイト 滋賀守山公演
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ひこね市文化プラザ

令和元年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
宝塚歌劇雪組全国ツアー

斡旋枚数限定 ①②それぞれ10枚ずつ

守山市民ホール 第16回   令和元年  9月  1日(日)14:00開演
第17回 令和元年10月20日(日)14:00開演
第18回 令和元年12月15日(日)14:00開演        
【全席自由】

3講座セット
   会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

各回単独(一般)  会員640円/家族720円/一般800円
各回単独(25歳以下)会員400円/家族450円/一般500円

ルシオール音楽塾
                   

第16回 プッチーニ  歌劇『ラ・ボエーム』
  第17回 ドヴォルザークの室内楽
       第18回 シューベルトの歌曲

令和元年11月2日(土)①14:00②18:00        
【全席指定/Ｓ席】Ａ席もあり

会員7,000円/家族7,500円/一般8,000円



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 6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 １，４００円 6月25日(火)  
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 6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、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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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 大高校生もあり

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 大高校生もあり

■申込：「共通斡旋申込書」により6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。
(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。

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。



「まるごとスペシャル」を今年も実施いたします♪
「互助会だより8月号」でご案内し、お申込みのあった会員様に抽選で1,000円割引
券(年1回/枚数限定)を発行いたします。                    
ご利用期間は令和元年10月～11月の2カ月間となります！
この度、ご協力いただける会員事業所参加店様をジャンルを問わず、大募集いたし
ます。下記フォームに必要事項をご記入のうえ、6月28日(金)午後5時までにファッ
クスでお申込みください。(複数店ある場合は、1店に                    
1枚ずつご記入をお願いいたします。)
＊＊『まるごとスペシャル』実施要項＊＊                             
■実施期間■ 令和元年10月1日～11月30日
■利用方法■ 会員が有効期間中に参加店で、会計時に「会員証」と「割引券」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。)
■精算方法■ 期間終了後、会員から提出された「割引券」と請求書(様式問わず）
       を互助会へご提出いただきます。後日、互助会からご指定口座へ
       1,000円×枚数分の代金をお振込させていただきます。

店     名

住所・電話番号 滋賀県                電話番号（     ）

業 種・内 容

営業時間・定休日 営業時間               定休日

ご 担 当 者 名

会員証提示による割引 あり(内容：                        ）・なし

ＰＲコメント(30字程度)
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■期間 7月6日(土)～9月1日(日)
    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
    ②入園+プール入場券(プールエリア内スライダーのご利用は別途料金が必要です。)
    おとな(中学生以上）    2,300円→1,900円   こども(2歳から小学生) 1,300円→1,100円

■駐車 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、6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。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。



会費1ヶ月分の補助金が給付される制度です。
職場旅行・忘新年会・・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！
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・明細書写し

     

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/オプション含む)受診で、
年1回のみ会員お1人につき3,000円を補助！

  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(オプション含む)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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6/1～明細書も
つけてください

6/1～オプション
含みます
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早いもので、令和元年も1ヶ月が過ぎましたね。
皆様、いかがお過ごしですか？
互助会では、５月24日に評議員会を終え、事業も本格
化してまいりました。

今月は家庭常備薬斡旋をご案内しております。なんと
最大62％OFFのものもあり･･･是非チェックしてみて
ください。お届けは7月中旬を予定しております。

さて、会員様のご要望にお応えして、昨年から斡旋が
始まった「芝政ワールドスーパーパスポート」！
今年ももちろん取り扱います。プールは6月29日から
スタート予定です。互助会でチケットを買って、どう
ぞおトクにお楽しみくださいね♪  

それではまた来月(^^)/

〒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

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

令和元年5月31日現在
事業所数  372
会員数  3,339

■配送予定：令和元年7月中旬頃 各事業所へ個人ごとに袋詰めしてお届けします。

■申込方法：申込書を6月号互助会だよりに同封しておりますので、会員ごとに
      申込書をご記入いただき、事業所単位で互助会へご提出ください。
■申込締切：令和元年6月25日(火)午後5時互助会事務局必着
■支払方法：納品時に振込用紙を同封しますので、各事業所ごとに白石薬品㈱へお振込みください。
      振込手数料は業者負担、コンビニエンスストアや郵便局でご利用いただけます。
■問合わせ：白石薬品㈱ 大阪支社 ☎(072)961-7471(平日9時∼17時)

(一部アトラクション別途料金必要)
スーパーパスポート(有効期限:令和元年11月30日)
入場料＋プール・アトラクション(期間中1回のみ利用可)
おとな(中学生以上)  3,700円→3,200円
子ども(3歳～小学生)2,600円→2,400円
シニア(65歳以上)    2,600円→2,400円   現金引換
■申込方法：「共通斡旋申込書」に必要事項を
      ご記入のうえ、6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。
      (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。)

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♪
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