
互助会だより

■日  時 令和元年①8月21日(水)・②22日(木)・③23日(金) 18:30～20:00   
    お申込みの際は、必ず日のご指定をお願いいたします。何も記載がない場合、①となります。

■場  所 せんなり亭伽羅(彦根市本町2-1-7 夢京橋キャッスルロード) 現地集合・現地解散

■参加費  大人(中学生以上) 会員2,000円 登録同居家族4,000円 一般5,000円
      小人(小学生以下) 登録同居家族1,500円 一般2,680円(お子様用料理)
      
      ＊登録同居家族とは、会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子 ＊相席となる場合があります。
      ＊皆様の大切な会費を使わせていただき、互助会事業は成り立っています。お申込みの参加者様が
       変更となる場合は、従来どおり参加費差額を集金または返金させていただきますので、ご理解と
       ご協力をお願いいたします。

■定  員 各日50名

■申  込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、7月23日(火)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7月24日(水)午前中に連絡いたします。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８月号配布時にご案内をお持ちしますので、
      参加費はおつりのないようご準備ください。

編集・発行：彦根地域勤労者互助会
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「ボウリング大会に行きたいんやけど、18:30スタートやと仕事が終わらへんから間に
合わへん。残念やわ～。」昨年こんなお声が複数の会員様から寄せられました。

そこで･･･今年は2日間計画し、1日目は通常の18:30～、2日目は19:30～にしました。
１位から３位までの上位賞・ＢＢ賞はもちろん、なんと５位ごとに飛び賞が当ります！
参加賞はもれなく全員に、サブウェイのサンドイッチを
ご用意いたします！
互助会イチオシ  １００名募集の体育イベント。
優勝目指すもよし！運動不足解消もよし！
お仕事帰りにボウリング!!!
ファミリーお揃いでボウリング!!!
お申し込みをお待ちしております！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■日 時：①令和元年9月12日(木)18:30～
         ②令和元年９月13日(金)19:30～
■場 所：ビバシティ彦根ラピュタボウル
■参加費：会員       500円
     登録同居家族  1,000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：各日50名(定員オーバーの場合は抽選)
■詳 細：①2ゲームトータルで行います。
     ②1ゲームにつき、小学生以下は45ピン、        
      中学生以上の女子は30ピン、45歳以上の男子は15ピンのハンディキャップがつきます。
     ③上位賞・飛び賞・ＢＢ賞・参加賞をご用意します。
■申 込：「年齢」「貸靴サイズ」等「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、7月23日(火)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7月24日(水)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８月号配布時にご案内をお持ち
     しますので、おつりのないようご準備ください。



令和元年度はグリーンの小冊子です。
今回配布しておりますので、ご確認くださいますよう
お願いいたします。
ご家庭へお持ち帰りいただき、是非ご活用ください。

■令和元年度事業計画        ･･･１ページ

■シネマ＆チケットをおトクに♪ ･･･２ページ
■テーマパークへ行こう！    ･･･３～５ページ

■割引提携施設一覧       ･･･６～１０ページ

■共済給付事業一覧表      ･･･最終ページ

＊ご不明な点等ございましたら、事務局までどうぞ

お気軽にお問い合わせください。

互助会だより 令和元年 7/1

今回、パンフレットを同封しております。
お肉にこだわったカレー、有名店のカレー、体想いの体に
やさしい大人のカレーなど、全40種のラインナップ。
是非お気に入りを見つけてください。
■申込方法 専用「カレーフェスタ企画販売申込書」に購入
      希望個数、合計金額をご記入のうえ、各事業所
      で代表の方がとりまとめて、株式会社ユニオン
      サービスへファックスにてお申込みください。
■申込締切 令和元年7月26日(金）
■商品配達 商品はご注文承り後、約10日～2週間前後で、
      事業所へ一括にてお届けさせていただきます。
      ＊配達日、配達時間ご指定はご容赦ください。
■支払方法 商品到着後2週間以内に、同封の振込用紙(コ
      ンビニ専用)にてお支払いください。
■商品問合 (株)ユニオンサービス
      〒457-0023 名古屋市南区芝町189番地
      TEL(052)824-4151
■ご注意点 食品ですので、返品・キャンセルはご容赦くだ
      さい。ご注文数に限らず送料は頂戴いたしませ
      んが、事業所でまとめて、一括でご注文いただ
      きますようお願いいたします。
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この度、全福センターは「コンビ」と法人割引契約を締結しました。

コンビショップはコンビの全アイテムをご紹介している公式オンラインショップです。コンビショップ限定のおトク
なセットも各種ご用意しておりますので、ご家族・お友達・同僚の方へのプレゼント用にもご利用いただけます。
運用開始日 令和元年8月1日(木)
利用対象者 全福センター会員様および二親等以内のご家族様
会員特典  商品価格に応じて、会員限定割引クーポン利用可

利用方法  全福センターホームページにある専用WEBサイトからご購入、決済いただきます。
      ①クーポン掲載ページにて専用クーポンを確認
      ②クーポン掲載ページにあるリンクからコンビショップへ(新規でページが開きます)
      ③商品を選んでカートへ入れる⇒決済画面へ
      ④決裁画面STEP１「買い物かごの中身」で選んだ商品を確認
      ⑤決裁画面STEP２「ご注文方法の指定」で購入金額に合わせてクーポン番号を「発行No」欄に入力
      ⑥決裁画面STEP3「ご注文内容の確認」でクーポン金額分が割引されていることを確認
       ⇒STEP4「ご注文完了」へ
送料    商品代3,000円(税抜)以上無料
支払い方法 クレジットカード、代金引換払い(別途手数料かかります）、コンビニエンスストア前払い、ケータイ
      請求書払い、楽天ペイからお選びいただけます。
契約記念キャンペーン･･･さらにおトクとなる期間限定キャンペーンを実施します。
      期間：令和元年8月1日(木)～10月31日(木) 内容：特別割引クーポンの提供
      32,400円(税込)以上のお買い物で4,500円のクーポン(通常は3,000円)
      54,000円(税込)以上のお買い物で7,500円のクーポン(通常は5,000円)
その他   コンビショップご利用にあたり、【会員登録をして購入】【会員登録をせずに購入】が選択できます。
      会員登録を行った際のメリット
      ①お買い物金額に合わせてポイント付与
      ②会員様限定価格商品を購入いただけます
      ③お買い得情報などをメルマガでお知らせ

商品価格(税抜) 対応クーポン券(割引)

5,000円～9,999円 500円

10,000円～29,999円 1,000円

30,000円～49,999円 3,000円

50,000円～69,999円 5,000円

70,000円～99,999円 7,000円

100,000円以上 10,000円

全福センターホームページでは、
以下をご入力ください。

    ログインID  kk
    パスワード  zenpuku



補助額 大人500円 小人400円 幼児300円(会員・登録同居家族のみ) お買い物利用不可
＊専用利用補助券が必要です。会員証提示での割引はありませんので、ご注意ください。
＊天候により開園時期が多少変更になることがあります。必ず事前に各園へお問い合わせください。
＊期間中、1か所のみの補助となります。ご希望の果樹園を明記し、「共通斡旋申込書」にその他必要事項を

ご記入のうえ、7月23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８月号
配布時です。

果 樹 園 名 樹 種 開園期間 開園時間 補助券利用時の入園料

くよもん農園(要予約）

愛知郡愛荘町東円堂958

TEL 0749-42-4809

ブルーベリー
７月１５日～  

８月２０日頃
9:00～17:00

大人(中学生以上）            ７００円

1パックおみやげ付き

アグリパーク竜王観光果樹園

蒲生郡竜王町山之上6526

TEL 0748-57-1311

ぶどう

梨

８月上旬～

１２月上旬  

9:00～17:00

(受付16:00

まで）

大人(中学生以上)  ぶどう８００円

          梨 ７００円  

小人(小学生)       ６００円

幼児(３歳以上)       ４００円

柿

大人(中学生以上)           ５００円

小人(小学生)           ４００円

幼児(３歳以上)          ２００円

今荘観光ぶどう園

長浜市今荘町1418

TEL 0749-74-1322

ぶどう
８月上旬～

     ９月下旬

9:00～17:00

(受付16:00

まで

大人(中学生以上)       ７００円

小人(小学生)           ５００円

幼児(３歳以上)         ３００円

マキノピックランド

高島市マキノ町寺久保835-1

TEL 0740-27-1811

ブルーベリー

ぶどう〔品種：

ヒムロッド・

シードレス〕

ぶどう〔品種：

ヒムロッド他〕

６月下旬～

９月上旬

８月上旬～

８月中旬

８月中旬～

９月中旬

  

9:00～16:00

大人(中学生以上)          ７００円

小人(小学生)           ４００円

幼児（３歳以上）         ２００円

大人(中学生以上)           7００円

小人(小学生)           ４００円

幼児（３歳以上）         ２００円

大人(中学生以上)    １，1００円

小人(小学生)            ８００円

幼児（３歳以上）         ５００円

く り
９月中旬～

１０月中旬  

大人(中学生以上)    １，１００円

小人(小学生)          ４００円

互助会だより 令和元年 7/1



(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 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、
7月23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8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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夏／遊園地入園＋サファリ+プール
冬／遊園地入園＋サファリ＋アイススケート
(有効期限：令和２年3月31日)

おとな(中学生以上)   3,500円→2,600円  
子ども(小学生)      2,000円→1,500円
幼児(3歳以上)   1,200円→ 900円  
(遊園地内アトラクションの利用料金は含まれていません。)

    
■申込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、7月23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8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 令和元年 7/1

滋賀県勤労者互助会連合会提携施設です。互助会会員証提示で、会員と
同伴者(会員含め5名まで)は下記割引が受けられます。

Ａコース 休憩所・潮干狩り・アミ袋・貸し熊手・貝汁
        700円→  650円
Ｃコース Ａコース＋貝めし＋名物焼貝（あさり・はまぐり・大あさり）
     2,200円→1,900円
専用駐車場があります。
台風等でご利用できない場合があります。
必ず事前にご予約をお願いします。

三重県津市御殿場浜海岸 TEL 059－226－1382

本パスポートは、期間中、特別料金で入園することができ、コーポレートプログラム利用券(会員のみ500円割
引券)を併用することで、更にお得にパスポートを購入いただくことも可能です。
また、今年度より、いつでもどこでもご購入が可能なオンラインによる販売となり、大変便利になります。
この機会に是非、東京ディズニーリゾートへお出掛けください。

■実施(入園)期間
令和元年9月1日(日)～9月30日(月)※土日祝日含む全日(入園制限中のパークではご利用いただけません。)
期間中「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日ご利用いただけます。

■販売期間
令和元年8月1日(木)～9月30日(月)（※9月30日の販売時間：18時まで)

■パスポート料金(下記料金に500円割引券を併用することができます。会員のみ500円割引・年1回)
大人(18才以上)          7,400円→6,800円
中人(中学・高校生 12～17才) 6,400円→5,900円
小人(幼児・小学生 4～11才) 4,800円→4,400円

■注意点
本パスポートは「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」以外での販売はございません。
従来の購入申込書はございません。チケットブースにお越しいただいてもご購入いただくことはできません。
お支払方法はクレジットカード決済のみとなります。 その他詳細は、互助会事務局へお問い合わせください。



申込締切日：令和元年7月23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。

滋賀県立文化産業交流会館

令和元年9月14日(土)18:00開演        
【全席指定/一般】青少年もあり 

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

大阪コンサートブラス                 
The 10 Piece

ひこね市文化プラザ

令和元年8月10日(土)①11:00②14:30
【全席指定】

会員3,500円/家族4,000円/一般4,500円

夏休み！よしもとお笑いライブ
in ひこね ２０１９ (抽選)

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
キエフ・クラシック・バレエ

チャイコフスキー夢の三大バレエ

令和元年8月4日(日)14:00開演 7月18日締切
【全席指定/一般】

会員3,040円/家族3,420円/一般3,800円
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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 7月23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 7月23日(火)  
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 7月23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。

互助会だより 令和元年 7/1

六大浮世絵師の優品が集結！
春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重

■会期 2019年8月10日(土)∼9月29日(日)
■場所 大阪市立美術館
■価格 一般1,200円→会員960円
           登録同居家族1,080円
    (大高校生もあり)

アメリカ人女性メアリー・エインズワースの浮世絵
コレクションは、初期から幕末までの浮世絵の歴史
をたどることができるうえに、春信や歌麿など六大
浮世絵師の名品を含む優れた内容で知られていま
す。本年は、選りすぐりの珠玉の200点余を紹介す
る、はじめての里帰り展です。

■申込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入の
    うえ、7月23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8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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宿泊券 8,100円→7,600円
＊会員1人につき最大4枚まで/現金と引換
＊有効期限：概ね1年
＊予定枚数：100枚(抽選の場合あり)
＊ご宿泊のご予約は、各自でお願いします。
＊フロントにてチェックインの際、ご提示ください。
＊湯快リゾート各館でのご宿泊・ご飲食でご利用できます。
＊釣り銭のお渡し、現金との引換、払戻はできません。＊入湯税は、別途ご負担いただきます。
■申 込：「共通斡旋申込書」により、7月23日(火)午後5時までにファックスでお申し込みください。

さらに「会員証」の提示でうれしい割引サービスが受けられます♪
上記「宿泊券」との併用ができて⇒さらにお・ト・ク！
湯快リゾート公式ＨＰまたは湯快リゾート予約ダイヤルからの直予約のみ対象となり、それ以外の方法で予約された
場合は対象外となりますので、ご注意ください。

1泊2食付基本料金に対し、                                                    
大人の方全員が基本料金500円引き(中学生以上）  55歳以上の場合は550円引き                       

免許証等年齢を証明できるものをご提示ください。＊他のサービス券やキャンペーンとの併用は不可となります。
利用方法 電話予約⇒予約センターに「全福センター会員」「宿泊券利用」であることを伝え、ご予約ください。
     ご利用時にフロントで、「会員証」をご提示ください。

新しく「ＶＩＰ ＴＩＣＫＥＴ」入荷いたしました！事務局にあります！
■申 込：「共通斡旋申込書」により、7月23日(火)午後5時
               までにファックスでお申し込みください。

1室4名様以上(中学生以上）のご宿泊で、１名様宿泊無料！(土
曜日・その他除外日あり)                                  
1室4名様以上･･･1名様無料  1室3名･･･1名様半額                                     
1室2名様･･･1室1,000円引き  

ご予約は予約センターへお電話でお申込みください。                   
ご予約の際、「ＶＩＰ ＴＩＣＫＥＴ利用」とお伝えください。                          
フロントにてチェックインの際、本券をご提示ください。                                      
その他特典、プラン、割引との併用不可となります。                        
1組様1泊につき1枚のご利用に限ります。                      
ご宿泊総額から、お1人様の基本宿泊料金が無料、または半額・
割引となります。(ご飲食・お土産代・入湯税等含みません。)               
入湯税は別途ご負担いただきます。(中学生以上お1人様150円)
本券のコピー、転売はできません。

ご注意点  「湯快リゾート宿泊券」・「会員証提示割引」の併用可能                                             
「湯快リゾート宿泊券」・「会員証提示割引」・「ＶＩＰ ＴＩＣＫＥＴ」のトリプル併用不可

お届けは、互助会だより8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。
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早いもので、もう7月。今年も半分が過ぎました。
皆様、いかがお過ごしですか？
今月は、今年度の目玉事業「せんなり亭伽羅サマー
ディナー会」をご案内しております。
互助会の会員様・ご家族様用に特別メニューをご用意
いただきますよ。会員様はなんと･･･定価の6割引!!!
是非、ご検討いただきたいと思います。
夏を迎え、どうぞお体を大切にお過ごしくださいね。
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6月30日現在
事業所数  374
会員数  3,358

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♪

全国のミスタードーナツでご利用いただける『ミスタードーナツ商品券』♪                             
有効期限はありませんので、どうぞご安心くださいね。                                                         
話題の新商品もとっても気になりますが、                                
いつものお気に入りは、絶対に外せません。
さぁ、おトクにドーナツを楽しみましょ(^^)

＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
会員1名につき２セットまで注文できます。
(２００セット限定）

2,500円(500円券×５枚）⇒→⇒ 2,000円
■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、7月23日(火)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7月24日(水)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9月号配布時にお持ちしますので、
       おつりのないようご準備ください。
      

夏季休業のお知らせ
8月14日(水)～16日(金)を休業

させていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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