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互助会では、初めて「ゴルフレッスン」を開催いたします♪
ＮＧＦインストラクターによるグループレッスンとなります。
初心者さんも･･･経験者さんも･･･どうぞお気軽にいらしてください！

■日 時：令和元年10月13日(日) ①10:00～11:00(定員10名)
               ②14:00～15:00(定員10名)
■場 所：多賀ゴルフ練習場 犬上郡多賀町敏満寺555 現地集合・現地解散
■参加費：会員 500円 登録同居家族 2,000円 一般3,460円
     グループレッスン料2,000円・ＩＣカード作成料300円・ＩＣカードチャージ分1,000円(次回以降
     利用可)・スポーツドリンク160円・レッスン時のボール代を含む
     ＊登録同居家族とは、会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子
     ＊お子様は安全面を考慮し、受付できません。20歳以上の方に限定させていただきます。
■その他：当日は、動きやすい服装・運動靴でご参加ください。
     クラブ・グローブをご持参ください。(クラブ･･･貸し出し用あり/グローブ･･･店内購入可能)
■申 込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、9月24日(火)午後5時までにお申込みください。
     希望時間①10:00～11:00 ②14:00～15:00いずれかをご記入ください。何も記載がない場合、
     ①とさせていただきます。
     空欄に「初心者」「経験者」を明記ください。
     抽選となった場合、残念ながら外れた方には9月25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10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。    

写真はイメージです
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第４回 滋賀県勤労者互助会連合会共同事業

滋賀県勤労者互助会連合会では、平成28年度より県下の10互助会・サービスセンター合同で
ウォーキング事業を実施しており、第4回となる今年度は、晩秋の大津膳所・石山寺の散策を楽
しんでいただくこととなりました。

大津膳所の町と言えば、江戸時代、膳所藩本多氏7万石の城下町でした。また石山寺は言わず
と知れた紫式部・源氏物語のゆかりのお寺であり、この時期は紅葉が真っ盛りです。

当日は、びわ湖大津プリンスホテルに集合。ホテル36階のレストランで
特製「松花堂弁当」の昼食の後、大津膳所・石山寺の散策へ いざ出発！！

道中では、大津の町中を走る京阪電車石坂線（いっさかせん）に揺られ、  
観光船・一番丸に乗船し瀬田川クルーズと、深まりゆく秋の一日、大津の  
魅力をたっぷりとご堪能ください。

連合会からの補助もあり、大変お得にご参加いただけます。おおぜいの
会員の皆様・ご家族のお申し込みを心からお待ちしています。

日 時  令和元年11月23日(土･祝日)11:00～16:00(予定) 小雨決行(雨具等各自要準備)  

※おことわり：京阪電車は一般の乗客との乗り合いになります。石山寺では御朱印帳の記帳時間はお取りできません。

集 合  びわ湖大津プリンスホテル 11:00集合
※公共交通機関をご利用の場合：JR大津駅から無料送迎バスあり
※自家用車の場合：びわ湖大津プリンスホテル駐車場利用可(8時間無料券発行）

昼 食  びわ湖大津プリンスホテル 36階 和食『清水』にて特製「松花堂弁当」

参加費  会員3,000円・登録同居家族(小学生以上)4,000円
※参加資格：会員・登録同居家族(小学生以上)のみ・一般不可
※昼食代・石山寺ガイド料、入山、拝観料・交通費(電車賃、船賃)・保険料含む
※1１月８日(金)までのキャンセルは全額返金、以後はキャンセル料必要

定 員  連合会全体で70名(定員オーバーの場合は抽選）

     参加可否は、後日個別にご連絡いたします。

申込締切 令和元年10月3日(木)午後5時
申込方法 「共通斡旋申込書」で締切日までにお申込みください。

【11：00集合、昼食】びわ湖大津プリンスホテル→【12：30出発】大津湖岸なぎさ公園→膳所城跡公園

→京阪電車（膳所本町駅～石山寺駅）→石山寺山門前【着14：30頃】→石山寺拝観「ボランティアガイド

と巡る石山寺ツアー（約1時間）」→ 観光船・一番丸（石山寺港～プリンスホテル港）【発15：30頃】→

びわ湖大津プリンスホテル【16：00頃着・解散】予定

写真はイメージです
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防災時の備えとして、「長期保存食ギフトボックス」
を斡旋いたします。

2名/2日分をセットしています。(賞味期間3年)

■セット内容

アルファ米(五目ごはん×２袋・チキンライス×２袋)、
携帯おにぎり(鮭×2袋・わかめ×2袋)、ひだまりパン
(プレーン×2袋・チョコ×2袋)、ライスクッキー×2
箱、ビーフカレー×2袋、ミルクスティック×2袋)

■価格  希望小売価格+送料 5,400円

     →会員特別価格4,000円
■斡旋数 100セット(会員お1人につき1セット購入可)

■申 込 下記専用申込書にご記入のうえ、9月24日
(火)午後5時までにファックスでお申込ください。

抽選となり、残念ながら外れた方には9月25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。

締め切り後10日程度で、メーカーより直送でご指定の
ご住所にお届けとなります。配送日時の指定はできま
せんので、予めご了承ください。

代金は、互助会だより10月号配布時に互助会から集金
いたしますので、おつりのないようご準備ください。

事業所NO.（    ） 事業所名(                                                                                        )

    全福ネット防災シリーズ 尾西「長期保存食ギフトボックス」申込書
     

                   

  
     【ファックス送信先】
     彦根地域勤労者互助会事務局
     ０７４９－２７－６８０２

会員NO. 会員氏名

（    ） (           )

(    ) (           )

(    ) (           )

お届け先住所 (〒                                    ）  

宛名（                      ）  TEL（             ）

ご合計セット数       (     ）セット‘

尾西食品(株)：アルファ米のパイオニア          
       亀田製菓のグループ会社
アルファ米   ･･･100％国産米 お湯を注いで15分で
         できあがり ＮＡＳＡ宇宙食に認定

携帯おにぎり  ･･･お湯または水を入れるだけで三角形
         のおにぎりができあがり

ひだまりパン  ･･･長期保存なのにふんわり食感

ライスクッキー ･･･通常のクッキー材料の小麦・乳・卵
         不使用

ビーフカレー  ･･･レトルトタイプのカレー

ミルクスティック･･･牛乳から作った高タンパク、高カル
                            シウムの保存食  
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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)

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、9月24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10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。
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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

■申込方法：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、9月24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10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)

年度内に１回のみ利用可。(会員・登録同居家族) 
金券1,000円付(里内でのお買い物やお食事に利用可/一部券売機では利用不可）
幼児無料(金券なし）
ご利用当日チケットブースで、「補助券」を提出し、代金をお支払いください。

区分 券種 通常料金 利用料金

小学生以上 夏季期間9/1(日)～9/13(金) １，０００円 ７００円

花まつり(秋)

9/14(土)～10/18(金) １，６００円 １，３００円

イルミネーション

申 込  「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、9月24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１０月号配布時です。



申込締切日：令和元年9月24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。
■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)
■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。
■チケットのお申し込みが多数の場合は、抽選となります。

残念ながら外れた方には、9月25日(水)午前中にご連絡いたします。何も連絡がない場合は、
ご用意できます。お届けは、原則互助会だより10月号配布時となりますので、おつりのないよう
ご準備ください。お届けが遅れる際は、別途ご連絡いたします。

守山市民ホール

令和2年1月11日(土)14:00開演        
【全席自由】 

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.09
～中山道・守山宿から始まる〈音楽の旅〉～

リスト：巡礼の年 第3年

守山市民ホール
中山道守山宿 旅への誘いコンサートvol.10
～中山道・守山宿から始まる〈音楽の旅〉～

踊りと音楽
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令和2年2月16日(日)14:00開演        
【全席自由】 

会員400円/家族450円/一般500円

栗東芸術文化会館さきら

令和元年11月24日(日)15:00開演        
【全席指定/一般】高校生以下もあり 

会員1,200円/家族1,350円/一般1,500円

さきらジュニアオーケストラ
第10回定期演奏会

ハーティーセンター秦荘

令和元年12月15日(日)13:30開演        
【全席指定/一般】高校生以下もあり 

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

二階堂和美コンサート in 愛荘町

ひこね市文化プラザ

令和元年11月3日(日)14:00開演        
【全席指定/一般】 

会員960円/家族1,080円/一般1,200円

ひこね市民大学特別講座
夏井いつき「句会ライブ」

ひこね市文化プラザ

令和元年11月9日(土)17:00開演        
【全席指定/一般】高校生以下もあり 

会員3,000円/家族3,500円/一般4,000円

山中千尋ＤＵＯコンサート

■有効期限 ～2019年11月24日(日) 営業時間・料金等、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 小学生 通常料金から100円引 幼児(3歳以上)  通常料金から100円引
■申込方法 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、9月24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10月号配布時です。



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 9月24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 9月24日(火)  
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 9月24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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■期間 9月7日(土)から12月1日(日)
    休園日・営業時間等ホームページでご確認ください。

■価格 フリーパス(入場＋乗り放題)
    おとな(中学生以上） 4,400円→3,900円 小学生 3,800円→3,400円
    2歳から未就学児2,600円→2,500円

■申込 「共通斡旋申込書」により9月24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10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 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)

券種 区分 通常料金 利用料金

パスポート 大人１８～５９歳 ５，4００円 ４，３００円

６０歳以上 ３，6００円 ２，６５０円

中人12～１７歳 ４，4００円 ３，４００円

小人３～１１歳 ３，６００円 ２，６５０円

ホテル2DAYパスポート(ホテル宿泊者限定) ３歳以上 ３，３００円 ２，９００円

■１０月１日より下記のとおり料金改定となります。(一律１００円ずつ値上げ）
■申込 「共通斡旋申込書」により9月24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10月号配布時です。
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会員様からお問い合わせが多い、『ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン スタジオ・パス』予約クーポン券。                   
昨年に引き続き、今年も張り切って割引斡旋いたします♪                  
会員様は2,000円割引・登録同居家族様は1,000円割引で     
とってもお・ト・ク！                         
例えば4人家族(会員1名+登録同居家族3名)なら･･･                     
合計な・な・なんと･･･5,000円割引!!!                                             

行楽シーズンの秋。お好きな日をお選びいただき、どうぞお出掛けください。

お申し込みの前に･･･必ず下記をご確認ください！
＊＊＊この企画はツアーではなく、予約クーポン券の斡旋です。(現金引換)                    
＊＊＊以前実施したJRとのセット券ではございません。                          
＊＊＊ご利用当日、チケットブースへお並びいただき、予約クーポン券を提出して、スタジオ・ 
パスと交換してください。                                   
＊＊＊お申し込み後のキャンセル・日程変更は一切受付されません。買取となります。

■期間：令和元年11月1日(金)～11月30日(土)の中から第1希望日・第2希望日を選択

■料金：下記料金から会員2,000円割引・登録同居家族1,000円割引となります。
    

＊登録同居家族とは･･･会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子  

■定員：100名(定員オーバーの場合は抽選)

■申込：「共通斡旋申込書」に第1希望日・第2希望日を明記のうえ、必要事項をご記入いただき、
    9月24日(火)午後5時までにファックスでお申し込みください。
    抽選となり、残念ながら外れた方には、9月25日(水)午前中にご連絡いたします。
    何も連絡がない場合は、ご用意できます。互助会だより10月号配布時にお届けいたします
    ので、おつりのないようご準備をお願いいたします。   

11月1日・11月8日∼29日
      大人(12歳以上)8,200円 子ども(4歳∼11歳)5,600円 シニア(65歳以上)7,400円
11月2日∼4日・30日
     大人(12歳以上)8,900円 子ども(4歳∼11歳)6,100円 シニア(65歳以上)8,000円
11月5日・6日・7日
     大人(12歳以上)7,400円 子ども(4歳∼11歳)5,100円 シニア(65歳以上)6,700円
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皆様、お元気でお過ごしですか？
連日の猛暑で、お疲れが出ていませんか？
さてさて、今月号のオススメは･･･
ゴルフレッスン☆彡 ウォーキング☆彡 ランチ会☆彡
ワクワクとおトクたっぷりの秋イベント３本です♪
是非ご検討くださいね。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8月31日現在
事業所数  370
会員数  3,319

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♪

事務局不在のお知らせ
■令和元年 9月  6日(金)全福センター研修会

上記研修会出席につき、終日事務局不在となります。
誠に申し訳ございません。
大変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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秋のランチ会は「琵琶湖マリオットホテル」で開催いたします。        
地上12階の絶景ダイニングでは、四季折々に表情を変える比良の山々と琵琶湖の眺めを味わ
えます。
前菜･スープ･デザートはブッフェスタイルでお好きなだけ。メインディッシュは
ダイナミックに焼き上げるウエスタングリル「ＵＳアンガスビーフ ハンギングテンダー」。
自慢のオープンキッチンからの香りや焼き音を感じながら、五感が楽しい時間をどうぞ
お過ごしください。お申込みをお待ちしております。

■日 時 令和元年11月9日(土) 11:30～12:30    ■定 員  80名

■場 所 琵琶湖マリオットホテル(守山市今浜町十軒家2876) 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3,000円 一般3,872円
     小人(小学生)   登録同居家族1,500円 一般2,420円(お子様用料理+ブッフェ)
      ＊未就学児はブッフェ無料(無連絡での当日参加は受付できません。必ず事前にお申込みください。)
        ＊アルコール等有料ドリンクメニューは各自負担となります。
        ＊登録同居家族とは、会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子 ＊相席となる場合があります。
        ＊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。

■申 込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、9月24日(火)午後5時までにファックスでお申込み
      ください。抽選となり、残念ながら外れた方には9月25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10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。

写真はイメージです写真はイメージです


