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彦根地域勤労者互助会では、平成29年度よりバスツアーはすべ
て「推奨バスツアー」に切り替えさせていただきました。                                 
「互助会だより11月号」でご案内しているバスツアーの中から
お好きなコースをお1つお選びください。

■補助金額 会員2,000円 登録同居家族1,000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

■補助定員 11月号 合計50名(１回のみ参加可)

■流  れ ①旅行社が企画実施するバスツアーの中から、互助会は推奨するバスツアーを選定し、「互助会

       だより」でご紹介します。

      ②会員は直接、旅行社へ「互助会会員」であることを伝え、電話で申し込みます。
      ③ご案内等は旅行社より連絡があります。

      ④会員は旅行社窓口で、旅行契約を締結し、バスツアー代金を全額旅行社へ支払います。

      ⑤バスツアー終了後、会員・登録同居家族氏名が明記された領収書コピーを添付し、互助会へ補
       助金申請を行います。

      ⑥決裁後、互助会より会員へ補助金を振込により支払います。

■注意事項 ・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。
      ・旅行契約は旅行業約款によります。
      ・内容、代金支払方法、キャンセル等ご不明な点
       は、旅行社へ直接お問い合わせください。
      ・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。
      ・旅行社が一般募集された方も参加されます。相席
       となる場合があります。
      ・最少催行人員に満たない場合は、中止となる場合
       があります。     
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「洋服の青山」の姉妹ブランド「THE SUIT COMPANY」が
10月1日からタイアップカード作成（入会金・年会費無料）により、10％割引の
会員割引が適用されることとなりました。

滋賀県はピエリ守山にあります。どうぞご利用ください。

■■利用方法■■

①店舗

店頭にて互助会会員証をご提示いただき、  
契約法人専用「THE SUIT COMPANYタイア
ップカード」を作成。以後10％割引でご購入
できます。

②Web（通信販売）

THE SUIT COMPANYの公式HPサイトで新規
会員登録をしていただきます。その際、会員種別から「福利厚生サービス会員・提携企業の方」を選択し、提携
企業名に「全福センター」とご入力ください。精算時に10％割引が適用されます。既に一般会員登録している
方は割引対象外となりますので、改めて新規会員登録を行っていただきます。その際、既に登録済みのメールア
ドレスは使用不可となるため、他のアドレスで登録いただくこととなります。送料は6,000円（税抜）以上のお
買い物で無料、それ未満は600円（税抜）となります。

＊店舗ならびにwebでのお買い物100円（税込）で１ポイント付与（1ポイント＝１円）され、1円単位でお買
い物から割引が可能となります。なお、会員登録を変更した場合、これまでの保有ポイントと新たなポイントの
併合は店頭でのみ可能となります。

メンズ＆レディースのスーツ
からカジュアルアイテムを、
高いクオリティとリーズナブ
ルな価格で展開するトータル
ファッションブランド。
ファッション性と品質、適正
な価格にこだわったリアルク
ローズをお届けします。

写真はイメージです。



申込締切日：令和元年11月25日(月)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、11月26日(火)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12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。

栗東芸術文化会館さきら

令和2年2月24日(月･祝)①13:00②15:30        
【全席指定】 

会員1,360円/家族1,530円/一般1,700円

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～とあ・そ・ぼ！！

本町宿（彦根市本町）
リードオルガンとうたう

日本の歌の午後
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令和元年12月14日(土)15:00開演        
【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

近江八幡市文化会館

令和2年1月5日(日)14:00開演        
【全席指定/Ｓ席】Ａ席もあり 

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

桂米朝一門会

ひこね市文化プラザ

令和2年1月24日(金)18:30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

カナディアンブラスコンサート

ひこね市文化プラザ

令和2年1月25日(土)16:30開演        
【全席指定/一般】 

会員7,000円/家族7,500円/一般8,000円

加山雄三コンサートツアー
2019-20 ＳＴＡＲＴ

ひこね市文化プラザ

令和2年3月8日(日)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

森麻季＆林美智子
デュオ・リサイタル
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京都四條 南座

令和2年1月11日(土)～18日（土）        
１等席 会員・家族8,500円/一般12,800円
特別席 会員・家族10,000円/一般14,300円

人間万事金世中
1月11日（土）午前・午後   12日（日）午前
13日（月・祝）午前         14日（火）午後
17日（金）午前  
18日（土）午前・午後

午前の部11:00開演 午後の部15:30開演



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 11月25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 11月25日(月)  
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 11月25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。
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シェフのアイデアが光るお料理をご堪能ください。

■通常料金 3,000円（税込）→会員料金 2,800円（税込）
              ＊レイクビューダイニングビオナのみ土・休日は料金が異なります。
               通常料金(土・休日)3,200円→会員料金(土・休日)3,100円となります。
              ＊各レストランの料金には別途10％のサービス料を加算させていただきます。

■開催日 令和元年11月1日(金)から12月20日(金)

■営業時間 11：30～14：30 レイクビューダイニングビオナは11：30より、13：30よりの2部制

■開催場所 フランス料理ボーセジュール(38Ｆ)・レイクビューダイニングビオナ(37Ｆ)・
      和食清水(36Ｆ)・中国料理李芳(1Ｆ)

■対象者  会員と会員の同伴者

■利用方法 予約必須です。ご予約の際に「彦根地域勤労者互助会です」とお伝えください。
      来店時、会員証の提示をお願いします。必ず会員証をお持ちください。

■お問い合わせ・ご予約 TEL077－521-1111(代表)
＊他の割引・特典との併用はできません。＊ランチタイムのみの提供となります。＊特定原材料7品目食物
アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)をお持ちのお客様は、係にお申し出ください。
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“感性にふれる”
ニフレルの名称の由来となったのは、このコンセプトから。
道端の小さな花、テントウムシ、空に浮かぶ雲、沈んでいく夕陽、                                   
夕立のあとの匂い、雨の音…。
身近にある自然の現象や、小さな生きものに心(感性)が動いた記憶が誰にでもあると思います。
ニフレルでの経験がそんな感性を刺激し、生きものや自然に対する興味が深まったり、日々の生活での小さな  
気付きが生まれて欲しいという思いが込められています。 

展示テーマは、多様性。
そんな思いから、ニフレルでは、多様性をテーマに展示エリアを構成しています。
いろ（色彩の多様性）、わざ（行動の多様性）、すがた（形態の多様性）など。
ニフレルで暮らす小さな生きものたちの魅力に気付く事が、人を含む全ての生きものの個性を認め合う気持ちに
繋がることを願っています。 

■料金 大人(16歳以上または高校生以上)2,000円⇒1,700円  こども(小・中学生)1,000円⇒900円

    幼児(3歳以上)600円⇒500円   ･･･「入館券」有効期限：令和2年3月末日

■申込 「共通斡旋申込書」により11月25日(月)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12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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■互助会割引特典がございます！
■詳しくは同封チラシをご覧ください！
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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）

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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秋が一段と深まる季節、11月を迎えました。
皆様お元気でお過ごしですか？

今月は、滋賀観光バス様・彦根観光バス様・近江トラ
ベル様にご協力いただき、恒例の推奨バスツアーを
ご紹介しています。補助を使って→冬の旅をどうぞ
おトクにお楽しみくださいね。

全福センターの新規契約で、ザ・スーツカンパニーの
割引も初登場です！洋服の青山の姉妹ブランドで、滋
賀県にはピエリ守山にのみ入っていますよ。お出掛け
の際は、是非チェックしてみてください。

朝夕、冷え込んでまいりました。暖かくしてお過ごし
ください。
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10月31日現在
事業所数   368
会員数   3,325

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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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 イルミネーション

10/19(土)～令和2.2/29(土) ２，３００円 ２，０００円

申 込  「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入の
     うえ、11月25日(月)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12月号配布時です。

煌めきの夜会へ。
今年もどうぞご堪能くださいね♪


