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■申 込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、12月20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1月号配布時です。)

なばなの里「補助券」あります。
～Ｒ2年2月29日(土)（互助会取り扱い分）

会員・登録同居家族(小学生以上)
2,300円→2,000円
＊年度内に1回のみ利用可
＊金券1,000円付き
＊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。
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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、12月20日(金)午後5時までにファックスでお申し込みください。互助会
     だより１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。

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、12月20日(金)午後5時
               までにファックスでお申し込みください。互助会だ
     より１月号配布時にお届けいたします。

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
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■期間 Ｒ1年12月7日(土)～Ｒ2年3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+ウインターカーニバル入場券
    おとな(中学生以上）   2,000円→1,600円  こども(2歳～小学生)   1,200円→1,000円
■申込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、12月20日(金)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1月号配布時です。おつりのないようご準備ください。）

■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。お支払い方法はクレジットカード決済のみとなります。その他、詳細がわかるチラシが互助
会事務局にございますので、ご希望の方は、お問い合わせください。
500円割引券(会員のみ年１回）を併用することができます。「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入
のうえ、12月20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1月号
配布時です。)
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リフトクーポンは互助会にあります。お問い合わせください。
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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 会員・登録同居家族対象

■申込 「共通斡旋申込書」により12月20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1月号配布時です。おつりのないようご準備ください。

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

■申込「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、12月20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1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)



申込締切日：令和元年12月20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。
■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、12月23日(月)午前中にご連絡いたします。何も連絡がない場合は、

ご用意できます。お届けは、原則互助会だより1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①2/8(土)17時 ②2/9(日)14時        
【全席指定/一般】 大学生以下もあり

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

さきら創造ミュージカル2019－20
光の彼方に～蒼き湖の伝説～

夏川記念会館
バロック楽器の愉しみ
～ドイツの風にのせて～
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令和2年1月11日(土)14:00開演        
【全席自由】高校生以下もあり 

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

みずほ文化センター

令和2年1月18日(土)14:00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

新春落語まつり

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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ひこね市文化プラザ

令和2年3月28日(土)14:00開演        
【全席指定/一般】 

会員3,000円/家族3,500円/一般4,000円

特選落語東西名人会

滋賀県立文化産業交流会館

令和2年2月9日(日)17:00開演        
【全席指定/一般】高校生以下もあり 

会員3,500円/家族4,000円/一般4,500円

イルカ アコースティックコンサート
締切 12月13日(金)午後５時



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 12月20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 12月20日(金)   
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 12月20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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滋賀県立文化産業交流会館

令和2年1月18日(土)14:00開演        
【全席自由/一般】青少年もあり 

会員2,000円/家族2,250円/一般2,500円

箏 日本の歌曲とともに

滋賀県立文化産業交流会館

令和2年1月19日(日)14:00開演        
【全席自由/一般】青少年もあり 

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

長栄座新春公演 祝ふ 令和

滋賀県立文化産業交流会館

令和2年1月26日(日)14:00開演        
【全席指定/１階席】2階席・18歳以下もあり 

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

フィールドアート
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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。
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早いもので、１年の締めくくりの時期となりました。
今年もお世話になり、ありがとうございました。
来年も皆様にとって、素敵な１年となりますように☆

〒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11月30日現在
事業所数   368
会員数   3,326

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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年末年始休業について
令和元年12月28日(土)～令和2年1月5日(日)まで、
休業させていただきます。
業務開始は1月6日(月)～です。
皆様のご理解とご協力を
よろしくお願い申し上げます。

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。                                           
まだまだ定員まで余裕がございます。冬の旅をおトクにどうぞお楽しみくださいね。

■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 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。
■■■その他詳細は、互助会だより11月号に掲載しておりますので、ご確認くださいませ。■■■


