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大      人     2,030円⇒1,600円  
小中学生         1,010円⇒   700円
幼      児      500円⇒   350円

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(有効期限：3月31日)

■申 込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、2月21日(金)午後5時までに
ファックスでお申し込みください。お届けは、互助会だより3月号配布時です。(現金引換)

他にもいろいろな施設の割引があります。グリーンの小冊子「楽しいがいっぱい」をご覧ください。

ちょっと土岐までロングドライブはいかが？                
会員証提示でクーポンシートをもらって！  
おトクにショッピングを楽しみましょ♪

期  間：～2020年3月31日(日)

受付場所：土岐プレミアム・アウトレットの
インフォメーション

申込方法：上記で彦根地域勤労者互助会会員証提示

特  典：会員お1人様につきクーポンシート4枚まで

利用方法：精算時にクーポンシートをご提示ください。
飲食店は、オーダー時にご提示ください。

土岐プレミアム
  ・アウトレット
岐阜県土岐市土岐ヶ丘1-2

営業時間 10：00～20：00

休 業 日 年1回(2月第３木曜日)
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互助会への申込不要です！
優待券は、全福センターホームページから印刷できます。

スキー・スノボ行くなら是非！どうぞおトクにお楽しみくださいね。

全福センターホームページ ログインID KK  パスワード zenpuku
サービス → スポーツ → スキー場 から入ってください。

■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、2月21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3月号
配布時です。)
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優待券は全福センターホームページから印刷できます。(方法は、2ページをご覧ください。）
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■対象店舗 ①フランス料理「ボーセジュール」(1グループ10名様までのご利用に限ります。)
       9種類のメインディッシュが食べ放題 シェフがこだわるフレンチとイタリアンの
       オーダーブッフェ
      ②レイクビューダイニング「ビオナ」
       冬の味覚と近江の滋味 ディナーブッフェ
      ③和食「清水」
       職人の技が光る寿司処の味をお好きなだけ
       冬のあったかすき焼き鍋とお寿司の食べ放題
      ④中国料理「李芳」
       フカヒレ＆北京ダックをお好きなだけ
       50種類のオーダーブッフェ

■時間   ５：３０P.M～９：００P.M「ボーセジュール」「清水」「李芳」
      ５：３０P.M～９：００P.M「ビオナ」※ビオナのみ２部制になります
      １部５：３０P.M～７：００P.M ２部７：３０Ｐ．Ｍ～９：００Ｐ．Ｍ

  ■料金   ①ボーセジュール 9,000円→8,500円
        ②ビオナ(平日)  4,900円→4,600円
         ビオナ(土休日) 5,100円→4,900円
        ③清水      9,000円→8,000円
        ④李芳      7,500円→7,000円
  ※料金は税込・サービス料10％は別途頂戴しております。
   ビオナのみサービス料は頂戴しておりません。

■期間   2月1日～2月26日

■備考   要予約です。ご予約の際、「彦根地域勤労者互助会」のご利用とお伝えください。



申込締切日：令和2年2月21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、2月25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3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。

ハーティーセンター秦荘

令和2年3月21日(土)13:30開演        
【全席指定/一般】 中学生以下もあり

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

「長靴をはいたねこ」

滋賀県立文化産業交流会館
びわ湖ホール声楽アンサンブル＆  

男声フォレスタ オペラクラシック                     
コラボレーションコンサート
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令和2年4月29日(水・祝)14:00開演        
【全席指定/一般】25歳未満もあり 

会員1,600円/家族1,800円/一般2,000円

ひこね市文化プラザ

令和2年4月5日(日)14:00開演        
【全席自由】 

会員2,240円/家族2,520円/一般2,800円

オペラ物知り講座 in ひこね
Vol.13 椿姫

ひこね市文化プラザ

令和2年3月27日(金)18:30開演        
【全席自由/一般】 

会員400円/家族450円/一般500円

特選落語東西名人会プレ企画
落語おもしろ講座

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

ひこね市文化プラザ

いずれも14:00開演 それぞれにチケット必要         
【全席指定/一般】

会員800円/家族900円/一般1,000円

ひこね市民大学特別講座
松田丈志2/29(土)  田中ウルヴェ京3/15(日)
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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 2月21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 2月21日(金)  
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 2月21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。

彦根地域勤労者互助会は、中小企業の福利厚生を大企業並みに充実させることを目的として、昭和56年12月
に設立されました。

入会資格  ･･･彦根地域(彦根市・愛知郡・犬上郡)に事業所を有する中小企業に従事する勤労者および

       事業主(支店・出張所・工場等に従事する勤労者も含む)が加入できます。
       もちろん、パート・アルバイトの方も加入できます。事業所単位での入会となります。

入会金   ･･･お1人につき初回のみ500円です。

会費    ･･･お1人につき月額500円です。
給付事業  ･･･会員のお祝いやお見舞いなどがあったときには、給付金を支給いたします。

福利事業  ･･･イベント開催・コンサートチケット等の割引斡旋・テーマパーク割引利用や補助事業も
                      盛りだくさん！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おります。

お知り合いの未加入事業所を是非、ご紹介ください。
ご紹介いただきました事業所様が互助会に加入されましたら、会員お１人につき500円分の商品券等（１回
10,000円限度)を進呈させていただきます。
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写真はイメージです
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■各種申請書への押印漏れについて
事業主印・会員個人印の押印漏れが見受けられます。誠に恐れ入ります
が、ご提出前に今一度ご確認くださいますようお願いいたします。

■事業所番号･会員番号のご記入について
「共通斡旋申込書」の事業所番号・会員番号記入漏れが見受けられます。会員証でご確認いただき、必ずご記
入くださいますようお願いいたします。

■テーマパーク割引券等のご利用時期について

「共通斡旋申込書」でテーマパーク割引券等のお申し込みをいただく際は、ご利用時期を必ずご記入くださ
い。原則、翌月の互助会だより配布時のお届けとなりますが、お急ぎの場合は予めご連絡のうえ、事務局まで
お越しください。できるだけ日数に余裕があるお申し込みのご協力をお願いいたします。

■互助会への入退会について

会員異動届は、前月末日互助会事務局必着でご提出ください。月末近くになっての入退会は、予めご連絡のう
え、取り急ぎFAXでお知らせいただきますようお願いいたします。(後日、必ず原本をご提出ください。)                         
届出が遅れますと、入退会の取り扱いが1ヶ月遅れとなりますので、ご注意ください。  

お問い合わせ 0120－161225
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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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今年もひと月が経ちました。
あっという間にお正月が過ぎ、節分にバレンタイン･･･
季節の移ろいは早いですね。
皆様、いかがお過ごしですか？

年度末も近づき、事務局では少しずつ来年度事業を考
え始めているところです。新しい事業もいろいろシ
ミュレーションしながら、皆様にお喜びいただけるも
のを創り上げていきたいと思っています。
お楽しみになさってくださいね。

さてさて、3月は･･･恒例の会員様全員プレゼント！
事務局より心を込めて♡ご用意いたします彡☆彡

暖冬と言われておりますが、お風邪をひかれません
よう、どうぞ暖かくしてお過ごしくださいね。

〒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2年1月31日現在
事業所数   367
会員数   3,311

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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標記の件につきまして、令和2年1月より変更させていただきます。既に旧様式でご記入の場合は、そのままご
提出いただいても構いませんが、順次切り替えをお願いいたします。 互助会だより1月号配布時に新様式を封
入しておりますので、今一度ご確認ください。

保険金請求書兼証明書<一括用>は･･･
自治体提携慶弔共済保険(全労済協会）からの給付(死亡保険金・障害保険金・傷病休業保険金・住宅災害保険
金)にご使用ください。一部必要書類を添付していただくものもございます。「給付規程・各種様式」でご確認
いただくか、事務局までお問い合わせください。

給付金請求書兼証明書(祝金用）は･･･
様式変更はございません。彦根地域勤労者互助会からの給付(各種祝金)にご使用ください。
なお、会員本人の還暦祝金・勤続祝金・お子様の小学校入学祝金は、当月に当該事業所へ「互助会だより」配
布の際、「ご案内」と「給付金請求書兼証明書(祝金用)」をお届けいたします。ただし、勤続祝金・お子様の
小学校入学祝金は、入社年月日・お子様のご登録をされている場合のみのご案内となりますので、予めご了承
ください。その他の申請につきましては、すべて自主申請となりますので、ご注意ください。

共済給付金は、事由発生から3年間の請求権利があります。期間内であれば、ご申請いただくことができます
が、できるだけお早めのご申請をお願いいたします。ご不明な点は、事務局までお問い合わせください。


