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令和元年度も残り1ヶ月となりました。
今年度の互助会事業を円滑に進めることができましたのも、会員皆様方
のご理解とご協力の賜物と存じます。誠にありがとうございました。
感謝の気持ちを込めまして･･･令和2年2月1日現在の会員様へ
下記のチョコレートをプレゼントさせていただきます。

明治
ザ・チョコレートミルクアソートパウチ

濃密な深みと旨味 ベルベットミルク
ナッティーな香りのミルクチョコレート

×
優しく香る サニーミルク

フルーティな香りのミルクチョコレート

カカオが違えば、こんなに違う！
香り、味わい、Ｌｅｔ‘ｓ 食べくらべ！
食べやすいひとくちサイズ 標準8枚入り
           (2種類×標準4枚)

お渡し方法は、下記①②いずれかです。
①互助会だより3月号と一緒にお届け
②2月末に事務局から予め連絡済みの事業所様による引き取り
どうぞお楽しみにお待ちくださいね。

最後に･･･
令和2年度(３９周年)も会員皆様のご期待に沿えるよう、これからも邁進してまいりますので、
変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
                          令和2年3月 彦根地域勤労者互助会
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シロアリ対策なら国内シェア売上NO.1 東証一部上場のアサンテにお任せください！

※住宅用シロアリ防除トップ(東洋経済「会社四季報」2019年4集より)

シロアリは湿気を好み、外気に触れない床下などを住処にするため、被害の発見が遅れてしまいます。

被害を未然に防ぐためにも早めの対策がおすすめです。

特徴＊下請け一切使わず、床下調査・施工・アフター点検まで一貫して自社対応

  ＊床下の可視化を図り、デジタルカメラで撮影した画像をその場で依頼者に確認していただく

  ＊シロアリ防除施工加工は、(公社)日本シロアリ対策協会で推奨する防除施工仕様書(穿孔注入処理

   法および穿孔吹付処理法・土壌処理)を採用

  ＊保証(5年)期間は年1回定期点検を実施し、施工後の再発等を見逃さない

  ＊高齢者問題に対し、75歳以上を契約者とする場合は、近親者より確認書を取得

  ＊自社研修センターを持って定期的な社員教育を実施

  ＊社内にコンプライアンス本部を設置して契約プロセスの確認を実施

対象 会員および二親等以内の家族

特典 ①シロアリ防除施工 ②床下換気扇・屋根裏換気扇設置施工 ③土壌調湿材敷設施工 ･･･10％割引

   ④家屋補強システム施工 ⑤基礎補修施工 ⑥高断熱施工               ･･･5％割引

   ⑦害虫・害獣防除施工                             ･･･10％割引

利用 専用TELから見積依頼し、商談成立後、施工実施、決済。施工時には互助会会員証を提示

   アサンテお客様相談室 0120-557-419 8:30～19:30(土日祝も可)

   「全福センター会員」である旨お申し出いただき、見積依頼またはお問い合わせください。



申込締切日：令和2年3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、3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4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5月14日(日)16:30開演        
【全席指定/一般】 小中学生もあり

会員3,000円/家族3,500円/一般4,000円

coba solo tour 2020 
The accordion
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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
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八日市文化芸術会館

令和2年6月13日(土)①13:00②17:00        
【全席指定/一般】 

会員5,800円/家族6,300円/一般6,800円

天童よしみコンサートツアー2020
3/19(木)午後5時締切

八日市文化芸術会館

令和２年6月6日(土)14:00開演           
【全席指定/一般】

会員2,400円/家族2,700円/一般3,000円

826aska エレクトーン LIVE 2020
  3/19(木)午後5時締切

この度、滋賀県勤労者互助会連合会では、上記施設と会員証提示による割引提携をいたしました。
是非、おトクにお楽しみください。

京都府南丹市園部町大河内広谷1-14
TEL 0771-65-5001

会員証提示(会員含め4名まで） 大人 お気軽入浴500円(土・日・祝含む)
会員証提示(会員含め全員)   宿泊 大人・小人プラン 正規料金から５％ＯＦＦ
会員証提示(会員含め4名まで） 京都イルミネーションＳＹＮＥＳＴＨＥＳＩＡ ＨＩＬＬＳ
               入場料 大人２００円ＯＦＦ
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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 3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 １，９００円 １，４００円 3月24日(火)   
午後5時

小人 １，０００円 ８００円 3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。

■期間 令和2年3月7日(土)～令和2年6月28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 入園＋フリーパス引換券
    おとな(中学生以上) 4,500円→4,000円     小学生 3,800円→3,400円
    2歳～未就学児   2,600円→2,500円

■申込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、3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。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4月号配布時です。おつりのないようご準備ください。)

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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第1部 江戸から明治へ：近代への飛躍
■会期2020年4月18日(木)～6月14日(日)
■場所 京都市京セラ美術館 本館 北回廊１階
■価格 一般1,300円→会員1,040円 登録同居家族1,170円
    大高生900円→登録同居家族810円

かつてない規模で全国から集められた「京都の美術」250年の
歴史を彩った総計約400点を超える名品を、三期に分けて紹
介。第1部となる本展では、江戸後期の京都画壇の源流となっ
た円山応挙の写生画や与謝蕪村の文人画の時代まで遡り、伊
藤若冲、池大雅など、京都における江戸美術の精華を紹介し
ます。また、幕末の動乱と明治維新という大きな時代変化を
乗り越え、近代化に進む京都の美術の飛躍をご覧いただきま
す。

■会期2020年3月21日(土)～6月14日(日)
■場所 京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」
■価格 一般1,300円→会員1,040円
          →登録同居家族1,170円
    大高生900円→登録同居家族810円

新たにオープンする新館「キューブ」における開館記念展
として、国際現代アートシーンの第一線で活躍する杉本博
司の大規模個展を開催します。
本展では「瑠璃の浄土」のタイトルのもと、仮想の寺院の
荘厳を構想します。「京都」、「浄土」、「瑠璃－硝子」
をキーワードに、写真を起点に宗教的、科学的、芸術的探
究心が交錯しつつ発展する杉本の創作活動について改めて
考えるとともに、長きにわたり浄土を希求してきた日本人
の心のありようを見つめ直します。

■申込 「共通斡旋申込書」により3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4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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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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少しずつ春らしい暖かな日も増えてまいりました。

今月は会員全員プレゼントということで、皆様へチョ
コレートお届けさせていただきました。
どうぞホッと癒されてくださいね。

もうすぐピカピカの1年生！4月が待ち遠しいですね。
互助会ではお子様の「小学校入学祝金」1万円の給付を
ご用意しております。4月になりましたら、該当会員様
にご案内させていただきますので、ご申請は今しばら
くお待ちくださいますようお願いいたします。
(お子様のご登録をされた方限定となります。）

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2年2月29日現在
事業所数   366
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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■申 込 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、3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4月号配布時です。)

会員・登録同居家族(小学生以上)

＊イルミネーション 3/1(日)～5/6(水)
   2,300円→2,000円
＊花まつり(春)  5/7(木)～7/5(日)
   1,600円→1,300円
＊夏季       7/11(土)～8/31(月)
   1,000円→700円

＊年度内に1回のみ利用可
＊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。


