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「アフターコロナ」・「ウィズコロナ」・「新しい生活様式」の
中で、会員様に元気をお出しいただけますようにと、ささやかで
はございますが、この度ダブルプレゼントを企画いたしました。

6月1日現在の会員事業所様・会員様へプレゼントさせていただき

ます。(いずれも6月1日以降の退会は除きます。)

それでは早速、プレゼントをご紹介していきますね。
まず、事業所様へのプレゼントは･･･
小さなガラス瓶に入ったかわいい「ハーバリウム」です♪
お手入れ不要で安心。カラーは事務局におまかせください。
そっと見つめて、ほわっと癒されてくださいね。

会員様へのプレゼントは･･･
アマノフーズ お手軽フリーズドライの「畑のカレー」です♪
「たっぷり野菜と鶏肉のカレー」と「ひきわり豆のトマトカレー」
をセット。お湯を注ぎ、軽くかき混ぜて60秒で出来上がります。

お渡し方法は下記①②いずれかです。
①互助会だより８月号と一緒にお届け
②７月に事務局から予め連絡済みの事業所様によるお引き取り

現在、互助会主催イベント実施を見合わせており、楽しみにお
待ちいただいている皆様には、大変ご迷惑をお掛けしておりま
す。誠に申し訳ございません。
代替の斡旋等をご案内させていただいておりますので、こちら
も是非お申込みをお待ちしております。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
               
               令和２年８月１日   
               彦根地域勤労者互助会事務局
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            今年度は日時を指定した大会ではなく、期間を決めた中
            でのスコアランキングをお楽しみください。
            ボウリング場はどこでもＯＫ。９月～１０月のご都合の
            よい日時で2ゲームプレイしたら、互助会へスコアを
            ファックスするだけ。
            まずはエントリーを。お申込みをお待ちしております。

＊＊＊開催要項＊＊＊

▶ゲーム数：２ゲームトータル

▶参加対象：会員・登録同居家族限定(エントリー受付 先着順１００名)

▶実施時期：令和２年９月１日～令和２年１０月３１日でご都合のよい日時

▶負担金 ：ゲーム代等は各自ご負担となりますが、後日互助会から会員１，０００円・登録同居家族５００

      円の補助金を給付します。(事業所会費引落口座へ一括振込)

▶賞品  ：互助会で集計し、上位賞(１～３位)・飛賞（５位ごと)・ＢＢ賞をご用意します。

▶ハンディ：２ゲームトータル ４５歳以上男子３０ピン 中学生以上女子６０ピン 小学生以下９０ピン

      スコアにはハンディをつけないでください。

▶スコア ：ゲーム後、互助会へスコアをファックスでご提出ください。

▶申込方法：下記申込書に必要事項をご記入のうえ、８月２４日(月)午後5時までにファックスでお申込みく

      ださい。

    「スコアランキングボウリングエントリー」申込書
事業所NO.（     ）  事業所名（                            ）

【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 性別 年齢

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女
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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5,400円+別途送料

     →会員特別価格4,000円(送料込)
■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、8月24日
(月)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８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9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。

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

    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
事業所NO.（     ）  事業所名（                    ）   

                   

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

お届け先住所 (〒                                    ）  

会員NO. 会員氏名 ご合計セット数       (     ）セット‘
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近江出身説について、一般的には知られていない地域
の伝承の点と点を結び付け、図が多く、歴史が苦手な
人にも理解しやすくポイントをまとめている。マニア
にも、「謎多き光秀のルーツに迫るヒント」がちりば
められ、出自最古の文書『淡海温故録』全文現代語
訳、更にその原文『江侍聞伝録』にもふれ、関連する
年表もついている。読み終わると、半信半疑な近江出
身説が「ここかも！」と思える一冊。 

大河ドラマをきっかけに、「隠され、消えていく運
命にあった村の歴史」が掘り起こされ、長年、限界
集落間近の村で生きてきた著者が、過去の歴史を知
る事で、子供たちの未来への生きる力が出てくると
気付き、親から子へつなぎたい村の歴史をつづって
いる。大河ドラマ「麒麟がくる」では描かれていな
い光秀の幼少期の姿が思い浮かぶ。文字も大きく、
簡潔に明智光秀「近江出身説」が理解できる一冊。 

明智十兵衛光秀 謎多きルーツに迫る
多賀出身説！

澤田 順子 著/ＢＯＯＫ
2019年9月/1,000円(税込)

今、
何故 光秀か

澤田 藤司一 著/ＢＯＯＫ
2020年1月/500円(税込)

滋賀県多賀町佐目。近年、明智十兵衛光秀の出自が書いてある一番古い文献と、秘かに村の一部に500年
伝わってきた口伝が一致していると発見されました。

上記２冊をセットにし、斡旋いたします。(20セット限定/抽選)
定価 1,500円→会員価格 500円(会員1名につき2セットまで)

■申込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、8月24日
    (月)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8月25日(火)午前中に
    ご連絡いたします。何もご連絡がない場合はご購入いただ
    けます。お届けは互助会だより9月号配布時です。

佐目十兵衛会では、かつて光秀を守ったという五人衆の末裔と共に、明智十兵衛屋敷跡を整備し、十兵

衛茶屋・十二相神社を拠点に、地域の伝承の保存、継承と発信に取り組まれています。9月にはイベント

を予定されていますので、ご興味のある方は、佐目十兵衛会ホームページをご確認ください。
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全福センターでは、レジャー・トラベル・グルメ・カルチャーから各種生活サポートまで、毎日の暮らし
で使えるおトクなサービスを紹介しています。
知れば知るほど、おトクがいっぱい！
働く皆様の「いきいき・わくわく」を応援する、福利厚生サービスメニューをどうぞご活用ください！

■宿泊施設 全国の厳選した人気の宿泊施設をベストレートで！
■レジャー施設 レジャーで使いたい、おトクな割引サービスがいっぱい！
■生活サポートサービス 充実した生活を実現するためのおトクなメニューがラインアップ！

ログインＩＤ：kk  パスワード：zenpuku

県内の提携施設で、優待サービスを受けることができます。
カテゴリー別・エリア別になっていますので、是非ホームページをご覧ください。
なお、ここから抜粋しておりました「楽しい！がいっぱい。」(小冊子)は改めて発行して
おりませんので、それぞれご確認のうえ、ご利用くださいますようお願いいたします。
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▪チャ葉エキス【滋賀県産原料】(保湿成分):滋賀県で生産された朝
宮茶のエキス。髪と頭皮にうるおいを与えます。 ▪パールタンパク
(ツヤ成分):真珠貝の貝殻に含まれるタンパク質から得られる成分。
髪にツヤを与える効果があります。 ▪加水分解ケラチン(毛髪補修
成分):羊毛のケラチンタンパク加水分解して得られる毛髪補修成分
です。髪にハリ、弾力を与えます。

香気豊かな朝宮茶をイメージし、爽やかで深みとまろやかな香り立

ちに仕上げた、芳醇で優雅なグリーンティーの香り。

容量 200ml｜定価 ￥1,320（本体価格￥1,200）

▪酒粕エキス【滋賀県産原料】(保湿成分):滋賀県産のコメ発酵液の
製造時に生れる酒粕から得られるエキス。アミノ酸やビタミンを
豊富に含むため、保湿効果があり、潤いのある髪へ導きます。 ▪
米ぬかエキス【滋賀県産原料】(保湿成分):近江米の米ぬかから抽
出したエキス。ビタミンＢや多糖を豊富に含み、髪を健やかに保
ちます。 ▪アボガドオイル(エモリエント成分):森のバターとも言
われるアボガドから抽出した天然のオイル。毛髪にツヤを与え、
うるおいを保ちます。 

清潔感のあるグリーンフローラル調に、みずみずしくふっくらと
炊き上がった白米のイメージを加味した温かみのあるアロマ
ティックグリーンの香り。

容量 200g｜定価 ￥1,375（本体価格￥1,250）

上記シャンプーとトリートメントをセットにし、割引斡旋いたします。    
(50セット限定/抽選)
定価 2,695円→会員価格1,400円(会員1名につき2セットまでご購入可)
■申込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、8月24日(月)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8月25日(火)午前中にご連絡いた
     します。何もご連絡がない場合はご購入いただけます。お届けは互助会だより9月号配布
    時です。おつりのないようご準備ください。



申込締切日：令和2年8月19日(水)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、8月20日(木)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9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。
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滋賀県立文化産業交流会館

令和２年11月23日(月・祝)①13時 ②15時30分         
【全席指定】1歳以上有料 1歳未満で席が必要は有料

会員2,000円/家族2,250円/一般2,500円

おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～がやってきた！

新型コロナウイルスの影響により、チケットを
ご購入後、中止または延期となる場合がござい
ます。
ご購入者様へは、情報がわかり次第、互助会よ
りご連絡させていただきますので、チケットは
それぞれ大切に保管ください。
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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 8月24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)

新型コロナウイルスの影響による休館等の最新情
報は各シネマのホームページでご確認くださいま
すようお願いいたします。

■「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。

も扱っております。

お仕事の合間にリフレッシュ！クイズでお楽しみください♪
全問正解の会員様の中から、抽選で10名様に図書カード1,000円分を
プレゼントいたします。たくさんの応募をお待ちしております！

事業所名・会員名・クイズの回答(3問)・互助会へのご意見またはご感想を
すべてご記入のうえ、8月24日(月)午後5時までにお申し込みください。
すべてご記入がない場合は、抽選の対象となりませんので、ご注意ください。
当選は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

【ご注意点】応募はファックスのみで様式は問いません。お１人に１枚ずつご記入ください。
      一度当選された方は、お申込みいただけませんので、予めご了承ください。

①やわらかいハンカチを一瞬で固くする方法は？

②猫の軍団が映画のエキストラを頼まれました。
  1分のシーンに何匹登場したでしょう？

③あるなしクイズ 何がある？

    
                               

ある なし

ドイツ フランス

スイス イタリア

カナダ メキシコ

ニュージーランド オーストラリア

先月の正解は･･･
①蚊  
②スピード  
③色 キ(黄) シロ(白) クロ(黒) チャ(茶)
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補助額 大人500円 小人400円 幼児300円(会員・登録同居家族のみ) お買い物利用不可
＊専用利用補助券が必要です。会員証提示での割引はありませんので、ご注意ください。
＊天候により開園時期が多少変更になることがあります。必ず事前に各園へお問い合わせください。
＊期間中、1か所のみの補助となります。ご希望の果樹園を明記し、「共通斡旋申込書」にその他必要事項を

ご記入のうえ、8月24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9月号
配布時です。

果 樹 園 名 樹 種 開園期間 開園時間 補助券利用時の入園料

アグリパーク竜王観光果樹園
(〒520-2531)

蒲生郡竜王町山之上6526
TEL 0748-57-1311

ぶどう

梨

８月上旬～

１２月上旬

9:00～17:00

（受付16:00まで）

大人(中学生以上) ぶどう   ８００円

大人（中学生以上） 梨   ７００円

小人(小学生)             ６００円

幼児(３歳以上)                ４００円

柿

大人(中学生以上)                 ５００円

小人(小学生)                 ４００円

幼児(３歳以上)                ２００円

今荘観光ぶどう園
(〒526-0233)

長浜市今荘町1418
TEL 0749-74-1322

ぶどう
８月上旬～

９月下旬

9:00～17:00

（受付16:00まで）

大人(中学生以上)                 ８００円

小人(小学生)                 ６００円

幼児(３歳以上)               ４００円

マキノピックランド
(〒520-1834)

高島市マキノ町寺久保835-1
TEL 0740-27-1811

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
６月下旬～

９月上旬

9:00～16:00

大人(中学生以上)                 ８００円

小人(小学生)                 ４００円

幼児（３歳以上）             ２００円

ぶどう

(品種)

・ﾋﾑﾛｯﾄﾞ

・ｼｰﾄﾞﾚｽ

８月上旬～

８月中旬

大人(中学生以上)                 ８００円

小人(小学生)                 ４００円

幼児（３歳以上）             ２００円

ぶどう

(品種)

・ﾋﾑﾛｯﾄﾞ

他

８月中旬～

９月中旬

大人(中学生以上)           １，１００円

小人(小学生)                 ９００円

幼児（３歳以上）             ５００円

く り
９月中旬～

１０月中旬

大 人(中 学 生 以 上)  １，１ ０ ０ 円

小人(小学生)               ４００円
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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1回の補助を使って、健康チェック！
人間ドック・脳ドックいずれか
30,000円以上         会員お1人につき3,000円を補助！
20,000円以上30,000円未満   会員お1人につき2,000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。
申請は事由発生から3年間ですが、できるだけお早めにお願いいたします。

  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）

令和2年7月1日受診分から新設！
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＊＊＊彦根地域勤労者互助会  共通斡旋申込書＊＊＊   
                         申込日   年  月  日             
＊事業所番号と会員番号は必ずご記入ください。 ＊チケット1枚ごとに利用者氏名をご記入ください。
＊チケットのお申し込みは、日数に余裕を持ってお願いいたします。                      
＊登録同居家族(補助対象)は、会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子となります。        

コピー可

事 業 所 番 号

事 業 所 名

評 議 員 氏 名                          ㊞

事 業 所 電 話 番 号 (        )

参 加 者 代 表 氏 名                   携帯電話番号

チ ケ ット 利 用時 期       年   月  日頃

チケット・イベント

種類/名称
会員番号

【必須】

会員氏名

【必須】

利用者氏名

【必須】
区  分 家族別 子 年齢 備考

会員・登録同居家族・一般 親・配偶者・子

会員・登録同居家族・一般 親・配偶者・子

会員・登録同居家族・一般 親・配偶者・子

会員・登録同居家族・一般 親・配偶者・子

会員・登録同居家族・一般 親・配偶者・子

           ファックス番号 ２７－６８０２
＊お電話での申込は受付できません。
＊彦根ビバシティシネマ等、映画観賞券申込枚数の制限はありません。
＊年１回利用補助事業（東京ディズニーリゾート・鈴鹿サーキット・志摩スペイン村・ナガシマスパーランド・

名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク・海遊館・琵琶湖汽船クルージング等）  

※事務局記入

受付日 受渡日 受渡方法 入金処理 備 考 入力

月  日 月  日 引取り・配達 月  日 ¥   月  日

担当印



夏真っ盛り！皆様、お元気でお過ごしですか？

今月はダブルプレゼントとして、事業所様へ「ハーバ
リウム」を、会員様へ「畑のカレー」をお届けいた
しました。気に入っていただけるとうれしいです♪

さて、互助会だより５月号から開始の「クイズこれ
なぁーんだ？」はご存じですか？事務局からクイズを
３問お出ししています。全問正解の会員様から抽選で
１０名様に図書カード千円分をプレゼント♪実はまだ
まだお申込み数が少なく、ＰＲ不足を実感していると
ころです。皆様、是非８ページをチェックしてみてく
ださいね。

マスク生活も慣れてきましたが、暑さが堪えます。
体調を崩されませんよう、ご自愛くださいませ。

〒522-0074
滋賀県彦根市大東町4-28 彦根勤労福祉会館１F

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7月31日現在
             事業所数 358   会員数 3,340

事務局夏季休業について
令和２年8月13日(木)・14日(金)
の2日間を休業させていただきます。
誠に恐れ入りますが、皆様のご理解
とご協力をお願い申し上げます。

互助会だより 令和２年 8/1
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中小企業様の福利厚生をお手伝い♪
月々500円の会費で、会員と同居のご家族を
対象に多彩なメニューをご用意しています！


