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■■■マルコメ 互助会セレクト「ほっこりセット」斡旋内容■■■
■おみそしるのうた♪20食(定価：1,580円)
即席みそ汁に見えないパッケージが新しい即席みそ汁。オフィスでも家庭でも、気軽に飲める顆粒タイプ。
“うふふ”とうふ5食  “しみじみ”しじみ5食  “やさしい”やさい5食  “とろとろ”とろろこんぶ5食

■フリーズドライ顆粒みそ汁 食べるみそ汁詰め合わせ9食(定価：960円)

特許製法の顆粒みそに具材をたっぷり合わせ、手軽で食べ応えのある味に仕上げました。
野菜を食べるみそ汁3食  揚げ茄子を食べるみそ汁3食  海藻を食べるみそ汁3食  

価  格：上記２点セット販売 定価合計2,540円 → 会員価格1,500円(差額は互助会負担)
受 付 数 ：50セット(会員1人につき1セット購入可/申込多数の場合は抽選)  
申込方法：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、11月18日(水）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のみ11月19日(木)午前中にご連絡いたします。
     
     商品は11月下旬(平日・指定日)に互助会事務局でお渡しいたします。(現金引換)
     ご都合がつかない場合は、事前にご連絡ください。

写真はイメージです写真はイメージです
下記商品を斡旋いたします♪
どうぞほっこり暖まってくださいね。
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今月はプレゼント対象者数を9月繰越分も含め、合計15名様とさせていただきます。

事務局で3文字と4文字と5文字の言葉を集めて、漢字パズルを作ってみました。
それぞれ漢字を当てはめてみてください。因みに、同じ番号には同じ漢字が入りますよ。

右端にある マスの3文字を並べ替えてできる言葉は何でしょうか？？？
お仕事の合間に是非、お楽しみくださいね♪

下記クイズに正解された会員様の中から、抽選で15名様に図書カード1,000円分をプレゼント♪
たくさんのご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・互助会へのご意見またはご感想をすべてご記入のうえ、11月18日
(水)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。
当選は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

会員様からお寄せいただいたお声の一部をご紹介します♪
＊忘れたころの会員プレゼントや身近な商店の優待などがうれしいです。負担感があまりないのに、使

い勝手がよさそう。絶えずチェックしたらもっと活用できそうです。
＊コロナの影響で色んなイベントがなく、とても残念です。でもその分斡旋が充実していて、とても楽

しみです。東京ばなな、おいしくいただきました。明智光秀の本も大河ドラマをよりおもしろくして
くれそうです。来月はまるごとスペシャルもあり、今からどのお店にするかワクワクしてます。

＊いつもほのぼのと読ませてもらっています。月に一度の楽しみです。ありがとうございます。月日が
経つのは早いので、次の号の発行準備が大変だと思いますが、楽しみにしておられる方が多いと思い
ますので、さらに工夫を凝らしてがんばってください。

                                   先月の正解 もみじがり



申込締切日：令和2年11月18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、11月19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。
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京都四條 南座

令和3年 1/9(土)11・14・17時 1/10(日)11時
1/11(月・祝)11時 1/14(木)11時
1/15(金)11・14・17時        

【全席指定】
一等席 8,000円→会員・家族6,000円
二等席 3,000円→会員・家族2,500円

前進座初春特別公演
「息子」「茶壷」

ひこね市文化プラザ

森麻季＆林美智子
デュオ・リサイタル

長浜市一帯

長浜浪漫パスポート
長浜で「見る」「買う」「食べる」はこの１冊で！

令和２年10月1日(木)～令和３年9月30日(木)       
【おとな・こども同額】
1,000円→会員・家族900円

１日で使い切らなくてもＯＫ！
５つの主要な観光施設へ入れます！

令和3年1月17日(日)17時00分開演         
【全席指定】高校生以下もあり
一般4,000円→会員3,000円 家族3,500円

滋賀県立文化産業交流会館

加藤登紀子コンサート

令和3年1月30日(土)17時00分開演         
【全席指定】
4,500円→会員3,500円 家族4,000円

滋賀県立文化産業交流会館

芝居小屋「長栄座」新春コンサート
音楽巡礼Ⅱ

令和3年1月16日(土)14時00分開演         
【全席指定】青少年あり 1/16.17通し券あり
一般3,000円→会員2,400円 家族2,700円

滋賀県立文化産業交流会館

びわ湖アンサンブルフォレストFile4
～湖鼓に彩る打楽器の煌めき～

令和2年12月26日(土)15時00分開演         
【全席指定】
1,000円→会員800円 家族900円
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区 分 期  間 定  価 割引価格

小学生以上 入村 10月24日(土)～令和3年2月28日(日) 2,300円 2,000円

チケット売り場に互助会発行の割引券を提出し、料金をお支払いください。
金券(1,000円)付きとなります。割引券は1人1枚必要です。

新型コロナウイルスの影響による最新情報は、各自必ず「なばなの里ホームページ」でご確認ください。
お願い：開放 的な屋外のエリアですが、

■利用範囲：会員と登録同居家族(会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子)のみ 年度内1回利用可

■申  込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、11月18日(水)午後5時までにファックスで
      お申込みください。互助会だより12月号配布時にお届けします。     

マスクの着用や手洗いの徹底などの感染症対策に努めてください。
入口ゲートにて検温を実施しております。
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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 11月18日(水)
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。

会員事業所間のＰＲの場として、「互助会だより１１月号」より
「事業所応援ページ」を無料で記事掲載いたします。

紙ベース・ホームページともにフルカラー掲載です。
どうぞお気軽にお申込みくださいね。

～実施要項～
①ご希望の場合は、まず互助会へお電話ください。

各月先着２事業所となります。
申込締切：前月１０日締め切り(１０日が休業日の場合は前営業日)

②Ａ４サイズ１ページ分の原稿をフルカラーで作成いただきます。
内容は事業所ＰＲでお願いいたします。
互助会へデータ送信ください。
原稿締切：前月１５日締め切り(１５日が休業日の場合は前営業日)

できるだけたくさんの事業所様にご利用いただきたく、掲載は一度のみとさせていただきます。
    

お問い合わせ・お申込みは･･･
彦根地域勤労者互助会 TEL (0749)27-6787 mail info@joyful-hikone.jp
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彦根地域勤労者互助会は、生活に密着した福利
厚生の充実を図り、更なるスケールメリットの
追求を目指しております。是非お知り合いの未
加入事業所をご紹介ください。ご紹介いただき
ましたら、事務局よりご説明にお伺いいたします。また、ご紹介いただきました事業所がご入会されますと、
心ばかりのお礼をさせていただきますので、重ねてお願い申し上げます。

::::::::::*::::::::::*::::::::::*::::::::::*::::::::::*::::::::::*::::::::::*::::::::::*::::::::::

彦根地域勤労者互助会とは･･･地域の中小企業の事業主と従業員がともに力を合わせ、一事業所だけではでき
ない福利厚生事業を行い、中小企業で働く人が楽しく安心して働ける環境をつくると共に、企業の安定した労
働力の確保と企業の発展を図ることを目的として、昭和56年12月1日に設立されました。

現在、会長には彦根市長、副会長には愛荘町長、多賀町長が就任しています。令和２年9月30日現在、356事
業所、3,339人の会員が加入しています。

加入について･･･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。

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。           

■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。  
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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



互助会で取り扱っているものは、インターネット
を含め、第三者への転売や譲渡・不正利用を固く
お断りします。また、会員・家族名義の貸し借り
も禁止です。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

〒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10月31日現在
       事業所数355     会員数3,331  
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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！

秋が一段と深まる季節、11月を迎え
ました。皆様、お元気ですか？

今月は「マルコメ 互助会セレクト
ほっこりセット」がオススメです。
お食事のお供にささっとおみそ汁はいかがでしょう？
例えばランチタイムにプラス。体の芯からぽかぽか、
きっと午後からのお仕事も頑張れますね♪

「しまむらグループ共通商品券」も初めて斡旋！
おトクにお買い物をお楽しみください。

日毎に寒さを感じるようになり、いよいよ冬が駆け足
で近づいてきました。
年末を意識し始め、慌ただしさを増す時期でもありま
す。どうぞお体を大切にお過ごしくださいませ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

下記の全国しまむらグループでご利用いただけます。
  ＊ファッションセンター しまむら    ＊ＣＡＳＵＡＬ ＆ ＳＨＯＥＳ アベイル
  ＊ベビー・子供用品 バースデイ     ＊雑貨＆ファッション シャンブル
  ＊靴 ディバロ

■会員価格 1セット 3,000円(1,000円×3枚) → 2,000円(差額は互助会負担)
      会員お1人様につき1セット購入可

■斡旋数  200セット(申込み多数の場合は抽選)

■申込方法 「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、令和2年11月18日(水)午後5時までにFAXで
      お申込みください。
      抽選となり、残念ながら外れた方のみ11月19日(木)午前中にご連絡いたします。
      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をお願いいたします。

■その他  有効期限はございません。
      おつりが出ます。
      しまむらオンラインストアでは、店舗レジ支払いの場合のみご利用いただけます。


