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2021年４月号

編集・発行：彦根地域勤労者互助会
おかげさまで40周年♪

新年度より、新しい企画「おしゃべり広場」がスタートします。

  どうやって「おしゃべり」するん⤴？？？
事務局より毎月お題を発表します。このお題に沿って150～200字で作文
を考え、ファックスを送信してください。翌月号の互助会だよりに掲載された会員5名様に、図書カード
1,000円分をプレゼントさせていただきます♪
思っていること・感じていることなど簡単で結構です。わいわい楽しく「おしゃべり」しましょ♫
なお、互助会だより掲載はペンネームを使用します。どうぞお気軽にご応募くださいね。

【「おしゃべり広場」ファックス記載事項】
①事業所NO・②事業所名・③会員NO・④会員名・⑤ペンネーム・⑥作文(150～200字)
様式は問いません。4月20日(火)お昼１２時が締切りです。
記入漏れは無効となります。一度掲載された方はご遠慮ください。

チケットや物品等の斡旋は、互助会サービスの１つであり、多くの方々にご利用
いただいております。いつもありがとうございます。
互助会の福利厚生は、会員様と登録同居家族様(会員と同居の配偶者･親･22歳以下
の子)のためのものです。

互助会の事業実施にご協力いただいております取引先様とは、相互の信頼関係により契約が成り立っていま
す。万が一、不正利用等があった場合、契約継続が困難となり、会員の皆様へ様々なサービスのご提供がで
きなくなってしまいます。

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。またお申込み時の会員・家族名義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。
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ご利用範囲：会員様・登録同居家族様限定（それぞれ施設ごとに年度内１回のみ利用可）                                   
登録同居家族とは･･･会員と同居の親・配偶者・２２歳以下の子。                                      

「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、ファックスでお申込みください。                      
4月20日(火)お昼12時で締め切り、互助会だより5月号配布時にお届けします。                           
お急ぎの場合は、予め事務局へご連絡のうえ、引き取りにお越しください。                         
現金引換のチケットはおつりのないようご準備をお願いいたします。                            

営業時間・休業情報は、施設ホームページ等で
ご確認をお願いいたします。

区分 券種 通常料金 利用料金

大人 スパーランド入場券 １，６００円 １，１００円

(中学生以上) パスポート ５，５００円 ４，６００円

ジャンボ海水プール入場券 ３，８００円 ３，１００円

ワイドパスポート ６，８００円 ６，０００円

湯あみの島入館券 ２，１００円 １，６００円

小学生 スパーランド入場券 １，０００円 ７００円

パスポート ４，２００円 ３，５００円

ジャンボ海水プール入場券 ２，８００円 ２，３００円

ワイドパスポート ５，１００円 ４，５００円

湯あみの島入館券 １，３００円 １，１００円

幼児 スパーランド入場券 ５００円 ３００円

(２歳以上) パスポート ２，５００円 ２，０００円

ジャンボ海水プール入場券 １，５００円 １，２００円

ワイドパスポート ２，９００円 ２，５００円

湯あみの島入館券 ７００円 ５００円

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーチケットのいずれか ■会員のみ（500円割引）

料金区分 通常料金 利用料金

大人（18歳以上）会員 ８，２００円～８，７００円 ７，７００円～８，５００円

現金引換
料金区分 通常料金 利用料金

大人 ２，２６０円～３，０７０円 ２，０００円

小人 １，１３０円～１，５４０円 １，０００円
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券種 区分 通常料金 利用料金

パスポート 大人１８～６４歳 ５，４００円 ４，３００円

シニア６５歳以上 ３，６００円 ２，６５０円

中人１２～１７歳 ４，４００円 ３，４００円

小人３～１１歳 ３，６００円 ２，６５０円

ムーンライトパスポート 大人１８～６４歳 ３，３００円 ２，４００円

(GW・夏休みのナイター シニア６５歳以上 ２，２００円 １，４００円

営業日、16時以降の販売) 中人１２～１７歳 ２，７００円 １，８５０円

小人３～１１歳 ２，２００円 １，４００円

ホテル2DAYパスポート 大人１８～６４歳 ３，４００円 ２，９００円

(ホテル志摩スペイン村宿泊者限定） シニア６５歳以上 ３，４００円 ２，９００円

   中人１２～１７歳 ３，４００円 ２，９００円

小人３～１１歳 ３，４００円 ２，９００円

料金区分 通常料金 利用料金

大人 ２，０３０円 １，６００円

小中学生 １，０１０円 ７００円

幼児(４歳以上) ５００円 ３００円

料金区分 通常料金 利用料金

大人(１６歳以上) ２，０００円 １，７００円

小中学生 １，０００円 ９００円

幼児(３歳以上) ６００円 ５００円

料金区分 通常料金 利用料金

小学生以上(3～5月） ２，３００円 ２，０００円

小学生以上(6～8月) １，６００円 １，３００円

料金区分 通常料金 利用料金

おとな(中学生以上) ３，８００円 ３，５００円

こども(3歳～小学生) ２，７００円 ２，４００円

シニア(65歳以上) ２，７００円 ２，４００円金券付き

料金区分 通常料金 利用料金

おとな(中学生以上) ３，０００円 ２，６００円

こどもＡ(3歳以上)身長110cm以上 ２，７００円 ２，３００円

こどもＢ(3歳以上)身長110cm未満 １，９００円 １，５００円

シルバー(60歳以上) ２，２００円 ２，１００円

現金引換 現金引換

現金引換

現金引換
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料金区分 通常料金 利用料金

大人(中学生以上) ３，５００円 ２，６００円

小人(小学生) ２，０００円 １，５００円

幼児(3歳以上) １，２００円 ９００円

夏：入園+サファリ+プール
冬：入園+サファリ+アイススケート

料金区分 通常料金 利用料金

大人 ４，６００円 ３，９００円

小学生 ３，９００円 ３，４００円

2歳～未就学児 ２，７００円 ２，５００円

入園+フリーパス

現金引換現金引換

２０２１年４月１日から補助券(紙のチケット)が終了し、利用方法が以下のとおり変更されます。
鈴鹿サーキットオンラインショップで会員登録し、優待コード【    】を入力してログイン
してください。インターネット申込み後、チケット受取・代金支払いはファミリーマートでお願いします。

料金区分 通常料金 利用料金

会員 ２，０００円 １，５００円

家族(1歳以上) ２，０００円 １，８００円
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中山道守山宿 旅への誘いコンサートVol．11 ２０２１年６月１９日(土) 全席自由 ５００円 会員 ４００円

～中山道守山宿から始まる〈音楽の旅〉～ １４:００ 家族 ４５０円

【守山市民ホール】

To R mansion ファミリーシアター ２０２１年５月９日(日) 全席指定 一般２，５００円 会員 ２，０００円

へんてこうじょう ①１４:００ ②１５:３０ 青少年・親子ペアあり 家族 ２，２５０円

【滋賀県立文化産業交流会館】

中島美嘉 ２０２１年６月２７日(日) 全席指定 ８，８００円 会員 ７，８００円

CONCERT TOUR 2021 JOKER １８:００ 家族 ８，３００円

特撰東西落語名人会 ２０２１年５月７日(金) 全席指定 ４，０００円 会員 ３，０００円

１８:３０ 家族 ３，５００円

【ひこね市文化プラザ】

申込締切日：2021年4月20日(火)お昼12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できません。(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。(施設による指定)
締切日までに完売または施設の都合により、ご用意できない場合があります。
チケットのお申し込みが多数の場合は、抽選となります。外れた方には、締切日の翌営業日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、原則互助会だより翌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。

  申込締切日：2021年4月20日(火)お昼12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。
彦根ビバシティシネマは常時販売しております。
事務局へお越しの際は、お電話のうえ、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毎月申込締切後に発注し、取り寄せます。
お届けは、原則互助会だより翌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。

催事名 日時/開演時間 通常料金 利用料金

映画館名 区分 通常料金 利用料金

彦根ビバシティシネマ 大人 １，８００円 １，３００円

小人 １，０００円 ８００円

イオンシネマ 大人 １，８００円 １，３００円

アレックスシネマ 大人 １，８００円 １，４００円

小人 １，０００円 ８００円
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令和３年４月１日

彦根地域勤労者互助会

評 議 員  各 位

                                       彦根地域勤労者互助会

令和３年度彦根地域勤労者互助会評議員会の開催について

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当会の運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、新型コロナウイルス感染防止の観点から規模を縮小し、必要な措置(マスク

着用、消毒液配置、換気、人と人との間隔確保等)を講じたうえで、開催いたします。

会員皆様の健康と安全を第一に考え、可能な限り委任状によるご出席をお願い申し上げます。

恐れ入りますが、同封の出欠ハガキ(委任状)を４月２３日(金)までにご提出くださいますようお願いいたし

ます。

なお、状況により、書面表決に変更する場合がありますので、予めご了承ください。

記

１ 日時 令和３年５月２７日(木)午前１０時～

２ 場所 彦根勤労福祉会館４階(彦根市大東町4-28)

３ 議題 第１号議案 令和２年度彦根地域勤労者互助会事業報告について

     第２号議案 令和２年度彦根地域勤労者互助会会計決算について

     第３号議案 令和３年度彦根地域勤労者互助会事業計画(案)について

     第４号議案 令和３年度彦根地域勤労者互助会会計予算(案)について

     第５号議案 彦根地域勤労者互助会役員改選(案)について

※評議員会終了後の懇親会はございません。



〒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

2021年3月31日現在
       事業所数352     会員数3,315  

８

中小企業様の福利厚生をお手伝い♪
月々500円の会費で、会員様と同居のご家族様
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」を
どうぞお楽しみくださいね。

桜の便りが次々に聞かれる季節となりました。
賑やかなお花見はまだ難しく、通勤途中に見かけるい
つもの桜が、いつもの年と変わらず綺麗に咲いている
とホッと癒されます。

さて、当会は今年度４０周年という節目の年を迎えま
す。事業主の皆様方、会員様をはじめ歴代役員の皆様
方、関係各位の皆様方のお力添えと多大なるご支援に
よるものと感謝し、お礼申し上げます。
今後も、より一層ご満足いただける福利厚生事業を目
指して取り組んでまいりますので、変わらぬご愛顧を
賜りますようお願いいたします。
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会員事業所間のＰＲの場として、「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
ページともフルカラー掲載♪ サイズはＡ5(Ａ4の半分)です。この機会に是非、ご検討ください。
～実施要項～
①前月10日お昼12時(10日が休業日の場合は前営業日)までに互助会へお電話ください。
②締切り後に抽選し、2事業所を決定します。当選の場合のみご連絡いたします。
③Ａ５サイズの原稿をそれぞれ作成いただきます。内容は事業所ＰＲでお願いいたします。

互助会へ前月15日(15日が休業日の場合は前営業日)までにデータを送信ください。
たくさんの事業所様にご利用いただきたく、掲載は年度内に一度のみとさせていただきます。
お申込みは･･･ 彦根地域勤労者互助会 TEL (0749)27-6787 mail info@joyful-hikone.jp

これまで「共通斡旋申込書」は互助会だよりに印刷しておりましたが、紙面見直しにより今回まとめてお届け
させていただきました。不足分はコピー対応いただくか、事務局へご連絡くださいましたら、翌月互助会だよ
り配布時に同封いたします。お手数をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

各種申請書・申込書は、ご提出前に今一度「記入漏れ」「押印漏れ」がないか
ご確認をお願いいたします。

また、「事業所NO.」「会員NO.」も忘れず
にご記入ください。

会員証の会員番号
ハイフンより左が「事業所NO.」、
右が「会員NO.」です。
紛失等でお手元にない場合は、事務局まで
お問い合わせください。
(会員証の再発行手数料は１００円です。)

会員証

会員番号  △△△△△△-△△△
        事業所NO.  会員NO.

会員名   □□□ □□□
入会年月日 〇〇年〇〇月〇〇日

彦根地域勤労者互助会


