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互助会だより
2021年６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♪

お子さんやお孫さんにいかがですか？

①150倍顕微鏡工作キット             1,100円→会員価格    500円(限定数20)
②キラキラねんどアクセサリー          1,100円→会員価格    500円(限定数20)
③プログラミングおそうじロボ          4,884円→会員価格 2,500円(限定数20)
④キラキラ光る！スノードームライド    935円→会員価格    500円(限定数20)
申込方法：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、6月22日(火)お昼12時までにファックスでお申込みく
     ださい。(会員１人につき２セット申込可/抽選)
■抽選で当選された方のみ、互助会だより7月号にご案内を同封いたします。落選の方へのご連絡はございません。
■商品は、7月下旬(平日・指定日)に互助会事務局まで引き取りをお願いいたします。(現金引換)
■ご都合がつかない場合、必ず事前にご連絡ください。

■配送予定：2021年7月中旬頃
■申込方法：申込書を互助会だより6月号に同封しておりますので、会員ごとにご記入いただき、事業所単位で互助会
                  へご提出ください。
■申込締切：2021年6月22日(火)お昼12時互助会事務局必着
■支払方法：納品時に振込用紙を同封しますので、事業所ごとにあまの創建へお振込みください。(振込手数料無料)
■問い合せ：あまの創建 TEL 0120-170-228 常備薬事務担当者
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当会はおかげさまで、今年40周年を迎えます。
コロナ禍にあって、依然として予断を許さない厳しい状況が続く中、このような時だからこそ、「互助会」
精神をより一層発揮し、地域経済活性化に貢献すべく、周年事業として全会員様に2,000円の割引券を発行
させていただくこととなりました。(2021年7月１日現在の在会会員対象/7月1日以降の退会は除く)
この度、本事業にご協力いただける会員事業所参加店様(県内限定)をジャンルを問わず募集いたします。                                   
下記フォームに必要事項をご記入のうえ、6月30日(水)お昼12時までにFAXでお申込みくださいませ。
複数ある場合は、1店に1枚ずつご記入をお願いします。(FAX：0749-27-6802)
＊＊実施要項＊＊   
■実施期間■ 令和3年8月1日～10月31日
■利用方法■ 会員が有効期間中に参加店で、会計時に「会員証」･「割引券」を提出されますと、
       2,000円分(1,000円×２枚)が割引となります。おつりは出ません。
       自社(グループ会社含む)でのご利用は対象外で、他社でのご利用に限ります。
■精算方法■ 期間終了後、会員から提出された「割引券」と請求書(様式問わず)を当会へご提出いただ
       きます。後日、当会からご指定口座へ代金を振込いたします。
       自社(グループ会社含む)でのご利用分は支払対象となりません。ご注意ください。

店名／ご担当者氏名 店名                 ご担当者氏名

住所・TEL 滋賀県                TEL

会員証提示割引あり 内容：                             

会員証提示割引なし

新規割引提携する  内容：                        

期間限定割引する  内容：                               

割引しない

上記事業実施に当たり、県外事業所の会員様は、この「40周年まるごとスペシャル」
のご利用が難しいと判断し、特例として「ＪＣＢギフトカード」を進呈させていただ

くこととなりました。つきましては、各事業所ごとに県外事業所会員様名簿を、下記フォームにより、
6月30日(水)お昼12時までにFAXでご報告をお願いいたします。
なお、期日締切り後の変更等は対応できませんので、ご注意くださいませ。(FAX：0749-27-6802)

                   

県外事業所名           住所             TEL

会員番号 会員氏名 会員番号 会員氏名 会員番号 会員氏名 会員番号 会員氏名

事業所名              
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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、ファックスまた
はメール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。
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」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。6月14日(月)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。

数年前からメダカを飼っています。春から秋頃まで、メダカが卵を産み
ます。そのまま一緒の水槽だと親に食べられてしまうので、別の水槽に
移します。２週間ほどすると卵が孵って小さなメダカが泳ぎだします。
私があげるエサをパクパク食べて、大きくなっていく様子に日々癒され
ています。今年も卵を産み始めました。また水槽の数を増やしてしまいそうです。
■ペンネーム：がちゃこん大好き 事務局より 大切に育んでおられる様子、とても伝わってきましたよ。

コロナ禍の今、ステイホームでも楽しめる趣味を始めた。それはウクレレ。かわいらしい小さな楽器で音
もギターよりも小さく近所迷惑にもならない。価格も５０００円位から買え手軽に楽しめる。好きな曲を
弾き語りながら一人カラオケ。ユーチューブの「ＧＡＺＵＲＥＲＥ」がおすすめ。独学で始められますよ。
さぁ、あなたも始めてみては。
■ペンネーム：Ｓレレ      事務局より ウクレレで弾き語り、かっこよくて素敵ですね。

柴犬に夢中！今は８カ月半で人間の１１歳。生後二か月で我が家の一員になり、そのやんちゃぶりに疲れ
果てた日々だった。ですが現在、玩具を自慢げに見せびらかして遊んだり、散歩用のハーネスを嫌がりな
がらも諦めた顔で大人しくつけさせてくれたり、体のお手入れをされた時は嫌々と鳴きながらも我慢した
り、公園や水辺で嬉しそうにはしゃいだり、その豊かな表情と愛嬌たっぷりの仕草に癒され、夢中になっ
ている毎日である。
■ペンネーム：おはこ      事務局より かわいいワンちゃんの姿が目に浮かぶようです。

健康のためにとジムでアクアビクスを始めて、初級自由形に進み１５年が経ち、今スイミングに夢中にな
っています。夜と土日の週４日、１時間で１５００～２０００メートル練習していて、コロナで今は無理
ですが大会の緊張感も味わっています。７０代の先輩方が多く、とてもパワフルです。「継続は力なり」
なので無理せず続けたいと思います。
■ペンネーム：ぶー       事務局より 大会にも出場されていたのですね。尊敬です。

私が今手作りマスクを暇をみつけては夢中で作っていることです。コロナ禍で毎日必要とされるマスクを
娘や孫の分まで季節にあわせて、色々な色や布で作っております。娘や孫が喜んでくれるのが嬉しくて！
おばあちゃん「ありがとう」の言葉も嬉しくて！マスク生活がいつまで続くかまだ先が見えませんが、一
日も早い終息を願うだけです。
■ペンネーム：イチカ      事務局より おばあちゃんの「愛情たっぷりマスク」ですね。

ごめんなさい！作文は字数が多くても少なくてもダメ
なんです。。。最後にもう一度数えてみてくださいね。
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長栄座伝承会 むすひ ２０２１年７月３１日(土) 全席指定 ３，０００円 会員 ２，４００円

宝生流能他 １８:００ 青少年もあり 家族 ２，７００円

【滋賀県立文化産業交流会館】

申込締切日：2021年6月22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6月22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。

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

劇団四季 The Bridge ２０２１年７月２３日(金) 全席指定 Ｓ席９，９００円 会員 ８，９００円

～歌の架け橋～ １８:３０ Ａ席・Ｂ席あり 家族 ９，４００円

【ひこね市文化プラザ】

長栄座伝承会 むすひ ２０２１年８月１日(日) 全席指定 ３，０００円 会員 ２，４００円

箏が奏でるハワイアン・フラ他 １３:３０ 青少年もあり 家族 ２，７００円
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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

② 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

③ 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)  １，１００円

小人(小学生)   ４００円

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、6月22日(火)お昼12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7月号
配布時です。
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〒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5月30日現在
       事業所数351     会員数3,284  

７

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♪

初夏を迎え、いかがお過ごしでしょうか？

今月のオススメは、夏の自由工作です。キットになっ
ているから、いろいろな準備も不要。７月下旬にはお
引き取りいただけますので、お子さんやお孫さんとの
「おうち時間」にピッタリだと思います。

家庭常備薬も登場。220種類がラインナップされてい
ますよ。是非、パンフレットをご覧くださいませ。

マスク生活も長期化していますが、気温が上がるこの
時期から、そろそろ熱中症にもお気をつけくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

互助会だより 2021年６月号

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

紙面見直しにより、「共通斡旋申込書」を４月に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。

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。

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。
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です！
  例えば･･･全国の厳選した人気の宿泊施設をベストレートで！
        レジャーで使いたい、おトクな割引サービスがいっぱい！
            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ナップ！
ログインＩＤ:kk パスワード：zenpuku （すべて半角） 是非、チェックしてみてください。
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