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編集・発行：彦根地域勤労者互助会
おかげさまで40周年♪

全国のユニクロ店舗、またはオンラインストアで
ご利用いただけます。
  
■会員価格 1枚3,000円
             →2,500円(差額は互助会負担)
      会員お1人様につき1枚のみ購入可

■斡旋数  200枚(申込み多数の場合は抽選)

■その他  有効期限は2024年7月末です。
      有効期限経過後は、カードは無効と
      なり、残高の払い戻しは不可です。

「ユニクロギフトカード」
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)

          →2,500円(差額は互助会負担)
      会員お1人様につき1セットのみ購入可

■斡旋数  200セット(申込み多数の場合は抽選)

■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
      レジ支払の場合のみご利用可能です。

「しまむらグループ共通商品券」

「ユニクロギフトカード」または「しまむらグループ共通商品券」いずれかをお申込みいただけます。
両方ご記入されている場合は、先にご記入の方を優先します。
「共通斡旋申込書」により、7月21日(水)お昼12時までにファックスでお申込みください。
   
   ＊抽選で当選された方のみ、互助会だより８月号にご案内を同封いたします。(落選連絡なし)
   ＊商品は９月上旬のお届けです。おつりのないようご準備をお願いいたします。

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。

互助会で取り扱っているチケット・物品について

昨年大人気の斡旋事業♪ 今年もございます!!!
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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、7月15日(木)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

「40周年まるごとスペシャル」参加店様大募集
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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。7月15日(木)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。

私は山が好きで先日、新聞で見た竜王の山へ行きました。アウトレット
近くに鳴谷渓谷という所があるそうで、そこの石床と水しぶきの迫力。
川添いの緑の木立ちの中とても気持ち良く、渓谷の先には鳴谷池という
静かな場所があり、とても素敵な所で、近くにこんないい所があるんだ
と感動しました。道中「笹ユリ」が咲いているのを見つけこちらも感動しました。
■ペンネーム：空と雲 事務局より 鳴谷渓谷、初めて知りました。情報ありがとうございます。

先日、娘の９回目の誕生日を無事迎える事ができました。昨年までは誕生日プレゼントにはお人形などの
オモチャがほしいと言っておりましたが、今年は「自分用のベットがほしい」との要望に変わりました。
少しずつ大人になっていく娘に感動を覚えつつも、少し悲しくなった父でございます。ベットが届くまで
今まで以上に娘との時間を大切にしようと思っております。
■ペンネーム：のり 事務局より 娘さんの結婚式はきっと大号泣でしょうね。素敵なパパです。

動物が大好きなんです。コロナ禍で動物園にも行けません。自宅もペット可能ではない為そんな私はいつ
も散歩している方がいると、人ではなく犬ばかり見てしまいます。毎朝決まった時間に散歩をしている方
とは勿論挨拶をして仲良くさせてもらってます(笑) 犬って飼い主さんと仲良くしてたら覚えてくれて名前
を読んだら駆け寄ってきてくれて今の私にはそれが超感動です。早くコロナが収束し動物園に行けるよう
になりますように･･
■ペンネーム：KFD 事務局より 犬がつないでくれたご縁。毎朝のコミュニケーションが楽しみですね。  

地域サークルのグループラインで届いた動画は「ありがとう」の反対語は？の問いかけでした。以前職場
の休憩時間に教師の娘さんを持つ先輩からお話を聞いたことがあり「ごめんなさい」かな？と答えました。
教えて頂いた答えは「あたりまえ」でした。現在、今まで出来ていたあたりまえの事が出来ない時代だか
らこそ改めて心に響きました。生きて出会う奇跡の連続に感謝して過ごしてゆきたいと思います。
■ペンネーム：バイキングはまかせて 事務局より 「ありがとう」の輪がもっと広がりますように。

犬のかわいさに日々感動しています。あくびをして眠たそうにしている表情や、かまってほしそうにこっ
ちをみているとき、排泄時のいきみ姿を見るたびに「犬がいる生活っていいな･･･」とかみ締めています。
いきみ姿って、見ているだけで感動しませんか(笑) 残念ながらペット不可の賃貸に住んでいるので、Ｓ
ＮＳに上がっている写真で満足する他ないのがとても残念です･･･。
■ペンネーム：ゆあ 事務局より かわいらしい姿に癒されて、にんまりしてしまいますね。

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。よろしくお願いします。

おしゃべり広場で気分リフレッシュ♪
７月のお題「最近感動したこと」

８月のお題「夏の思い出」
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  申込締切日：2021年7月21日(水)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。

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

草津湯元水春・守山湯元水春 共通券斡旋

映画館前売り券斡旋

草津湯元水春 草津市新浜町300 イオンモール草津スポーツ＆レジャー棟

            TEL 077-516-1126
広々開放感のある大露天風呂と内風呂をご用意。人気の天然温泉か
ら、炭酸泉、ミルキー風呂、壺湯、マッサージ効果の高いジェット
バス等、多彩なお風呂で皆様をお待ちしております。サウナは遠赤
外線タワーサウナ、漢方薬草塩サウナの2種類を備えております。

守山湯元水春 守山市今浜町2620-5 ピエリ守山

       TEL 077-599-1126
琵琶湖をのぞむ絶景の露天風呂。露天展望風呂では、琵琶湖を望む
絶景を堪能しつつ、天然温泉「琵琶湖美人の湯」を源泉掛け流しで
お楽しみいただけます。また、人工的に炭酸ガスを溶解させた高濃
度炭酸泉、内湯にはアトラクション風呂やサウナ等、多彩なお風呂
をお楽しみいただけます。

大人(中学生以上) 平 日 土日祝 互助会会員価格

草津湯元水春 ８００円 ９００円 ６５０円

守山湯元水春 ８５０円 ９５０円 ６５０円

■申込対象：会員・登録同居家族
■申込方法：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、7月21日(水)お昼１２時までに

       ファックスでお申込みください。
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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、7月21日(水)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。

果樹園でもぎたてフルーツを味わおう♪
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給付金一覧表



〒522-0074

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6月30日現在
       事業所数 350 会員数3,292

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！
お気に入りを見つけてどうぞお楽しみ
くださいね。

皆様、こんにちは。
いつも「互助会だより」をご覧いただき、ありがとう
ございます。

今月は、昨年初めてお取り扱いさせていただき、大好
評の「ユニクロギフトカード」と「しまむらグループ
共通商品券」の斡旋をご紹介しています♪
是非、１ページ目をチェックしてみてくださいね。

暑さがジワジワと堪えますが、どうぞご自愛ください
ませ。
それではまた来月(^^)/

互助会だより 2021年７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

互助会事業へのご要望やご意見等をお聞かせください。
今後の参考にさせていただきたく、ご協力をお願いいたします。
様式は問いません。事業所名・会員名をご記入のうえ、メールまたはファックスでお寄せ
ください。もれなく粗品をプレゼントさせていただきます。

コロナに負けない 会員事業所応援ページ

皆様のご意見をお寄せください

事務局のちょこっと一言

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です！
        ■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）

全福センターホームページはおトクがいっぱい！
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