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互助会だより
2021年8月号

編集・発行：彦根地域勤労者互助会

   おかげさまで40周年を迎えました♪
当会は今年度40周年という節目の年を迎えました。
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。

コロナ禍にあって、依然として予断を許さない状況が続く中、このような時だからこそ「おたがいさん」の
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「40周年まるごとスペシャル」
を実施いたします。全会員様を対象に、会員事業所登録店舗でご利用可能な割引券2,000円分を発行させてい
ただきます。下記実施要項をご覧のうえ、どうぞご利用くださいませ。

なお、県外事業所の会員様には、特例として「ＪＣＢギフトカード」2,000円分を進呈させていただきます。

＊＊＊周年事業「40周年まるごとスペシャル」実施要項＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊有効期間 2021年８月１日(日)～2021年10月31日(日)

＊利用方法 会員様が有効期間中に会員事業所登録店舗で、会計時に「割引券」と「会員証」を提出されます
      と、2,000円割引となります。2,000円割引券は1,000円×2枚で、2枚同時にご利用されても、
      別々にご利用されても結構です。ただしおつりは出ません。
      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。
      営業日等は各自ご確認のうえ、ご利用ください。
      (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・申込不要)

店    名 住    所 電話番号 会員証提示割引

(株)伊藤仏壇 本店 彦根市芹川町1435 0749-22-1056
仏具ご購入代金5％割引(線香・ローソクを除く)

(株)伊藤仏壇 八幡店 近江八幡市若宮町663-1 0748-37-4756

Ｂ☆ＬＯＶＡＮＧＡ
米原市米原1016
米原市役所1F

0749-59-3718 －

Café du ＭＢＦ 米原市米原661-1 0749-52-5330 －

コーヒーカンタータ 彦根市大薮町2490 0749-24-9004 －

多賀(株) 犬上郡多賀町中川原102 0749-48-0134 －

安澤種苗店 彦根市銀座町6-12 0749-22-1533 実施期間限定 全商品１割引
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店    名 住    所 電話番号 会員証提示割引

いと重菓舗 本店 彦根市本町一丁目3-37 0749-22-6003

いと重菓舗 夢京橋店 彦根市本町一丁目7-41 0749-22-6005 －

いと重菓舗 ビバシティ店 彦根市竹ケ鼻町43-2 1F 0749-22-7568

一圓テクノス(株)南彦根ＳＳ 彦根市高宮町1320 0749-22-0271 －

(株)塚本楽器 愛知川店 愛知郡愛荘町愛知川5-10 0749-42-2771
音楽教室入会金50％OFF 特価品等一部商品を除く
一般楽譜と定価1,999円までの商品5％OFF

(株)塚本楽器 近江八幡店 近江八幡市堀上町145-6 0748-33-5198
定価2,000円～9,999円までの商品10％OFF
定価10,000円～99,999円までの商品15％0FF

彦根ビバシティシネマ 彦根市竹ケ鼻町43-1 3F 0749-26-1002 －

味覚の宿 双葉荘 彦根市松原町1377 0749-22-2667
店内食事利用時
お酒またはジュース1本サービス

一休庵 西明寺前本店 犬上郡甲良町池寺1-5 0749-38-3851

カルビ屋大福 八日市店 東近江市東中野町303 0748-20-1717
食事代金10％引
ただし5名様以上の団体予約及びご宴会利用不可

カルビ屋大福 野洲店 野洲市市三宅2305 077-518-0002

うなぎひつまぶし炭櫓
近江八幡店

近江八幡市音羽町26 0748-31-3325

バッカス アイム店 犬上郡甲良町在士65 0749-38-2093 －

小林製菓舗 彦根市佐和町6-5 0749-22-1062 期間限定割引 ういろ10％割引

(有)太田書店 彦根市銀座町6-6 0749-22-0748 －

古川日登堂 彦根市中央町6-22 0749-22-0037 5％引き

香凛舎 愛知郡愛荘町愛知川40-7 0749-42-6263 －

ル・セルポワヴル 彦根市松原町3428-5 0749-26-0770
自家製パン10個(800円)お買い上げのお客様へ
2個サービス

カレーダイニング
Ａｓｉａｎ

愛知郡愛荘町安孫子700-1 0749-37-4001 カレー全品10％OFF

木の童具村 彦根市駅東町9-14 0749-24-1537
期間限定割引
店内品(一部を除く)定価より15％引き

サブウェイ
ビバシティ彦根店

彦根市竹ケ鼻町43-2 1F 0749-27-6150
期間限定割引
会員証１枚につきＳポテト１個プレゼント

(株)メガネのハヤミ
平田店

彦根市平田町578 0749-24-8833
期間限定割引

(株)メガネのハヤミ
ビバシティ店

彦根市竹ケ鼻町43-2 1F 0749-24-8855
ブランドメガネセット薄型非球面レンズ付
セット価格より20％OFF

(株)メガネのハヤミ
八日市店

東近江市八日市緑町16-14 0748-25-5010
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店    名 住    所 電話番号 会員証提示割引

料亭旅館 やす井 彦根市安清町13-26 0749-22-4670

お食事処 しる万 彦根市安清町12-14 0749-23-8238

千成亭 平田店 彦根市平田町808 0749-24-2901

千成亭 キッチン(宅配）
お電話・インターネット
でご注文を賜ります

0120-290-345

千成亭 夢京橋店 彦根市本町1-1-26 0749-22-1808

千成亭 八幡堀店 近江八幡市大杉町12 0748-43-1129 －

レストラン 千成亭 彦根市戸賀町120-4 0749-24-6129

千成亭 別館 華見 彦根市河原2丁目2-25 0749-26-4129

せんなり亭 伽羅 彦根市本町2-1-7 0749-21-2789

せんなり亭 心華房 彦根市本町1-1-26 2F 0749-47-3133

麺匠 ちゃかぽん 彦根市本町2-2-2 0749-27-2941

せんなり亭 橙 長浜市元浜町11-32 0749-62-0329

せんなり亭 麺匠華豊庵 長浜市元浜町8-12 0749-62-1129

ビートルはなれ野洲 野洲市小篠原1000 077-587-2401

ヒロセ愛知川本店
(ビューティーモール)

愛知郡愛荘町市1705-1 0749-42-5125

ヒロセ 秦荘店 愛知郡愛荘町東出505-1 0749-37-3705

ビートル グランデ店 彦根市西今町965 0749-26-2702
パーマ・カラーメニュー10％割引

ビートル 野洲店 野洲市市三宅1013 077-586-7759 ポイントパーマ・カラーリタッチメニュー除く
他の割引との併用不可

ビートル ジャック店 湖南市柑子袋287 0748-71-4671

ビートル Ｂ１店 東近江市幸町1-38 0748-22-4517

ビートル Ｂ２店 東近江市八日市浜野町1-1 0748-24-2030

ビートル 八幡店 近江八幡市上田町1278-3 0748-37-4890

ビートル 草津店 草津市下笠町568-3 077-568-4655

ヒロセ 本店 はなれ 愛知郡愛荘町市1707-6 0749-42-3040
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店    名 住    所 電話番号 会員証提示割引

ビートル 長浜店 長浜市山階町455-31 0749-68-0404
パーマ・カラーメニュー10％割引

ビートル 能登川店 東近江市垣見町1515 0748-42-7180
ポイントパーマ・カラーリタッチメニュー除く
他の割引との併用不可

近江牛肉専門店 こにし本店 彦根市河原2-3-5 0749-22-1334 －

家事代行サービス アスター
彦根市八坂町2061-113
(303)

0749-26-0877 －

理髪屋 Ｒａ・Ｃｏｏｎ 彦根市日夏町112-6 0749-25-3626 －

(株)酒蔵ひのや 彦根市清崎町241-15 0749-25-3363
期間限定割引
お買い上げ商品に対し5％OFF(一部除外品あり)

La.Patisserie.JouJou
彦根市長曽根南町548
アシストビル1F

0749-26-8100 5％OFF

天晨堂
ビバシティブックセンター

彦根市竹ケ鼻町43-2 1F 0749-24-2118 －

丸中醤油(株) 愛知郡愛荘町東出229 0749-37-2719 －

ゴルフパートナー
多賀ゴルフ店

犬上郡多賀町敏満寺555 0749-48-0101 －   

多賀ゴルフ練習場 犬上郡多賀町敏満寺555 0749-48-0101
平日８円→６円 土日祝１階席９円→７円
２階席８円→６円（いずれも税別）他

あゆの店きむら 本店 彦根市後三条町725 0749-22-1775 －

あゆの店きむら 京橋店 彦根市本町2-1-5 0749-24-1157 －

さざなみ酒店 彦根市佐和町11-9 0749-22-1201 －

中嶋庵 彦根市平田町966-1 0749-23-0276 －

ブランチ 彦根市松原町3679-8 0749-29-8787 －

日本料理 竹平楼 愛知郡愛荘町愛知川1608 0749-42-4007
期間限定割引 座敷御利用時
ワンドリンクサービス(ソフトドリンク)

くよもん農園
愛知郡愛荘町東円堂
        2543-5

0749-42-8311 －

大忠 愛知郡愛荘町蚊野1446 0749-37-2336
期間限定割引
サバ寿司１本3,240円→3,000円

(株)フレーバー 彦根市銀座町4-19 0749-22-2800
ビジネスランチ以外ご注文の方に飲み物
(コーヒー、ジュース等)デミにてサービス

雑貨 ぜぺっと
ビバシティ店

彦根市竹ケ鼻町43-2 1F 0749-26-8928 －

(有)藤塚時計店 彦根市中央町5-27 0749-22-2538
通常割引に加えて、
期間限定割引 当店指定リズム時計2,000円で

カフェ夢工房 ｉｆ 彦根市西今町1327 080-8329-1649
－

Zacca & Sweets
ｉｆにゃん

彦根市中央町7-39 090-2702-2981
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映画館前売り券斡旋
彦根ビバシティシネマ・イオンシネマ・アレックスシネマ
価格等は「互助会だより」７月号をご覧ください。申込締切日はホール情報・チケット斡旋と同じです。し

店    名 住    所 電話番号 会員証提示割引

Panasonic リフォーム club
リファイン彦根

彦根市小泉町34-6 0120-968-978
ご来店の方粗品プレゼント 期間限定割引として
対象商品見積りで3千円相当賞品プレゼント

龍鱗 彦根本店 彦根市旭町9-11 0749-24-3570
お会計5％OFF

ベビーフェイスプラネッツ
彦根

彦根市長曽根南町478 0749-21-3570

サンライズ出版 彦根市鳥居本町655-1 0749-22-0627 －

(株)花廣 彦根市錦町2-16 0749-22-1578
期間限定割引
切花活力剤１パックプレゼント

ＵＰ ＦＩＥＬＤ
南彦根店

彦根市竹ケ鼻町43-2 2F 0749-26-3100
期間限定割引
10％OFF(対象外あり）(セール品除く)

湖東三山館あいしょう
愛知郡愛荘町松尾寺
        1395-1

0749-37-2333 －

申込締切日：2021年8月20日(金)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。

ぶんさんリラックスパフォーマンス 2021年10月10日(日) 全席指定 ２，０００円 会員 １，６００円

シエナ・ウインド・オーケストラコンサート 14:00 青少年もあり 家族 １，８００円

【滋賀県立文化産業交流会館】

催事名 日時/開演時間 通常料金 利用料金

文化芸術×共生社会フェスティバル参加事業 2021年11月23日(火・祝) 全席指定 ２，０００円 会員 １，６００円

ぶんさん０歳児からのコンサート 14:00 青少年もあり 家族 １，８００円

【ハーティーセンター秦荘】

たにぞう 2021年10月24日(日) 全席指定 ８００円 会員 ６４０円

手あそび・歌あそび音楽会 14:00 家族 ７２０円

ホール情報・チケット斡旋
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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。8月17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。

もう５０年くらい前ですが、夏休みには田舎の祖父母宅に泊まりにい
きました。大きな樽で漬けた夏野菜の漬物を出してきてくれる祖母の
姿や、朝に鶏小屋へ行き産みたての卵を掌にのせ持って来た事も思い
出します。井戸水で冷えた西瓜やトマトを丸かじりしたり、多くの親
戚と共にお墓参りに行った事も覚えています。もう祖父母も母も他界しましたが、夏の思い出は懐かしい
子供時代の田舎での夏休みを思い出します。
■ペンネーム：もうアラカン 事務局より 懐かしい大切な思い出話をありがとうございました。

大学生の頃、森高千里の「私の夏」の歌詞の中にある「沖縄の海に決めた♪」と言うフレーズを聞いて行
きたくなり、友達と３人で沖縄へ行きました。初めて行く沖縄、天気も良く海もきれいで感動したのを覚
えています。ビーチで遊んでいると関東から来た３人組の大学生と出会い、夕飯を共にし深夜遅くまでカ
ラオケへ行きました。その後、音信不通でしたが夏の日の良い思い出です。
■ペンネーム：モコ 事務局より 「私の夏」をＢＧＭにした学生時代のキラキラした思い出、素敵です。

私の主人の母は今年満１００歳(紀寿)になりました。現在は老人ホームでお世話になり車椅子ですが元気
で過ごしています。１７年前の母との夏の思い出、主人と母と娘と私の初孫と多賀の万灯祭に行ったこと。
長浜生まれ長浜育ちの母の初めての万灯祭でした。沢山の提灯に感銘を受けられ母は大変喜んでくれまし
た。ひ孫との大切な時間でした。いつの日にか私もひ孫と、母が見たあの夏の万灯祭の夜の景色を見てみ
たいものですね。
■ペンネーム：還暦３年生 事務局より 万灯祭は幻想的ですね。お母様の紀寿、おめでとうございます。

子供の頃“夏”と言えば“暑さをしのぐ工夫”や、耐える。という辛い季節の半面、日本海側の“厳冬 豪雪”を
迎える前に僅かな“夏”を楽しむ！ということで過ごしてきた。「かき氷」「湧き水で冷やした“すいか”“ト
マト”“きゅうり”等の夏野菜」「氷に浸かった“そうめん”」「蜩（ひぐらし）の声“ カナカナ」猛暑の中で
はあるが”子供の頃の夏“も感じに行こう・・かな？
■ペンネーム：Ａ・Ｋ 事務局より 冷蔵庫ではなく、湧き水で冷やされていたのが風情ありましたね。

“夏のおもいで”といえば、この唱歌が大好きで、よく歌っていたのを思い出します。歌詞にでてくる水ば
しょうの花が見てみたくて尾瀬に行きたいと思いながら、今だに行けずじまいになっています。夢見て咲
いている水ばしょうをコロナがおさまったらぜったいに見に行きたい！と５０年近い夢をいまだに夢みて
いる心は乙女です。お題の意味とはちょっと違ったかな？
■ペンネーム：うし子 事務局より 早くコロナが終息して、うし子さんの夢が叶いますように。

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♪
8月のお題「夏の思い出」

9月のお題「私の健康法」



〒522-0074
滋賀県彦根市大東町4-28 彦根勤労福祉会館１F
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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♪ お元気でお過ごしですか？
今月号では周年事業「４０周年まるごとスペシャル」
割引券等を同封させていただきました。
必ずご確認のうえ、ご担当者様は受取書をファックス
送信くださいますようお願いいたします。
お好きなお店で、期限内にどうぞお忘れなくご利用く
ださいね。それではまた来月(^^)/

互助会だより 2021年8月号

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。

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

夏季休業について
8月13日(金)・8月16日(月)は夏季休業をいただきます。
誠に申し訳ございませんが、ご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

消費期限は製造から２年間、備蓄用としてもいかがでしょうか？ 8月下旬にお渡
しできます。お申込み、お待ちしております。

会員価格：520ml×24本入り 2,400円(1本当たり100円)→1,500円(1本当たり62.5円)

受付数 ：20セット(会員１人につき１セット申込可/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、8月20日(金)お昼12時までにファックスで
     お申込みください。
     抽選の場合、当選された方のみご連絡いたします。
     商品は８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は、必ず事前にご連絡ください。

天然バナジウムた～っぷり 甲良町産「こうら天然水」
鈴鹿山脈の山々に降った雨や雪が深層に浸透してい
く過程で「天然バナジウム」を溶かし込み湧き出で
きた清冽軟水です。
ミネラルが豊富でおいしい甲良町生まれの自然水。
毎日の水分補給やお料理、お酒の水割りにも最適。
日本人のお腹にあった軟水を深井戸から汲み上げて
おります。
こうらのお米が美味しいと言われる所以です。

甲良町公認キャラクター
戦国大名 藤堂高虎
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夏真っ盛り。まだまだ冷たいものが食べたいですよね。
今回ご紹介のゼリーは、岐阜県垂井のパン屋さん、グルマンの商品です。
マンゴー・ピーチ・ラフランス・オレンジ・ピオーネのゼリー５種をギフトボックスにセットしました。
８月下旬にお渡しできます。お申込み、お待ちしております。

会員価格：2,052円→1,200円(賞味期限･･･2021年11月)

受付数 ：50セット(会員１人につき１セット申込可/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、8月20日(金)お昼12時までにファックスで
     お申込みください。
     抽選の場合、当選された方のみご連絡いたします。
     商品は８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は、必ず事前にご連絡ください。

マンゴーゼリー：原料のアルフォンソマンゴーは、香りの強さ、美しく濃厚な色、果実の糖度の高さからマンゴーの王様と呼ば
れています。
ピーチゼリー：国産白桃のピューレを20％、果汁を20％計40％使用した贅沢なゼリーです。
ラフランスゼリー：香り高い山形産ラフランスの果実を入れました。隠し味に白ワインを使用しています。
オレンジゼリー：甘味が強く、酸味がマイルドで食べやすいバレンシアオレンジの果肉を使用。ゼリーにもオレンジ果汁を贅沢
に使用して、深みある果汁感に、爽やかな甘みと酸味をお楽しみいただけます。
ピオーネゼリー：岡山県を代表するニューピオーネは、大粒で甘味が強く、芳香な香りとコクが特徴です。ゼリー部分にはすっ
きりとした味わいのイタリア産シャルドネ果汁を加え、白ぶどうと黒ぶどうで仕立てたこだわりの贅沢ゼリーです。

フルーツゼリーはいかがでしょうか？

写真はイメージです


