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互助会だより
2021年9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♪ありがとうございます！

彦根ビバシティシネマでの映画鑑賞が → 更におトクになるキャンペーンです。                            
互助会が補助をし、スペシャルプライスが実現♪
どうぞお好きな映画をお楽しみくださいね。
    
会員1名につき「スペシャル優待券」2枚1組
    (有効期間：2021年10月1日(金)～2021年11月30日(火)・200組限定/抽選)
    大人２枚１組 定価3,600円 ⇒→⇒ 1,600円(1枚あたり800円)
      ＊「スペシャル優待券」は１枚ずつ別々にご利用できます。
      ＊彦根ビバシティシネマチケット売り場で「スペシャル優待券」を提出し、１枚につき800円
       をお支払いください。(現地精算)  
      ＊高校生以下のチケットは互助会で斡旋中です。(常時800円)
      
■ご注意点：新型コロナウイルス感染症予防対策に十分ご配慮のうえ、ご利用ください。
      本券は優待券(割引券)につき、ご利用をお控えいただいても構いません。              
      彦根ビバシティシネマ最新情報等は、シネマ公式ホームページでご確認ください。

■申込方法：別紙「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、9月22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10月号に「スペシャル優待券」を同封いたします。
      落選の方へのご連絡はございません。              

彦根ビバシティシネマ「もっとも～っと」おトク！

割引券
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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。9月15日(水)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。

６月から、子供の習い事に便乗するための体力作りの一環で朝ランを始
めました。朝起きてコップ１杯の水を飲んで走り出す。代謝が活性化さ
れて２０分弱の走りで汗が噴き出ます。最初は歩きからでもＯＫという
朝ラン。後ろ足の膝裏を伸ばして、肘を後ろに大きく引きながら走る(歩
く)ことがポイントです。(きれいな姿勢になります。)運動後にはビタミ
ンも補給して、健康＆美容にも気を使っています^^
■ペンネーム：チムチム 事務局より･･･朝は空気が澄んでいて、気持ちよく走れそうですね。

６０歳を過ぎてから急に体力の衰えを感じるようになりました。食事と運動には留意するようにしており
ますが、筋力は歳ごとに落ちていくのを実感しており、体全体の筋力を落とさないよう一番大きな部位で
ある太ももの筋肉を維持するよう、片道２キロの出勤路を歩くようにしております。日々の血圧測定と体
温測定、１週間に一度の体重測定を続けており、自分の健康状態を把握できるよう努めています。
■ペンネーム：こうちゃん 事務局より･･･日々のセルフチェックで自分を知ること、大切ですね。

コロナ禍以前は、近所の方との散歩、町のプールでスイミングなど時折やる気を出し運動に励んでおりま
した。最近は色々と制限されるなか毎朝行われる会社でのラジオ体操を真面目に取り組んでいます。会社
にさえ出勤すればタイミングを逃すこともありません。聴きなれた音楽が流れ体の隅々まで伸ばすと体も
気持ちも柔軟になります。そして爽やかな気分のまま仕事に取り組むようにしています。
■ペンネーム：とっちゃん 事務局より･･･ラジオ体操後はスッキリしますね。よく考えられた体操です。

私の健康法は朝の縄跳びだ。毎朝とはいかないが、出来るだけするという気軽なやり方だ。孫が熱心にや
っていて一緒に遊んでいるうちにだんだん腸の調子がよくなってきた。せいぜい二百回どまりだが、かか
とがトントン刺激を受けると骨が強くなるとか自分の限度を少し超えるまで跳ぶとミトコンドリアという
ものが増えるので体に良いとか聞いたら、続けないわけにいかない。これからもほぼ毎日跳んで家族のた
めにも健康を守りたい。
■ペンネーム：ミトコン 事務局より･･･二百回も跳べるなんてすごい。これからも頑張ってくださいね。

４０歳前後から体にお肉が付きやすくなってきたのをきっかけに２年前からママ友とランニング・筋トレ
を始めました。週に２回程度で痩せるまではいかないもののおしゃべりをしながらランニングすることで
体力がつき楽しく、時には悩みを打ち明けながらストレスを発散することが出来ます。デスクワークの自
分にとって、週２回運動することで適度に体を疲れさせぐっすり眠ることとストレスをためないことが私
の健康法です。
■ペンネーム：メック 事務局より･･･ママ友さんとご一緒。お話の花がたくさん咲いて楽しそうです。

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 9月のお題「私の健康法」

10月のお題「秋の楽しみ」
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申込締切日：2021年9月22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。
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。

ホール情報・チケット斡旋

【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

【ひこね市文化プラザ】

水森かおり25周年記念コンサート 2021年11月12日(日) 全席指定 ６，５００円 会員 ５，５００円

歌謡紀行 15:30 家族 ６，０００円

  申込締切日：2021年9月22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、予めご連絡のうえ、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。

映画館前売り券斡旋

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

現金引換

現金引換

水森かおり25周年記念コンサートについて【ご注意点】
座席は前後左右空けて、お連れ様同士も席が離れます。互助会枠１０枚限定で、先着順とさせていただきます。
定員になり次第、締切に関わらず受付を終了されますので、予めご了承ください。
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会費1ヶ月分の補助金が給付される制度です。
職場内の研修等、年1回
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人あたり20,000円以上の領収書写し
        必ず人間ドック・脳ドックと記載されていること/オプション含む
     

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）

補助金申請はお忘れなく！

事業所研修補助金が出ます！

ゴルフ場利用にも補助金が出ます！

人間ドック・脳ドックいずれかにも補助金が出ます！

給付金申請もお忘れなく！
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給付金一覧表
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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2021年4月号を配布
時に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。

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

共通斡旋申込書について

ご提出前には今一度ご確認を！

～コロナに負けない～会員事業所応援ページ

「40周年まるごとスペシャル」はご利用されましたか？
互助会だより８月号に同封させていただきました、「40周年まるごとスペシャル」。
下記の要領で、有効期間内に忘れずご利用ください。なお、ご利用には「割引券」の他に「会員証」も必要と
なります。紛失等の場合は、手数料100円で再発行が可能です。再発行は毎月末で締め切り、滋賀県勤労者互
助会連合会にまとめて発注しますので、翌月上旬のお渡しとなります。９月末までにお手元にあるかご確認く
ださいませ。また、「割引券」の受取書をまだファックス送信いただいていない事業所様は、至急互助会へ返
信をお願いいたします。

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(互助会だより８月号および割引券裏面をご参照ください)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。



〒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8月31日現在
       事業所数 356 会員数3,343
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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。

残暑まだまだ厳しい９月。お元気でお過ごしですか？
事務局が入居している彦根勤労福祉会館の花壇では、
ゴーヤを栽培されています。グリーンカーテンは日差
しをやわらげてくれるうえに、風に揺れる葉は涼やか。
いつもお世話をありがとうございます。

さて、今年度から始まった「おしゃべり広場」。毎月
のテーマに沿った作文をお考えいただいて、翌月の互
助会だよりに掲載されたら、図書カード千円分をプレ
ゼント☆ 作文は簡単でＯＫです！ペンネームを使用
しますので、どうぞご安心くださいね。あなたからの
お申込み、お待ちしています。

それでは今月は以上です。ありがとうございました。

互助会だより 2021年9月号

互助会事業へのご意見等をお聞かせください。様式は問いません。事業所名・会員名を明記し、
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

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


