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互助会だより
2021年10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！

世界各国のカカオと日本の再探究により出会った地域の食材をマリアージュ。
カジュアルなハンドメイドチョコレートとして、また、セオリーにとらわれない独自製法により生み出される
新食感のQUONテリーヌは、ブランドコンセプトを表現する代名詞的存在です。

<ノアール>         コロンビア５４％ キャラメルナッツ オレンジピール
<ミルク>          コロンビア４１％ ドライメロン ピスタチオ
<京都焦がしきな粉>     京都焦がしきな粉 黒ゴマ 黒蜜サブレ
<柿>            豊橋緑茶チョコ 豊橋次郎柿
<アップルティ>       アールグレイチョコ 蜜漬けりんご ドライりんご
<レモン>          レモンチョコ ドライランブータン ドライいちご
<ヘーゼルナッツプラリネ>  ヘーゼルナッツチョコ ヘーゼルナッツ  フィアンティーヌ
<ベリーベリー>       ベリーイチゴ フリーズドライいちご ドライいちご
<抹茶>           宇治抹茶チョコ 道明寺ぶぶあられ アーモンド
<島原・ホワイト>      ホワイトチョコ 島原カステラ
<新潟村上茶ベトナム５６％> 新潟村上茶チョコ クランベリー マシュマロ
<熊本ストロベリーティー>  熊本紅茶チョコ ストロベリー

Q U O N テリーヌ

Pure Chocolate-素材のピュア-
世界中から厳選したピュアチョコレートを素材に、余計な
油分は一切加えず、ひとつひとつ手作業で丁寧に仕上げて
います。

Diversity-作り手の多様性-
QUONチョコレートは、障がいを持つ方やママさんなど、
多様な方々によって創られています。全国の多様な方々が
ショコラティエとなり、妥協のないモノ作りを追求してい
ます。

Discovery Japan-日本の再探求-
チョコレートを通じて日本各地の食文化を発信します。

3つのこだわり

上記「ＱＵＯＮテリーヌ」12点を1セットとし、ギフトセット(紙袋付き)でお渡しします。(賞味期限100日)
■会員価格 2,981円→2,000円(差額は互助会負担)  ■受付数 50セット(会員1人につき1セット/抽選)
■申込方法 「共通斡旋申込書」で、10月21日(木)お昼12時までにファックスでお申込みください。

*当選された方のみご連絡いたします。
*商品は10月26日(火)13時～16時の間に、互助会事務局まで引き取りをお願いします。
*ご都合がつなかい場合、必ず事前にご連絡ください。

久遠チョコレート

現金引換
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前進座創立90周年記念 京都初春特別公演

区 分 期  間 定  価 割引価格

イルミネーション 10月23日(土)～2月28日(月) 2,300円 2,000円

花まつり 9月21日(火)～10月22日(金) 1,600円 1,300円

チケット売り場に互助会発行の割引券を提出し、料金をお支払いください。
金券(1,000円)付きとなります。割引券は1人1枚必要です。

新型コロナウイルスの影響による最新情報は、各自必ず「なばなの里ホームページ」でご確認ください。
■利用範囲：会員と登録同居家族(会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子)のみ 年度内1回利用可
■申  込：「共通斡旋申込書」に必要事項をご記入のうえ、10月21日(木)お昼12時までにファックスで
      お申込みください。互助会だより11月号に「割引券」を同封します。     

なばなの里割引券(小学生以上)のご案内 割引券

現金引換
「男はつらいよ」寅さんシリーズでおなじみの山田洋二監督が、
コロナとたたかう日本中の皆様にお届けする舞台最新作！

一万石の殿様が長屋の娘に片思い?!
生きるか死ぬかで大騒ぎ、笑う門には福来たる!

■日程：2022年1/8(土)11時・15時半 1/9(日)11時
    1/10(月・祝)11時 1/15(土)11時・15時半
■場所：京都駅ビル内京都劇場
    (劇場内での飲食不可)
■価格：1等席 10,000円→8,500円
    (会員・登録同居家族対象）
■申込：「共通斡旋申込書」で、10月21日(木)お昼12時まで
    にファックスでお申込みください。
    申し込み後のキャンセルはできません。
    チケットは互助会へ届き次第のお渡しとなります。
    おつりのないようご準備をお願いします。
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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)
    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。              
      新型コロナウイルスの影響による最新情報は、各自「シネマホームページ」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、10月21日(木)お昼12時までにファックス
      でお申込みください。先着順で受け付けし、なくなり次第終了いたします。
      互助会だより11月号に「スペシャル優待券」を同封いたします。
                    

彦根ビバシティシネマ「もっとも～っと」おトク！

割引券

もう少し優待券の在庫があります！先着順で受け付けます！
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申込締切日：2021年10月21日(木)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

【守山市民ホール】

催事名 日時/開演時間 通常料金 利用料金

ルシオールAKF秋色2021 2021年11月28日(日) 全席自由 ５００円 会員 ４００円

新谷キヨシ ユニット『音の遊園地Ⅶ』 12:30 家族 ４５０円

現金引換

＊＊＊ご利用に当たって＊＊＊
マスク着用・検温・手指消毒等、新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いいたします。

【ハーティーセンター秦荘】

第3回ハーティー講談会 2021年11月14日(日) 全席指定 １，０００円 会員 ８００円

14:00 家族 ９００円

  申込締切日：2021年10月21日(木)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
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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。10月13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。

スポーツの秋や読書の秋といいますが、私にとっての秋は食欲の秋です。
もともと期間限定の言葉に弱い私ですが、秋の期間限定の商品には特に目
がありません。栗やさつまいものスイーツがあるとついつい手を伸ばして
しまいます。また、祖母が毎年送ってくれる栗ご飯も大好きです。今年も
祖母が送ってくれる栗ご飯を楽しみにしながら、秋のスイーツを堪能する
ことが私の秋の楽しみです。
■ペンネーム：もも 事務局より･･･秋の味覚はほっくりで、心までほっこり癒されますね。

秋というと新米や果物もおいしい食欲の秋、美術館めぐりの芸術の秋、お弁当を作ってちょっと遠出した
くなる行楽の秋といろいろあるけれど、コロナ禍でどこにも行けず。そんな中で私が楽しみにしているの
は１０月から始まる秋の新ドラマ！医療系あり、事件物あり、ラブコメディーあり。続編もあれば、まっ
たくの新番組もあって今からワクワクしています。さぁ、家事はさっさと済ませてテレビの前にスタンバ
イしなきゃね。
■ペンネーム：けこたん 事務局より･･･長くなったおうち時間にドラマはぴったり！楽しみです。

秋になると、絶対に１回は食べたい物があります！それは、クラブハリエの「モンブラン」です。この季
節にしか販売されなくて、いつでも食べられないこともあり、まさに秋の楽しみです。ただ、良いお値段
がするので、自分へのご褒美としてこっそり楽しんでいます。ケーキの一番下はスポンジではなくメレン
ゲで、クリームはこれぞ栗だ！という感じです。興味のある方はぜひ一度食べてみてください。
■ペンネーム：むぎはは 事務局より･･･とってもおいしそう♡ご褒美に食べてみたいです。

「秋の楽しみ」といえば、やっぱり“食欲の秋”♪昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響で、思うよ
うに外出できない日々が続いていますが、こんな時だからこそ、家族揃って美味しい食事を楽しみたいと
思います。でも、外出すること(特に体を動かすこと)がめっきり減ってしまったので、今年は“食欲の秋”
ではなく、“ダイエットの秋”になりそうです･･･。
■ペンネーム：三日坊主 事務局より･･･事務局では１年中、ダイエットの話をしています。話だけです。

子どもが大きくなり、どこか行こーと言っても誰もついてきてくれず･･･出掛ける事が少なくなっていまし
た。でも、ワンコがきてからは、ワンコを散歩に連れて行くというきっかけができ、娘も喜んでついてき
てくれるようになりました。５ー６年前に御朱印帳を購入したのですが、２ケ所のみ･･･。この秋は、ワン
コ・娘と御朱印巡りをしようと思います。受験生２人がいるので、今年は合格祈願をしに寺院を巡り、神
頼みしよう。
■ペンネーム：みぃ 事務局より･･･色とりどりな秋の景色を見ながら、お散歩を楽しんでくださいね。

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 10月のお題「秋の楽しみ」

11月のお題「オススメの本」
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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



〒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9月30日現在
       事業所数 356 会員数3,336   
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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。

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。

もう「まるごとスペシャル」はご利用されましたか？
有効期限が１０月末となっています。お好きなお店で
忘れずにご利用くださいませ。

季節は秋へと移ろい、少しずつ朝夕の空気がひんやり
してまいりました。不安な日々が続いており、まだま
だ先のことまで考えられない状況ですが、どうぞお体
を大切にお過ごしくださいね。

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10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。

クリスマス→新年に向けての寄せ植えを斡旋します！ 現金引換
今回も出来上がったものをご用意♪ クリスマスから新年に向
けて、明るくかわいいイメージでお作りします。
冬から春にかけてお楽しみいただけます。お１ついかがですか？

■会員価格 3,000円→2,500円

■斡旋数  50個限定(抽選)・会員お1人につき1個のみ購入可

■申込方法 「共通斡旋申込書」で、10月21日(木)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11月号」
      にご案内を同封いたします。落選連絡はございませ
      んので、予めご了承ください。

■その他  12月９日(木)・10日(金)13時～17時に
      ローズブランチ(米原市梅ヶ原1288)へ
      引き取りにお越しいただける方限定です。
      代金もその場でお支払いください。

写真はイメージです。
鉢・花材等変更となる場合があります。
予めご了承ください。

互助会で取り扱っているチケット・物品について


