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互助会だより
2022年4･5月号  編集・発行：彦根地域勤労者互助会

■利用範囲：会員・登録同居家族(会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子)限定
       それぞれ施設ごとに年度内１回のみ利用可                      

■申込方法：「共通申込書」により、ファックスでお申込みください。
       お申し込み後のキャンセルはできません。
       4月20日(火)お昼12時で締切り、チケットは翌月以降ご用意できます。
      ･･･現地精算・ＷＥＢ精算チケット･･･
      互助会だより６月号に同封します。お急ぎの場合、事務局へご連絡ください。
      ･･･現金引換チケット･･･

                ご来局予定をご記入のうえ、事務局へお越しください。
  ■その他 ：営業時間・休業情報等は、施設公式ホームページでご確認をお願いします。
      志摩スペイン村・姫路セントラルパークの契約は終了いたしました。

現地精算チケット 券種 通常料金 利用料金

大人 スパーランド入場券 １，６００円 １，１００円

(中学生以上) パスポート ５，５００円 ４，６００円

ジャンボ海水プール入場券 ３，８００円 ３，１００円

ワイドパスポート ６，８００円 ６，０００円

湯あみの島入館券 ２，１００円 １，６００円

小学生 スパーランド入場券 １，０００円 ７００円

パスポート ４，２００円 ３，５００円

ジャンボ海水プール入場券 ２，８００円 ２，３００円

ワイドパスポート ５，１００円 ４，５００円

湯あみの島入館券 １，３００円 １，１００円

幼児 スパーランド入場券 ５００円 ３００円

(２歳以上) パスポート ２，５００円 ２，０００円

ジャンボ海水プール入場券 １，５００円 １，２００円

ワイドパスポート ２，９００円 ２，５００円

湯あみの島入館券 ７００円 ５００円

ナガシマスパーランド

各種提携施設割引のご案内

ＷＥＢ精算チケット 通常料金 利用料金

大人（18歳以上）会員 ７，９００円～９，４００円 ７，４００円～８，９００円

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー （いずれか会員５００円割引)

現地精算チケット 通常料金 利用料金

小学生以上(3～5月） ２，３００円 ２，０００円

小学生以上(6～8月) １，６００円 １，３００円

ＷＥＢ精算チケット 通常料金 利用料金

会員 ２，０００円 １，５００円

家族(1歳以上) ２，０００円 １，８００円

なばなの里 (金券１，０００円付) 名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク

名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク･･･令和４年４月１日～購入方法が変更されました。
クーポンコードを互助会からお知らせします。詳細は同封のチラシをご確認ください。
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現金引換チケット 通常料金 利用料金

大人 ２，０３０円 １，６００円

小中学生 １，０１０円 ７００円

幼児(４歳以上) ５００円 ３００円

現金引換チケット 通常料金 利用料金

大人(１６歳以上) ２，０００円 １，７００円

小中学生 １，０００円 ９００円

幼児(３歳以上) ６００円 ５００円

現金引換チケット 通常料金 利用料金

おとな(中学生以上) ３，８００円 ３，５００円

こども(3歳～小学生) ２，７００円 ２，４００円

シニア(65歳以上) ２，７００円 ２，４００円

現金引換チケット 通常料金 利用料金

大人 ４，６００円 ３，９００円

小学生 ３，９００円 ３，４００円

2歳～未就学児 ２，７００円 ２，５００円

ニフレル

現金引換チケット 通常料金 利用料金

大人 ２，４００円～３，２００円 ２，２００円

小人 １，２００円～１，６００円 １，１００円

琵琶湖汽船クルージング

現金引換チケット 通常料金 利用料金

おとな(中学生以上) ３，０００円 ２，６００円

こどもＡ(3歳以上)身長110cm以上 ２，７００円 ２，３００円

こどもＢ(3歳以上)身長110cm未満 １，９００円 １，５００円

シルバー(60歳以上) ２，２００円 ２，１００円

関西サイクルスポーツセンター

（７月１日より料金改定予定)芝政ワールド

名古屋港水族館

ひらかたパーク

現金引換チケット 通常料金 利用料金

平日(中学生以上) ８５０円 ７００円

土日祝(中学生以上) ９５０円 ７００円

草津湯元水春・守山湯元水春

令和４年３月１日より、「アソビュー」の電子チケット(日付指定)でご購入いただけます。
スマートフォンでのご利用に限ります。会員登録が必要です。

【購入方法】
右記ＱＲコードより「アソビュー」へアクセスしてください。
プランページよりチケット購入に進む→利用日選択→購入回数選択→購入者情報入力
→支払方法選択→購入完了(購入完了メールが届く)

■パーク１デーパスポート(入園+乗り物乗り放題)                 購入WEBページ「アソビュー」

【代金決済】
「クレジットカード」「ｐａｙｐａｙ」「後払い」から選択

＊夏季プール営業期間もおトクな料金設定あり

【利用方法】
ご利用当日、入場口で購入完了メールまたはマイページからＱＲコードを提示後、当日券と引換

【キャンセルポリシー】
ご利用日(日付指定日)の前日23:58まで払戻可能 購入者ご自身でキャンセル操作               

鈴鹿サーキットパーク前売り券 →→ 互助会を経由せず直接ご購入！

「アソビュー」チケット 通常料金 利用料金

大人 ４，６００円 ３，９００円

小学生 ３，９００円 ３，４００円

2歳～未就学児 ２，７００円 ２，５００円
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職場内の研修等、500円補助します。
提出書類：「事業所研修等補助金交付申請書」
     （互助会ＨＰから印刷可）
     参加名簿・領収書写し
     実施した内容がわかる書類         

お祝いやお見舞い等、申請により給付金を支給します。全福ネット(全労済協会)に一部加入しています。
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ＨＰから印刷可）
     死亡保険金・重度障害保険金・後遺障害保険金・住宅災害保険金は、別途添付書類必要         

各種申請はお忘れなく！(会員限定)
事業所研修補助金(年１回) ゴルフ場利用補助金(年１回)

人間ドックまたは脳ドック受診補助金

給付金(会員限定)

各種申請は毎月末で締め切ります。申請書等は、
事業所でコピーを取り、控えとしてください。
認可されましたら、補助金は翌月15日、給付金は
翌月25日に事業所会費振替口座へ振り込みます。
振込日が定休日・祝日の場合は、翌営業日となり
ます。振込明細は翌月お届けいたします。

ご不明な点がございましたら、
事務局までお問い合わせください。
TEL (0749)27-6787

       

ゴルフ場はどこでもＯＫ。1,000円補助します。
提出書類：「ゴルフ場利用補助金交付申請書」
     （互助会ＨＰから印刷可）
     会員個人名が明記された１人あたり5,000円
     以上の領収書・明細書写し         

30,000円以上･･･お1人につき3,000円補助 20,000円以上30,000円未満･･･お1人につき2,000円補助
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ＨＰから印刷可）
     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
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令和4年4月1日
彦根地域勤労者互助会
評 議 員  各 位
                                         彦根地域勤労者互助会

令和４年度彦根地域勤労者互助会評議員会の開催について

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、当会の運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件につきまして、新型コロナウイルス感染防止の観点から規模を縮小し、必要な措置(マスク着用、

消毒液配置、換気、人と人との間隔確保等)を講じたうえで、開催いたします。
恐れ入りますが、同封の出欠ハガキ(委任状)を4月25日(月)までにご提出くださいますようお願いいたします。
なお、状況により、書面表決に変更する場合がありますので、予めご了承ください。

記
          
          １ 日時 令和4年5月27日(金)午前10時～
          ２ 場所 彦根勤労福祉会館4階(彦根市大東町4-28)
          ３ 議題 第1号議案 令和3年度彦根地域勤労者互助会事業報告について
              第2号議案 令和3年度彦根地域勤労者互助会会計決算について
               第3号議案 令和4年度彦根地域勤労者互助会事業計画(案)について
               第4号議案 令和4年度彦根地域勤労者互助会会計予算(案)について
               その他

         
         ※評議員会終了後の懇親会はございません。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

全福センターより詳細チラシが届きました。今回同封しておりますので、ご覧ください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【ひこね市文化プラザ】                     

文化施設チケット斡旋 申込締切日：4月20日(水)お昼12時
「共通申込書」により、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(会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子)以外はご利用できません 
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します。
チケットは翌月以降ご用意できます。「共通申込書」にご来局予定をご記入のうえ、事務局へお越しください。
おつりのないようお願いします。

催事名 日時/開演時間 通常料金 利用料金

爆笑お笑いフェス 2022年6月12日(日) 全席指定 会員3,070円

in ひこね ①11:30  ②15:00     4,070円 家族3,570円

現金引換
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【滋賀県立文化産業交流会館】                     一般以外に青少年・親子ペアもあり

【文芸セミナリヨ】                          一般以外に高校生以下もあり                     

中嶋俊晴×近藤岳ジョイントコンサート 2022年7月31日(日) 全席指定 会員2,000円

feat.城奈緒美 14:00     2,500円 家族2,250円

映画館前売チケット斡旋   申込締切日：4月20日(水)お昼12時
「共通申込書」により、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(同居の親・配偶者・22歳以下の子)以外はご利用できません。
有効期間は概ね４～５ヶ月です。チケットに記載されている有効期間内にご利用ください。
チケットは翌月以降ご用意できます。「共通申込書」にご来局予定をご記入のうえ、事務局へお越しください。
おつりのないようお願いします。                  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

文化施設チケット斡旋 申込締切日：4月20日(水)お昼12時
「共通申込書」により、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(会員と同居の親・配偶者・22歳以下の子)以外はご利用できません 
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します。
チケットは翌月以降ご用意できます。「共通申込書」にご来局予定をご記入のうえ、事務局へお越しください。
おつりのないようお願いします。

催事名 日時/開演時間 通常料金 利用料金

ラストラーダカンパニー 2022年5月8日(日) 全席自由 一般 会員1,800円

「サーカスの灯」 ①13:00  ②15:30     2,000円 家族1,900円

ミスタードーナツ商品券斡旋 3,000円 → 会員価格 2,000円(有効期限なし)

■受付数 それぞれ200セット(会員1人につき、いずれか1セット/抽選)     
■申込方法 「共通申込書」により、ファックスでお申込みください。
＊両方ご記入されている場合は、「ジェフグルメカード」を優先します。
＊落選された方のみご連絡します。ご連絡がない場合は当選です。
＊商品券は6月2日(木)・6月3日(金)・6月６日(月)９時～17時に、互助会事務局まで引き取りをお願いします。

おつりのないようご準備ください。ご都合がつかない場合は、必ず事前に事務局までご連絡ください。

現金引換

彦根ビバシティシネマ 大人 1,800円→1,300円 小人(高校生以下) 1,000円→800円

イオンシネマ 大人 1,800円→1,300円 小人取り扱いなし

ジェフグルメカード斡旋   3,000円 → 会員価格 2,000円(有効期限なし)

あなたはどっち？いずれかにお申込みできます！ 申込締切日：4月20日(水)お昼12時

現金引換

現金引換

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

湯快リゾート優待内容・利用方法変更について
2022年4月1日宿泊分より(1泊2食付)
■お1人様あたり500円割引(中学生以上限定)・会員を含む同行者全員対象
■除外日・除外館なし
■優待適用は湯快リゾート公式ホームページ予約のみ(電話予約は適用不可)
■チェックイン時に会員証をフロントへ提示

＊旅行サイトなどからの予約       適用不可
＊割引プラン(ハッピープラン)の利用   適用不可
＊素泊まり、１泊朝食付、日帰りでの利用 適用不可
＊他のキャンペーン、割引との併用    適用不可
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おしゃべり広場 4月のお題「花」

〒522-0074
滋賀県彦根市大東町4-28 彦根勤労福祉会館１F   

2022年3月31日現在
       事業所数 354 会員数3,304  

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！
どうぞお楽しみください！

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

■■■互助会事業ご利用上の留意点■■■
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。

ペンネーム：てんとうむし 事務局より/白く浮かび上がる夜桜もお昼間の可憐な桜も心躍りますね。

    優しい陽ざしが心地よく、桜の便りがうれしい
    季節です。皆様、いかがお過ごしですか？

今月のオススメは･･･お久しぶりの登場♪
「ミスタードーナツ商品券」＆「ジェフグルメカード」
の斡旋です。どちらも有効期限がなく、毎回たくさんの
お申込みを頂戴する人気企画となっていますので、是非
チェックしてみてくださいね。
新年度がスタートし、お忙しくされている方もたくさん
いらっしゃるかと思います。どうぞご自愛ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ペンネーム：たいりく 事務局より/ご家族の大切な記念日にお花を贈られるってとても素敵ですね。

ペンネーム：ひつじ草 事務局より/ドラマのワンシーンのよう。情景が浮かび、胸が熱くなりました。

ペンネーム：ゴールデンミモザ 事務局より/ミモザはホントに可愛くって･･･事務局も大好きです。

ペンネーム：マロン 事務局より/ツツジの「鶴峯公園」、行ってみたい場所リストに入りました。

事務局のちょこっと一言

この時期で思いつく身近な花は桜です。桜が開花したら見に行きたくてわくわくしてしまいます。去年の春にも彦根
城へ夜桜を子供と見に行きました。ライトアップされた桜はまた一層美しく、もっと見ていたいのにすぐさま子供の
帰ろうコールが。もう少しだけと写真を撮るだけ撮ってドライブして帰りました。今年は昼間にお散歩しながらゆっ
くりお花見できたらと思います。

娘は小学校１年生。四月は子供と登校します。畑の中の通学路、畑に白い可愛い花が。“みて みて あれ”と指さした
ら“知らんの あれ大根の花”と教えられました。大阪から嫁いで来た私。大根の花を見るのは初めてでした。いつの
間にか彦根の子に・・・娘がまぶしく見えました。あれから４０年。大根の花を見ると足取りが軽くなります。

五月連休明け、家族で長野県へ所用で出掛けました。そろそろ高速道路を下りようかという時、左手に新緑の中、浮
き出る様な赤・ピンクで染まった丘が目に飛び込んできました。あまりにも、絵画を観るごとく美しい！惹かれて、
車を丘へ向かわせました。そこは岡谷市「鶴峯公園」人よりずっと背の高い、まん丸に整えられた３万本のツツジ。
今は亡き父と一緒に歩いた遊歩道、満パイに咲いた花たち、心癒す思い出の一服です。

ペンネーム：かりんとう饅頭 事務局より/秋のハナミズキは紅葉と赤い果実が楽しめるそうですね。

６月のお題『雨』 雨あがり・梅雨・傘･･･思い出でも現在のことでもOKです。「雨」にまつわるお話。
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。
来月号の互助会だよりに掲載の会員様に、粗品を進呈させていただきます♪
【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。4月11日(月)お昼12時が締切りです。

家庭の庭で、父が植物を育てています。サザンカ・牡丹・スイセン・サルスベリ・皇帝ダリアなど季節によっていろ
んな花が咲く中で、私の１番のお気に入りはハナミズキです。遠目だと綺麗に、近くで見ると可愛らしく華やかなと
ころが好きです。そんなハナミズキの季節も近づいています。今度帰るときも、「今はどんな花が咲いているかな～
♪」と庭を眺めるのが楽しみです。春の花でいっぱい癒されたいと思います！

先日、息子の高校の卒業式がありました。クラスの皆んなからお世話になった先生に花束を贈ったら、感激して涙を
流されていたそうです。私の勤務先では、日頃お世話になっている家族へのお誕生日のお花のプレゼントを行ってい
ます。送り先は、奥様であったりお母様であったり。。最初はサプライズ企画でしたが、今では恒例となりご家族の
方からも喜んでもらえています。お花はいつの時代も嬉しい贈り物ですね♪

私の好きな花は、ミモザ。春一番のお花ですよね。黄色いポンポンが鈴なりになりとても愛らしく見ているだけで優
しい気持ちになれるお花。以前、庭にゴールデンミモザを植えて育てていましたが、３年過ぎたころ枯れてしまいま
した。もう一度、苗を取り寄せて植えようか思案中の今日この頃。コロナ禍でしんどい日々が続きますが、皆さんの
心にミモザの黄色くかわいいポンポンが咲き誇りますように。


