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互助会だより
2023年3月号  編集・発行：彦根地域勤労者互助会

コロナ禍での事業展開となった今年度も、たくさんのご利用をいただき、誠にありがとうございました。

次年度は、少しずつ以前のような事業も取り入れ、皆様にお楽しみいただけるご提案をさせていただきたいと考え
ております。変わらぬご協力と、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、ウィズコロナ対策還元事業を実施いたします。
全会員様を対象に、下記お品物をお届けさせていただきます。どうぞお受け取りくださいませ。

＊＊＊お届け品(2023年2月1日現在の会員様対象)＊＊＊
①花王 ビヲレｕ除菌やわらかウェットシート(10枚/黄色)     ･･･1点
②花王 ビヲレｕ除菌やわらかウェットシート(10枚/ピンク色) ･･･1点      ①～④１セット × 会員数分
③アサヒ ミンティア+ＭＡＳＫシトラスミント(7g)     ･･･1点      
④グリコ ＧＡＢＡミルクチョコレート(51g)          ･･･1点

＊＊＊配布方法＊＊＊                                          
3月中旬～下旬頃、各事業所様へ株式会社ユニオンサービス様より直送いたします。        
ご担当者様には大変お手数をお掛けし、申し訳ございませんが、会員様へお渡しくださ   
いますようお願いいたします。

ウィズコロナ対策還元事業を実施します♪

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

湯快リゾート優待について
            湯快リゾートの優待内容が、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。
            公式ホームページ https://yukai-r.jp/

            ■優待対象■ 会員を含む同行者全員
            ■優待内容■ お1人様あたり 500円割引(中学生以上に限る)
            ■除 外 日 ■ 土曜日、4/28～5/5、7/16、8/6～8/18、9/17、10/8、11/3、
                   12/29～1/3、1/7，2/11
            ■対 象 館 ■ 湯快リゾート全施設
            ■予約方法■ 湯快リゾート公式ホームページからのみ 電話での予約は優待適用不可
            ■利用方法■ チェックイン時に会員証をフロントへ提示ください
            ■適用不可■ 旅行サイトなどからのご予約
                   割引プランの利用
                   素泊まり、1泊朝食付、日帰りでの利用(１泊2食付のみ適用)
                   他のキャンペーン/割引との併用
            ■適 用 日 ■ 2023年4月1日宿泊分より

鈴鹿サーキットパーク前売り優待割引制度廃止について
2023年2月28日をもって、上記制度が廃止されました。これまでご愛顧いただき、ありがとうございました。

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

もうすぐピカピカの１年生！おめでとうございます！
互助会では、小学校入学祝金１万円の給付をご用意しています。お子様をご登録済みの会員様へ、来月ご案内と申請
書を同封させていただきます。４月以降で、ご申請くださいますようお願いいたします。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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       要予約 会員証提示で５名様まで優待
       各自で琵琶湖汽船(株)長浜港・今津港へお申込みください。                       

互助会だより 2023年3月号

＊毎回、趣向を凝らした楽しい企画、おしゃべり広場は見て楽しめ、商品斡旋は食べ
て楽しめ、映画・コンサートetc･･･観て・聞いて・楽しい企画、事務所のみんなで
わくわく互助会だよりを楽しみにしています。

＊社内回覧ではゆっくり読めませんので、休日にホームページから拝見しています。
引き続き、微笑ましく、ほっとする企画をお願いします。

＊ディナー会がむずかしいようでしたら、ランチ会等の企画してもらえるとうれしいです。

＊いつも気軽に買えないような商品を斡旋していただきたいです。例えば、以前のようなチョコレートやパン、
是非、令和５年度は･･･と期待しています。地域密着ももちろん大切だと思いますが、会員一人一人の要望も
重視していただきたいと思います。

＊問題３はあってるか不安ですが、令和５年の１２月だとしたら２０２３－１９８１で４２年となるはず･･･。
だいぶ頭をひねりました。年末からのお客様達がお帰りになり、年末にときかけのクイズをやってみました。

＊ギフトカード等が当選した時などは、孫のプレゼントに使わせていただいています。お得で有難いです。
今年もうさぎのように元気にピョンピョンと飛び跳ねられたらいいですね。

＊新規採用されたタイミングで互助会に加入させていただきました。会員事業所さんの商品紹介をはじめ、各種
チケットの斡旋などが記載されている互助会だよりを毎月楽しみにしております。個人的にラーメン企画を一
番楽しみにしているので、気になる商品があれば是非とも応募したいと考えてます！！

＊仕事のひと息をつく瞬間になっていますので、フフッと笑顔になれる企画を続けてください。

■いろいろなご意見・ご感想をありがとうございました。とっても励みになります。次年度もお楽しみに♪

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

皆様からお寄せいただいたお声 ありがとうございます！
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文化施設チケット斡旋 申込締切日：3月20日(月)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。
お申し込みが多数の場合、抽選となります。外れた方には、締切日の翌営業日午前中までにご連絡します。
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。また、施設ごとの最新情報は公式ホームページでご確認ください。

催事名 日時/開演時間 通常料金 利用料金

現金引換

映画館前売チケット斡旋 申込締切日：3月20日(月)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。                  

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

現金引換

HHIMARI×吉田恭子 2023年6月3日(土) 全席指定 一般 会員3,500円

Duoコンサート 14:30 一般以外もあり 4,500円 家族4,000円

【ひこね市文化プラザ】                           

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

【滋賀県立文化産業交流会館】                           
びわ湖ホール声楽アンサンブル 2023年4月23日(日) 全席自由 一般 会員2,600円

ぶんさんサンクスコンサート 14:00 一般以外もあり 2,000円 家族2,800円

ラストラーダカンパニー 2023年5月28日(日) 全席指定 一般 会員2,600円

「らふぃゆれふぃゆ」 ①11:00②14:00 一般以外もあり 2,000円 家族2,800円

【栗東芸術文化会館さきら】                           

清塚信也 2023年4月29日(土) 全席指定 一般 会員4,500円

ピアノリサイタル 14:00 5,500円 家族5,000円

テレマン 2023年5月14日(日) 全席指定 一般 会員2,000円

室内オーケストラ 14:00 2,500円 家族2,250円

【あべのハルカス美術館】                           
幕末土佐の天才絵師 2023年4月22日(土)～ 一般 会員1,120円

絵金 6月18日(日) 1,400円 家族1,260円

ひこね新大学特別講座 2023年4月29日(土) 全席指定 一般 会員1,200円

やましたひでこ講演会 14:00  1,500円 家族1,350円

※4/9オペラ物知り講座inひこねVol.15ファイナル妖精ヴィッリも取り扱い中です。                      
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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)

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

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
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おしゃべり広場最終回  「今、一番行ってみたい旅行先」

ペンネーム：じゃいこ 事務局より･･･グランピング、憧れます。ワンコちゃんと楽しんできてくださいね。

ペンネーム：フィガロ  事務局より･･･ずっと夢を見させてくれるディズニー。フロリダは５０周年だそう。

ペンネーム：さくら 事務局より･･･弘前城前の桜をテレビで見たことがあって、素敵だなと思っていました。

ペンネーム：おちびーず 事務局より･･･天空の要塞都市。神秘的で、そこにあるというだけで感動します。

今、一番行ってみたい旅行先は広島です。３０年以上前に友人の結婚式に行って以来、広島には行っていません。今
も、友人は広島に住んでいて、昨年の大雪の時も心配してすぐに電話をしてくれました。その友人に久しぶりに会っ
て、広島のおいしいお好み焼きや牡蠣を食べながら昔話に花を咲かせたいなと思っています。広島までなら、新幹線
ですぐなので必ず会いに行きますね。一緒の観光地を巡りましょう！    

２年間続いた「おしゃべり広場」。今回がラストとなります。皆さんから沢山のお
声を頂戴し、本当におしゃべりさせていただいているような感覚で、このコーナー
の編集はいつも楽しく癒しのひとときでした。これまでご協力してくださった皆様、
いつも読んでくださった皆様、誠にありがとうございました。
今後は、会員事業所ＰＲコーナーを充実させてまいりたいと考えております。Ａ４
サイズまたはＡ５サイズのいただいた原稿をそのままフルカラーで掲載いたします。
料金は無料です。会員事業所様にも紙面づくりにご参画いただき、よりよい「互助
会だより」を目指したいと思います。事前に、事務局から各事業所様へお電話させ
ていただきますので、その節には是非、ご協力をお願いいたします。

私が今、一番行ってみたい旅行先はフロリダにあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートです。もともと海外
旅行と、ディズニーが大好きな私。大好きなものの組み合わせ。まさに夢の国です。海外にいくつかディズニーはあ
りますが、フロリダはなんといっても世界最大級！いつか長期休暇を取って、思う存分楽しみたいです。

多くの人が一生に一度は！と憧れる、世界遺産のマチュピチュ遺跡に行ってみたい。自然ももちろんですが、非常に
緻密に作られているとされる建造物を実際に見て、あの時代の技術力を感じてみたいです。しかしながら、遺跡や自
然は感動を与えてくれる一方で、大きな負担を与えてしまうと、制限や制約がかかるとも言われていますので、行き
たいときに行ける時間と資金が調えば良いなと思います。

春が待ち遠しい。あと、１ヵ月もすれば桜が開花します。桜の名所といえば、青森県の弘前公園。ソメイヨシノを中
心に2600本の桜が植えられていて、しだれ桜や八重桜、樹齢100年を超える桜や日本一太いソメイヨシノが見られる
そうです。まだ一度も足を踏み入れたことのない青森県。桜を見て、美味しい大間マグロ、食べに行ってみたいです。

ペンネーム：ぶどう  事務局より･･･懐かしい旧友にお会いする旅、今年こそ実現できるといいですね。

場所ははっきり決めてませんが、愛犬を連れてのグランピングです！犬を飼いだしてからは、すっかり引きこもり生
活で、休日は愛犬を中心にまわっていまして、それなら連れて行くのはどうた！と娘から提案されました。計画は進
んでいませんが、近場でも素敵な施設があったりするので、情報収集をしています。アウトドアは苦手ですが、完全
アウトドアではないので(笑)ぜひ、挑戦してみたいと思っています。

〒522-0074
滋賀県彦根市大東町4-28 彦根勤労福祉会館１F   

2023年2月28日現在
       事業所数348  会員数3,269

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。

いよいよ４月から新年度がスタート。各種補助金・給付金
の申請忘れはございませんか？今年度分の補助金申請受付
は、令和５年５月末で締め切りとなります。給付金申請受
付は、事由発生から３年間の猶予がありますが、できるだ
け速やかにご提出をお願いします。
「この場合はどうなんかな？」や「何の書類に書くん？」
･･･などなどご不明な点がございましたら、どうぞお気軽
に事務局までお問合せくださいませ。
今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

事務局のちょこっと一言
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■




