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互助会だより
2023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。
             ･･･現地精算・ＷＥＢ精算チケット･･･毎月20日締切
      互助会だより翌月号に同封します。
      ただし、今回は６月号でのお届けとなります。
      お急ぎの場合はご来局予定をご記入のうえ、事務局へお越しください。

                ･･･現金引換チケット･･･毎月20日締切
                ご来局予定をご記入のうえ、事務局へお越しください。(名古屋港水族館：翌月)
          ■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。

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 ５，８００円 ４，９００円

ジャンボ海水プール入場券 ４，０００円 ３，３００円

ワイドパスポート ７，２００円 ６，４００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 ４，４００円 ３，７００円

ジャンボ海水プール入場券 ３，０００円 ２，５００円

ワイドパスポート ５，５００円 ４，９００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 ２，７００円 ２，２００円

ジャンボ海水プール入場券 １，７００円 １，４００円

ワイドパスポート ３，２００円 ２，９００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 割引金額

大人（18歳以上）会員 ランド・シーいずれか５００円割引 会員限定

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー

現地精算チケット 通常料金 利用料金

小学生以上(3～5月） ２，５００円 ２，２００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
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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) ２，２００円 ２，０００円

小中学生 １，１００円 １，０００円

幼児(３歳以上) ６５０円 ５５０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) ３，９００円 ３，６００円

こども(3歳～小学生) ２，８００円 ２，５００円

シニア(65歳以上) ２，８００円 ２，５００円

現金引換チケット 通常料金 利用料金

大人 ４，８００円 ４，４００円

小学生 ４，０００円 ３，８００円

2歳～未就学児 ２，８００円 ２，７００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) ３，２００円 ２，８００円

こどもＡ(3歳以上)身長110cm以上 ２，９００円 ２，５００円

こどもＢ(3歳以上)身長110cm未満 ２，１００円 １，７００円

シルバー(60歳以上) ２，３００円 ２，２００円

関西サイクルスポーツセンター

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) ９００～９５０円 ７５０円

土日祝(中学生以上) １，０００～
１，０５０円

７５０円

草津湯元水春・守山湯元水春

全国共通お食事券ジェフグルメカードは、全国35,000店店舗の加盟
店でご利用いただけます。テイクアウトＯＫ！有効期限もないので、
ご安心ください。お好きな時にどうぞ♪

■受付数 200セット(会員1人につき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。
■その他 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(金)・6月5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。

3,000円(500円×6枚) → 会員価格 2,000円
ジェフグルメカードはいかが？ 申込締切日：4月20日(木)お昼12時 現金引換

現金引換チケット 通常料金 利用料金

おとな(中学生以上) ４，２００円 ３，９００円

こども(3歳～小学生) ３，０００円 ２，７００円

シニア(65歳以上) ３，０００円 ２，７００円

芝政ワールド

3/1～6/30 9/25～11/30

夏季  7/19～9/24

取り寄せとなるため、お早めに！

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

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

保存版「共通申込書」を同封しています！
コピーしてご利用ください。互助会ホームページからもダウンロードできます。
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令和5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５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、下記のとおり開催させていただきます。

恐れ入りますが、同封の出欠ハガキを4月24日(月)までにご提出くださいますようお願いいたします。

  

記

          

          １ 日時 令和5年5月29日(月)16時～

          

   ２ 場所 ホテルサンルート彦根3階(彦根市旭町9-14)

          

   ３ 議題 第1号議案 令和4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4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5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5年度彦根地域勤労者互助会会計予算(案)について

               第５号議案 彦根地域勤労者互助会役員改選について

        その他

         

  ※評議員会終了後、懇親会を開催いたします。(参加費お1人様3,000円/当日集金)

  アルコール類のご提供がございますので、飲酒される方はお車でのご来場を禁止いたします。

  キャンセルは準備の都合上、３日前までにお願いいたします。



6

互助会だより 2023年4･5月号

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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〒522-0074
滋賀県彦根市大東町4-28 彦根勤労福祉会館１F   

2023年3月31日現在
       事業所数 348 会員数3,254  

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。

    桜の淡いピンクに包まれるこの季節、心も優し
    くなれるような気がします。新年度がスタート
    しましたね。お忙しくされている方もたくさん
いらっしゃると思います。お仕事、お疲れさまです。
さて、今月のオススメは･･･  お久しぶりの登場♪ジェフ
グルメカードの斡旋です。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。是非
チェックしてみてくださいね。
今回の互助会だよりは、４月５月合併号でお届けしまし
たが、会員異動締切等の事務手続き関連は、従来どおり
１ヵ月単位です。どうぞよろしくお願いします。
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

催し&シネマチケット斡旋 申込締切日：4月20日(木)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

彦根ビバシティシネマ(４～５ヶ月有効) 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(４～５ヶ月有効) 大人 1,800円→1,300円 小人取り扱いなし

現金引換

半崎美子 2023年6月11日(日) 全席指定 一般 会員2,800円

明日を拓くコンサート2023 15:30  3,500円 家族3,150円

【ハーティーセンター秦荘】                             ＊高校生以下もあり                          

【滋賀県立文化産業交流会館】                              ＊青少年もあり                

【京都文化博物館】           ＊大高生・中小生もあり こちらの申込締切は4月14日(金)お昼12時                          

大名茶人 2023年4月22日(土)～ 一般  会員1,120円

織田有楽斎 ６月２５日(日)  1,400円 家族1,260円

【シネマ】                     

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

絢香 2023年8月20日(日) 全席指定  会員7,800円

LIVE TOUR 2023  ５月初旬抽選 17:00  8,800円 家族8,300円

6/10津軽三味線による民謡の世界・7/16室内楽Trio 取り扱っています。詳細は事務局までお問い合わせください。                

【ひこね市文化プラザ】                                         

荒牧陽子＆松浦航大 最強!!歌マネ 2023年7月1日(土) 全席指定  会員3,500円

ジョイントコンサートin ひこね 15:00  4,500円 家族4,000円



当店は江戸時代には開国の祖・井伊直弼公にもお菓子を納めさせていただいて
おりました。当店の代表商品は「埋れ木」で井伊直弼公が青年時代を過ごした
「埋れ木舎」に因んで名付けたお菓子で、自家製の白餡を求肥で包み、抹茶と
和三盆糖をまぶしております。かけるべき手間を惜しみなくかけ、豆から炊き
上げる完全自家製餡を用いています。

近年は、従来のものよりも抹茶を贅沢に用いて甘さを控えめにした「埋れ木お
濃茶」を販売しております。

また４月は、季節限定の「埋れ木さくら」を販売しております。桜の葉の粉末
と和三盆を使用して春ならではの味わいです。三種類の「埋れ木」の詰め合せ
も大変好評です。

埋れ木さくら 6個入 972円            埋れ木三種 15個入 2,403円

洋文 化 を日本に取り

れた 井 伊直弼公にあや

か り、洋素材と

素   いと重菓舗では四季折々、様々な御菓子をご用意してお待ちしております。是非お立ち寄りください。

              創業一八〇九年いと重菓舗
  本店：彦根市本町一丁目3-37

Tel 0749-22-6003 Fax 0749-26-2645

ビバシティ彦根店／夢京橋店

  https://www.itojyu.com

  e-mail info@itojyu.com

和
こ
ん

小
豆
の
レ
ア
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ

彦根とともに２１４年

洋文化を日本に取り入れた井伊直弼公にあやかり、洋素材と和素材をあわせた「和魂洋才」の御菓子も製造し
ております。昨年、台湾にも輸出して好評を得ました「和こん 小豆のレアチーズケーキ」や夢京橋店限定で
４月下旬まで販売しております「よもぎシュークリーム」は是非一度ご賞味ください。また

よ
も
ぎ
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム

（
夢
京
橋
店
限
定
）


