９月のお知らせ

令和元年９月１１日発行

会費引落日

10 日

入会・退会・保険金等締切日

25 日

No.514

※締切厳守でお願いします

**************************************************************************************************

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

グラウンドゴルフは若い方から中高年の方の、レジャースポーツとして、また、
体力つくりの最近好評です。是非、この機会にあなたも挑戦してみませんか。初心
者でもすぐにマスターできます。
職場のお友達、会員同士やご家族みんな揃って休日のひと時をお楽しみ下さい。
晩秋の下、親しい仲間や家族とともにグラウンドゴルフと森林浴をお楽しみ頂き、
豪華な食事で食欲の秋を堪能して下さい。
実施日時：令和元年１１月４日（月・振替休日）
午前１０時より受付と組み合わせ １０時３０分スタート
☆雨天決行、荒天時は中止となります。

実施会場：朽木
参 加 費：会員

グリーンパーク想い出の森
一人 １，８００円 会員家族（同居）一人

２，０００円

参加資格は会員およびその家族が対象ですが、子供は中学生以上に限ります。

募集定員：50 名（※定員になり次第締め切らせていただきますので、早い目にお申込ください。）
参加希望の方は、下記申込用紙で１０月１８日（金）までにＦＡＸ（32-3340）
または直接事務局までお申込み下さい。
そ の 他：荒天の場合は当日朝６時に判断をし、参加者に連絡します。
最少催行人数に達しない場合は、中止することがあります。
＜事務局からのお知らせ＞ 「SUMMER グルメチケット」の使用期限が９月３０日（月）と

なっています。まだお手元にある方は早めの利用をお願いします。
高島市勤労者互助会（たかきんワーク）

Tel：0740-３２-８１８８
Fax：０７４０-３２-３３４０
〒５２０－１２１７
滋賀県高島市安曇川町田中８９
高島市商工会内
URL https://taka-kin.zenpuku.or.jp/
E ﾒｰﾙ info@taka-kin.zenpuku.or.jp

●●●公演のご案内●●●
◆対象は会員及び会員の同居家族に限ります。
◆チケットは１公演に対し１会員２枚までとさせて頂きます。
◆お申込みは先着順とし、座席指定はできません。
◆取扱い枚数に達した場合は締切前でもお断りします。
◆お申し込み後のキャンセル・変更はお受けできません。 ◆チケットはお取り寄せとなります。
◆別紙申込用紙または電話でお申し込み下さい。
◆下欄の公演は、各１０枚限りとさせていただきます。

ザ・グレン・ミラーオーケストラ
Japan Tour 2019

ザ・ニュースペーパー京都 2019 番外編
日時：１１月１１日（月） 開場１７：００/開演１７：３０
会場：京都府立文化芸術会館（京都府立医大前）
出演：松下アキラ・福本ヒデ・土谷ひろし・山本天心
（ゲスト）MAKOTO（真箏）
締切：令和元年９月３０日（月）
料金：
区
分

前売り

【全席指定税込】
斡旋料金

一般

4,500 円

３，８００円
※未就学児不可

日時：11 月 24 日（日）
開場 14:00/ 開演 14:30
会場：大津市市民会館 大ホール
出演：ザ・グレン・ミラーオーケストラ
締切：令和元年９月３０日（月）
料金：
【全席指定税込】
区

分

前売り

一般

こｍこ

6,000 円

斡旋料金
５，４００円
※未就学児入場不可

♪「イン・ザ・ムード」「茶色の小びん」など
ザ・ニュースペーパーのメンバー4 名と、元祇園芸妓で現在は
エフエム京都に番組を持ちジャズシンガーでもある MAKOTO
さんを迎えてトーク＆ライブを決行！！

CM や番組の挿入歌として耳にするミラーの名
曲！「聴く」だけでなくスウィングに合わせた
アクションもお楽しみください♪

みんなのミュシャ展

富野由悠季の世界

会期：令和元年 10 月 12 日（土）～

－ガンダム・イデオン・そして今―

令和 2 年 1 月 13 日（月・祝）

会期：１０月１２日（土）～１２月２２日（日）
休館日：月曜日 10/15 日（火）･11/5 日（火）

休館日：月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）

※ただし、10 月 14 日･11 月 4 日は開館

開館時間：10:00～18:00/金曜日は 19:30 まで

12/28(土)～R2．1/3(金)年末年始休館

開館時間：10:00～18:00

（入室はそれぞれ 30 分前まで）

※金・土曜日は 20:00 まで（入場は閉館の 30 分前まで）

会場：兵庫県立美術館
「機動戦士ガンダム」
「ガンダム G のレコンギスタ」などのガンダム
シリーズのほか国内外のアニメーションに多大な影響を与えてきた
富野由悠季さん。これまでの仕事を回顧、検証する初めての展覧会
です。

会場：京都文化博物館
「線の魔術」とも言われる華やかな作品は、世界中
の人々を魅了し続けています。今回蔵書・工芸品・
写真等約 250 点の作品を展示しています。

締切：令和元年９月３０日（月）

料金：
区
分

締切：令和元年９月３０日（月）

料金：
区
分
一般
大学生

前売り

斡旋料金

1,200 円

１，０００円

800 円

６５０円

前売り

斡旋料金

一般

1,300 円

１，１００円

大高生

1,000 円

８５０円

中小生

300 円

２５０円

こｍこ

※未就学児は無料（要保護者同伴）

＜互助会のうごき＞
9 月 1 日現在

事業所数

259 名

会員数

1,163 名

（9 月加入： 1 人 8 月末退会 6 人）

★ニフレル入館券の取扱いをはじめます！（１０月１日より）
大阪万博（1970 年）の開催地で、岡本太郎氏作の「太陽の塔」が有名です。その隣に 2015 年 11 月に誕生
した商業施設「EXPOCITY（エキスポシティ）
」にあるのが、生きているミュージアム「NIFREL（ニフレル）
」です。

区
大 人

分

（16 歳以上または高校生以上）

こども

（小・中学生）

幼 児

（３歳以上）

通常料金

斡旋料金

２，０００円

１，７００円

１，０００円

９００円

６００円

５００円

※チケットは取寄せとなり木曜日午前中に締切まして月曜日に事務局に届く予定です。キャンセル不可
※このニフレルのチケットは「販売」となり現金引換でお渡しします。(助成券ではありません)

★志摩スペイン村の利用料金変更について
１０月１日より下記の通り料金が改定されます。それに伴い補助券も変更となります。尚補助券の枚数
が少ないので確実に行ける方の申込をお願い致します（施設利用補助券は 1 会員 1 年度に付き 1 回です。）
今年度すでに利用されている方については、お渡しすることができません。
助成対象者：会員と会員の同居家族
有効期限：令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで

券 種

区

分

一般料金

会員価格

シニア（60 歳以上）

3,６00 円

３，２００円

パスポート

大人（18～59 歳）

5,400 円

３，９００円

（令和 1 年 10 月 1 日より）

中人（12～17 歳）

4,400 円

４，０００円

小人（3～11 歳）

3,600 円

３，２００円

シニア（60 歳以上）

3,400 円

３，４００円

大人（18～59 歳）

3,400 円

３，１００円

中人（12～17 歳）

3,400 円

３，４００円

小人（3～11 歳）

3,400 円

３，４００円

ホテル 2DAY パスポート
（令和１年１０月１日より）

※「ホテル志摩スペイン村」「賢島宝生苑」「都ﾘｿﾞｰﾄ奥志摩ｱｸｱﾌｫﾚｽﾄ」にご宿泊の方は、宿泊当日と翌日の 2 日間有効のホテル
2DAY パスポートを宿泊する施設のフロントにて購入し、ご利用いただけます。
※20２０年１/１4～２/7 は休園期間となります。

★

※代金は窓口にてお支払い下さい。

第４回 滋賀県勤労者互助会連合会共同事業

『晩秋の大津膳所・石山寺ウォーキング』のご案内
滋賀県勤労者互助会連合会では、平成 28 年度より県下の１０互助会・サービスセンター合同
でウォーキング事業を実施しており、第４回となる今年度は、晩秋の大津膳所・石山寺の散策を
楽しんでいただくこととなりました。
大津膳所の町と言えば、江戸時代、膳所藩本多氏７万石の城下町でした。また石山寺は言わず
と知れた紫式部・源氏物語のゆかりのお寺であり、この時期は紅葉が真っ盛りです。
当日は、びわ湖大津プリンスホテルに集合。ホテル３６階のレストランで特製「松花堂弁当」
の昼食の後、大津膳所・石山寺の散策へ いざ出発！！
道中では、大津の町中を走る京阪電車石坂線（いっさかせん）に揺られ、観光船・一番丸に乗
船し瀬田川クルーズと、深まりゆく秋の一日、大津の魅力をたっぷりとご堪能ください。
連合会からの補助もあり、大変お得にご参加いただけます。
おおぜいの会員の皆様・ご家族のお申し込みを心からお待ちしています。
 行 程：
【11：00 集合、昼食】びわ湖大津プリンスホテル→【12：30 出発】大津湖岸なぎさ公
園→膳所城跡公園→京阪電車（膳所本町駅～石山寺駅）→石山寺山門前【着 14：30 頃】
→石山寺拝観「ボランティアガイドと巡る石山寺ツアー（約 1 時間）」→ 観光船・一番
丸（石山寺港～プリンスホテル港）【発 15：30 頃】→びわ湖大津プリンスホテル【16：
00 頃着・解散】予定
※おことわり：京阪電車は団体貸切ではありません。一般の乗客との乗り合いになります。
：石山寺では御朱印帳の記帳時間はお取りできません。
：びわ湖大津プリンスホテルに現地集合・現地解散となります。

 日 時
 集 合

令和元年１１月２３日（土・祝）勤労感謝の日 11：０0 ～16：00（予定）
小雨決行。（雨天の場合は、雨具をご持参ください。）
びわ湖大津プリンスホテル 11 時０0 分集合
※公共交通機関をご利用の場合：JR 大津駅から無料送迎バスがあります。）
※自家用車の場合：びわ湖大津プリンスホテル駐車場を利用いただけます。
（8 時間無料券を発行します。）

 昼 食
びわ湖大津プリンスホテル 36 階 和食『清水』にて特製「松花堂弁当」
 参加資格 会員と同居のご家族（小学生以上で登録のある方のみ）。
 参加費
会員２，０００円・家族３，０００円
※昼食代・石山寺ガイド料、入山、拝観料・交通費（電車賃、船賃）・保険料を含みます。
※1１月８日（金）までのキャンセルは全額返金します。
以後はキャンセル料が発生しますのでご注意ください。

 定 員
連合会全体で７０名（定員オーバーの場合は抽選となります。）
 申込締切 ２０１９年１０月 3 日（木）午後 5 時（締切後の受付はできません。）
 申込方法 別紙申込書を記入の上、FAX（32-3340）または直接事務局までお申込ください。
◎なぎさ公園とホテル（昼食イメージ）

◎膳所城跡公園

◎石山寺

