


47都道府県ツアー～may hometown～
第２回 クリス・ハート

◆日　時 ５月28日（日）17時開演
◆会　場 東京国際フォーラム・ホールＡ
◆価　格 全席指定5,000円
 （6,800円のところ）
◆枚　数 20枚
 ※１会員２枚まで
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段
 「チケット申込方法」を
 ご参照下さい
◆締切り ３月17日（金）
 17時互助会事務局
 必着

◆日　時 ６月１日（木）
 19時開演
◆会　場 東京国際
 フォーラム・
 ホールＡ
◆価　格 全席指定5,600円
 （7,560円のところ）
◆枚　数 15枚
 ※１会員２枚まで　

◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい
◆締切り ３月17日（金）17時互助会事務局必着

ディズニー・アート展
命を吹き込む魔法

◆日　時 ５月20日（土）14時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 ウィーンホール
◆価　格 全席指定3,000円
 （4,200円のところ）
◆枚　数 20枚
 ※１会員２枚まで
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段
 「チケット申込方法」を
 ご参照下さい
◆締切り ３月17日（金）
 17時互助会事務局必着

２年ぶりの全国ツアー開催決定！

槇原 敬之

舘野 泉 ピアノリサイタル
ヤンネ舘野とともに

◆期　間 ５月14日（日）～28日（日）
◆会　場 両国国技館　　
◆座　席 イスＡ席 
 通常8,500円＋お土産セット4,000円相当
 （幕の内弁当・焼き鳥・缶ビール・お茶・陶器・菓子）
◆価　格 10,000円
◆枚　数 20枚 ※１会員、全期間合わせて２枚まで
◆申込み 往復ハガキ
 ※１頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい
　 ※第１希望日・第２希望日（あれば）を明記下さい　
 ※土・日・祝日は、入手困難な場合があります
 ※結果発送は、４月中旬の予定です
 ※締切り後の追加・キャンセルはできません
◆締切り ３月17日(金) 17時互助会事務局必着

大 相 撲五月場所

窓口
販売
会員証を

ご提示下さい

©AkiraMuto

《蒸気船ウィリー》より 1928年 ©Disney Enterprises,Inc.

《ふしぎの国のアリス》より 1951年
©Disney Enterprises,Inc.

《アナと雪の女王》より 2013年
©Disney Enterprises,Inc.

　～人間味溢れ、豊かな抒情性をたてる音楽の贈り物～

◆日　時 ４月30日（日）13時開演
◆会　場 大同生命ミュージカルシアター
 電通四季劇場【海】
◆価　格 大人8,800円（Ｓ席11,000円のところ）
 子供4,400円（Ｓ席5,500円のところ）
 ※３歳以上小学生まで
◆枚　数 30枚　※１会員４枚まで　
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい
 ※大人・子供を明記下さい。無い場合は大人とみなします。
◆締切り ３月23日（木）17時互助会事務局必着

魔法のランプに導かれ、動き出す運命。
ロマンス、冒険、コメディー、そして鳴り止まない喝采。
感動のすべてが詰まったミュージカル超大作。

Makihara Noriyuki
Concert Tour 2017 “Believer” 

◆会　　場 日本科学未来館 企画展示ゾーン（お台場）
◆開催期間 ４月８日（土）～９月24日（日）
◆開館時間 10時～17時（入館は閉館時間の30分前まで）
◆休 館 日 火曜日
 （但し５月２日、７月25日、
 ８月１日・８日・15日・22日・29日は開館）
◆価　　格 大人（19歳以上）1,000円
 ※前売1,600円のところ
 中人（小学生～18歳以下）600円
 ※前売1,000円のところ
 小人（３歳から小学生未満）300円
 ※前売500円のところ
◆販売枚数 限定50枚
 ※１会員４枚まで
 ※会員証をご持参下さい
◆販売期間 ４月３日（月）～５月31日（水）まで
 ※ただし売切れ次第終了

ディズニーの
ミュージカル最新作

と

チケットあっせん 2017  vol.1
★締切日当日の消印は無効です

申込み多数の場合は抽選
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ワンデーパス ※１会員４枚まで フリーパス ※１会員４枚まで

事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい 事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

３月29日（水）10時から販売開始!! ４月5日（水）10時から販売開始!!

料　　金　2,700円　※大人・子供（３歳以上）共通
内　　容　入園＋アシカショー＋乗物フリー
 ＋プール（夏期）
 ※「グッジョバ!!」エリア含む
利用期間　平成29年４月１日～平成30年３月31日まで
販売枚数　700枚
 ※売切次第終了!!

今年よりオールシーズン券になりました。
料　　金 700円　※大人・子供（３歳以上）共通
 （通常：大人3,300円・子供2,800円）
内　　容 入園＋乗物乗り放題＋プール（夏期）
 ＋アイススケート（冬期）
有効期限 平成30年３月31日まで
販売枚数 500枚 ※売切次第終了!!

☆時　　間 11時30分～15時
 ※除外日なし
☆提供料理 フレンチ
☆価　　格 2,800円
 （通常料金4,000円）
 ※税、サービス料込
☆内　　容 前菜・魚料理・肉料理・サラダバー・
 デザート・パン・コーヒーまたは紅茶

都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

互助会だより５月号

トライベックスランチ。
オープンキッチンから作り出される、素材の持ち味を存分
に引き出したフレンチテイストの料理を地上 100m から広
がる景色を眺めながら、美味しい時間をお楽しみ下さい。

和食のウイークエンドランチビュッフェ。
世代を超えて人気のある、ズワイ蟹をはじめとした、海の
幸や揚げたての天ぷらなどが食べ放題。窓の外に広がる緑
を楽しみながら、休日のランチタイムをお楽しみ下さい。
☆時間 11時30分～13時15分／13時30分～15時15分
 （土・日・祝日のみ）※除外日…ゴールデンウイーク
☆価格 大人 3,500円（通常料金4,990円）
 65歳以上 3,000円（通常料金4,277円）
 小学生 2,000円（通常料金2,970円）
 ３歳～５歳 1,000円（通常料金1,782円）
☆料理 にぎり鮨／小丼／天ぷら／串揚げ／
 ズワイ蟹／温菜各種／冷菜各種／
 デザート各種（コーヒー・紅茶・ソフトドリンク付き）

ハイアットリージェンシー東京
３F／酒肴「omborato（おんぼらあと）」20Fレストラン／「トライベックス」

■利用期間… ４月８日（土）～８月31日（木） ※事前予約が必要です!! 
■申 込 み… 往復ハガキにホテル名・枚数をご記入下さい  ※１頁下段をご参照下さい。
 ※ハガキ１枚に１ホテルのみ。２つのホテルに応募する場合は２枚必要です。 
■枚　　数… 200枚 ※各ホテル合わせて１会員４枚迄（応募多数の場合は抽選になります）
■締 切 り… ３月22日（水）17時互助会事務局必着

東京ドーム巨人戦 6月23日～8月10日

観戦日

６月23日 中日 18時 ３月24日
６月24日 中日 18時 ３月24日
６月25日 中日 14時 ３月24日
７月１日 DeNA 18時 ３月24日
７月２日 DeNA 14時 ３月24日
７月11日 ヤクルト 18時 ３月24日
７月12日 ヤクルト 18時 ３月24日
７月29日 DeNA 18時 ４月21日

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

◆場　　所 東京ドーム
◆販売価格 Ｂ席セット4,000円
 ※通常5,000円のところ
◆申 込 み
　往復ハガキ
　１頁下段「チケット申込方法」を
　ご参照にお申込み下さい
　※１会員２枚まで
　※「No」「観戦日」「対戦カード」「枚数」を
　　必ずご記入下さい
◆締 切 り
　No.①～⑦…３月24日（金）
　No.⑧～⑮…４月21日（金）
　各日共17時互助会事務局必着

指定席Ｂ席（通常4,000円）と東京ドーム商品券（1,000円）のセット販売
開始時間 締切日対戦カード 観戦日No No

７月30日 DeNA 14時 ４月21日
８月４日 中日 18時 ４月21日
８月５日 中日 14時 ４月21日
８月６日 中日 14時 ４月21日
８月８日 阪神 18時 ４月21日
８月９日 阪神 18時 ４月21日
８月10日 阪神 18時 ４月21日

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

開始時間 締切日対戦カード

今後の
予 定

★新宿京王プラザホテル「グラスコート」　　★東京ドームホテルレストラン「ランチ券」
注意…上記４ホテル合わせて１会員４枚まで。

窓口販売 窓口販売

オール
シーズン

券

★原則１会員２枚まで。
★申込多数の場合は抽選。申込みは１会員２枚まで

チケットあっせん 2017  vol.1
★締切日当日の消印は無効です

申込み多数の場合は抽選
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事務局 からのお知らせ

YOKOHAMA HAKKEIJIMA

応募は1事業（1チケット）につき、1会員、1回です
ツアー・イベント申込方法

1 例：足利フラワーパークといちご狩り

会員番号は必ず記入のこと！ 家族会員の登録が無い場合は同伴者料金となりますので、ご了承下さい！

2
3
4

イベント名
事業所名・電話番号
会員番号及び氏名・生年月日
参加人数及び参加者名簿

参加者のヨミガナ・生年月日・年齢・性別を必ず明記の事。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申し込み下さい。
※ＴEL・ＦＡXの申込は受付けません。

活用ガイドブック綴じ込みの「事業参加申込書」に
必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にて
お申込み下さい。ホームページからもお申込み出来ます。 チケット名

事業所名
会員番号及び氏名
希望枚数

希望枚数は原則２枚まで（応募者多数の場合抽選）。
当選通知後のキャンセルはできません。
返信ハガキには必ずご自分のあて先をご記入下さい。
切手代不足の場合は無効となります。

1

2

3

4

※結果発表：締切後順次返信ハガキ等でお知らせします

!!

チケット申込方法

調布市
7：30

佐野観光農園アグリタウン
いちご食べ放題♪

９：30 ～ 10：10
あしかがフラワーパーク
感動の世界に誇る日本一の藤の花

10：20 ～ 11：40
懐石レストラン庄屋久平
評判のお店で創作和食のご昼食

12：40 ～ 13：40
羽生ＰＡ
休憩

８：50 ～９：10
石川ＰＡ
休憩

16：10 ～ 16：20
道の駅・ららん藤岡

休憩・お買物

14：10 ～ 14：40

調布市役所裏
6：30

調布IC 中津川ＩＣ

関越道／圏央道／中央道

中山道43番宿場町・馬籠宿（岐阜県）
散策見学

高坂ＳA
休憩

恵那峡温泉「恵那峡グランドホテル」

馬籠峠 妻籠宿「音吉」
昼食／松茸釜飯

12：40～13：40

中山道42番宿場町・馬籠宿（長野県）
散策見学

13：45～15：15

宿泊

16：15

11：05～12：25

調布市
19：00到着予定

※交通事情により時間が前後いたしますのでご了承下さい。旅行取扱：全国ネットツーリスト

■■■■■■■■■■

1日目

行程 調布市
到着予定

17：30 Process
行程

共済給付（10月～２月）
◆お悔やみ申し上げます 59件

◆傷病お見舞い申し上げます 28件

◆ご出生おめでとうございます 17件

◆還暦おめでとうございます 14件

◆敬老おめでとうございます 9件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 9件
◆ご結婚おめでとうございます 18件
◆ご入学おめでとうございます 6件
◆成人おめでとうございます 1件

 計161件

新規加入事業（10月～２月）
もつ焼き処 竹次 国領町５丁目

（有）ホットセラー 多摩川３丁目

洋風酒場HIRO 布田１丁目

（株）TMP  飛田給３丁目
お願いいたします

よろしく

14

2017  Guidebook!!

　（3）シネマチケット購入補助映画鑑賞券（前売券）  →巻末綴込 
1枚につき 500円割引となる補助券を 4枚発行します。

調布パルコ１Ｆ総合サービスカウンターにて限定販売しています。

　（4）レストランカラオ ケ ｢シダックス｣ 法人 ･団体会員カードの配布  →通年配布 

「シダックス」のカラオケと料理を楽しんでいただくた め、全国のシダックス

の 店

舗で有効の特典つきカード（法 人 ･団体カード）を窓口・インターネットHP

で 配

布します。
　（5）FUJIYAM A倶楽部  →会報刷込 

富士急グループの施設を割引料金で利用でき、随時会報で会員にPRしています。

　（6）ニッポンレンタカーワンデイスキップの活用  →会報刷込 

インターネットHPで申込むワンデイスキップは、割引

価格でレジャーやビジネスにも経済的に利用できます。申

込はインターネットHPのみです。４．自己啓発事業　（1） 芸能鑑賞補助  →巻末綴込 （財）調布市文化コミュニティ振興財団が主催す る、「調布市グリーンホール 」「調布市文化会館たづくり」で 行

われる公演のチケット購入の際、1公演につき1,000円割引の補助券がご利用できます。（ 年 4枚利用可能）

　（2） 各種講習会の開催  →会報刷込 各種セミナー・スクール（年１回）５．その他の事業　（1） 冠婚葬祭施設  →会報刷込 会員及び家族のご不幸などに際し、割引価格で葬儀を執り行う葬儀社の情報提供など。 

　（2） 東京都市勤労者共済団体連合会合同事業
①連合会合同旅行　18市の団体の会員を対象に、年１回２泊３日の合同旅行を実施しています。 →会報刷込 

②遊園地等のレクリエーション施設の利用割引券  →会報刷込 

　 連合会が、30施設と割引契約を結んでおり、「エンジョイドリーム割引券」を会員に配布します。

　（互助会だより３月号と共に配布）　（3） 提携企業優待割引契約 多摩の名店、ホテル・レストラン等の優待割引契約を結んでいる加盟店で、買物サービスの優待割引を受けられ

ます。必ず「互助会会員証」を提示して下さい。（次頁参照）

シダックス団体会員カード

日本レンタカーの【 NEW】ワンデイスキップ

価格改定

変更

申請

お願い

よみうりランドワンデーパス
　29年度あっせん価格→大人・子供共通 2,700円（１会員年間４枚まで）
西武園ゆうえんち（オールシーズン券となりました）
　29年度あっせん価格→大人・子供共通 700円（１会員年間４枚まで）

ガイドブック綴じ込みの「深大寺天然温泉の湯守の里」補助券は、８枚→４枚となります。
ニッポンレンタカー「ワンデークーポン」は、平成29年３月末日で終了となります。
引続きインターネットHPで申し込む「ワンデイスキップ」は継続いたします。
詳細はガイドブック14ｐをご参照下さい。

平成29年度就学祝い金（小・中学校入学）の受付は、４月3日（月）からです。

①3月27日（月）は会費（4月・５月・６月）の口座引き落とし日です。
　会費が未納の場合、会員サービスが受けられませんのでご注意下さい。
②ツアー・イベントの申込みは、必ず29年度のガイドブック綴じ込みの申込書をご利用下さい。
　（バスツアー参加者代表は携帯番号も必須です）
③当互助会では、あっせんしたチケット類のインターネット／金券ショップなどへの転売は固く禁止しております。
　販売の際、チケット番号を管理しておりますので判明した場合、今後あっせんができなくなります。

『霞ヶ浦
の梨狩りとめんたいパーク』『霞ヶ浦
の梨狩りとめんたいパーク』

もぎたての梨が食べ放題！！もぎたての梨が食べ放題！！

成田山新勝寺初詣と

オリエンタルホテルでランチバイキング

4

会員向けのお得な情報満載

〒182-0026 調布市小島町２-36-21（調布市商工会館内） TEL 042-485-3011   FAX 042-485-3013    http://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,495人

事業所数…531所
（平成29年2月20日現在）

営業時間… 9：00～17：30
（土・日・祝日を除く）
※年末年始はお問合せ下さい

勤 労 者
互 助 会

会 報 第233号

平成２9年３月１日発行
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