
Process

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：一足早い春を感じに中伊豆へ GO！！

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（携帯番号必須）
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

応募者多数の場合抽選になります。
締切日以降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。
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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

切手は
62円です!!
ご注意下さい。

調布市
8：00

東名川崎ＩＣ

調布ＩＣ

曽我の里・別所梅林『梅まつり』
約35,000 本の白梅の香りをお楽しみ下さい♪東名／小田厚

東名／圏央道／中央道

10：00～10：50

伊豆長岡いちご狩りセンター
30 分いちご食べ放題♪

14：30 ～ 15：00

いしだ商店『江之浦』
昼食

11：20～12：30
熱海梅園『梅まつり』
日本で最も早咲きの梅として有名な

13：00～13：40

ジャンボひものセンター
海産物などのお買物

15：20～15：50
調布市

18：00到着予定

Process
行程

※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：スペース・プラン

旅行取扱：全国ネットツーリスト

1泊2日

定期健康診断の
受診料を補助します!!
調布市商工会の健康診断を受診された
互助会の事業所には、１人につき2,000
円の補助を行います。健康診断受診後、
互助会に補助申請を行って下さい。

健康診断の日程

日　時 9月１日（金）～30日（土）
  8時30分～10時30分（予約制）
  ※日・祝除く
場　所 調布東山病院
  ドック健診センター２階
受診料 １名10,000円（税込）
申込み 調布市商工会
  TEL 485－2214

お楽しみに～♪♪

共済給付（３月～８月）
◆お悔やみ申し上げます 52件
◆傷病お見舞い申し上げます 29件
◆ご出生おめでとうございます 21件
◆還暦おめでとうございます 15件
◆敬老おめでとうございます 11件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 15件
◆ご結婚おめでとうございます 21件
◆ご入学おめでとうございます 117件
◆成人おめでとうございます 2件

 計283件

新規加入事業（３月～８月）
ＮＭＣ 国領町４丁目

飛田給鍼灸整骨院 飛田給２丁目

ＴＯＭＯＴＯＭＯ 上石原１丁目

一不動産 多摩川７丁目

前田測量調査事務所 国領町４丁目

読売新聞　南調布店 多摩川５丁目

とみや不動産 下石原１丁目

東邦樹脂 菊野台３丁目

Ｔ・Ｋ・Ｐ 深大寺元町２丁目

Information
12/1
金 事務局不

在のお知らせ 12月1日（金）東京都市勤労者共済団体連合会の事業参加の為、
16 時より不在となりますのでご注意下さい。

３月18日グッジョバ!!Open!!

３月18日グッジョバ!!Open!!

窓口販売
必ず会員証を
持参下さい

p4→「ジュエルミネーション」記事をいただいてから調整させていただきます

窓口
販売
会員証を
ご提示下さい

窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

※１会員４枚まで

オール
シーズン

券

「桔梗屋」
お菓子つめ放題

◆実 施 日
◆募集人員

◆参 加 費

◆申込方法
◆交 通
◆締め切り

２月24日（土）日帰り
40名（最小催行人数30名）
※応募多数の場合は抽選となります

大人 7,500円（会員及び同居家族登録者）一般料金10,500円
子供 6,000円（４歳～小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 9,500円 （会員・同居家族以外）※同伴者子供の設定はありません
※３歳以下は無料ですが、バスの座席、食事が必要な場合は子供料金をいただきます
★会員以外の方が会員の名義で参加されることは固くお断りいたします
　ツアー当日でも会員又は同居家族から同伴者に変更の場合は差額をお支払い
　いただきます

下段のツアー・イベント申込方法をご参照下さい 
大型バス１台

11月20日（月）17時までに互助会窓口必着

★会費（10・11・12月分）の口座振替日は９月26日（火）です。
　口座残高をご確認ください。
会費未納の場合、共済金の給付やイベントへの参加、
チケットの購入ができませんのでご注意ください。

★郵便ハガキの料金改定　
　６月１日より52円→62円になりました。要注意→チケット応募の際、料金不足は無効です!!

事務局
か ら の
お知らせ

事務局か ら の
お知らせ事務局

か ら の
お知らせ

事務局
か ら の
お知らせ

★協賛事業所名（敬称略・順不同）
　調布市花火実行委員会・カスタムテーラーサトウ・千歳計装（株）・（株）三晴工業・東京かたばみ会・
（株）山田屋本店・アートフェンス工業（株）・（有）大日の出プランニング・（有）特殊バネ研究所・深電
工業㈱・（株）シモヤマ・男爵亭・永嶋税理士事務所・平井設備（株）・（株）やまぐち・（株）よみうりラン
ド・木島平観光（株）・京王プラザホテル・ハイアットリージェンシー東京・小田急ホテルセンチュリーサザ
ンタワー・全国ネットツーリスト・セントラル都市開発・深大寺天然温泉「湯守の里」・調布クレストンホテ
ル・さくらツーリスト・（株）セラヴィ―リゾート泉郷・サンリオピューロランド・（株）東京ドーム・メガロス調布・
（株）トラスゴーメディア・（株）田中土質基礎研究所・ユウキ食品（株）・フローラルガーデンアンジェ

今年は４４事業所、９５名に参加いただきました。
総合司会は３年目の名司会者、小川和彦理事で（㈱田
中土質基礎研究所）アドリブも盛り込まれ順調に進行さ
れました。出演バンドはフラパーティーが始まったてから
６年間、毎年プロの演奏と軽妙な話術で盛り上げてくださる『バッキー白方とアロ
ハ・ハワイアンズ』。今年も体験談を交えたプロのトークに皆さんおなかを抱えて大
笑い。フラも同じく６年間、きれいな踊りを披露してくださる『ハーラウ フラヴェヒ イ カ 
ウア ノエ』の皆さん。思わず踊り出す会員さんも。
今年の抽選会は、全員に景品が当たったので会場は例年にも増して歓びの熱
気に包まれました。大盛り上がりの中、東北の復興支援の歌「花は咲く」を全員
で熱唱してお開きとなりました。今年も会場がひとつとなり楽しいひと時を過ごすこと
ができました。又、おみやげとしてユウキ食品㈱様よりオーガニック炭酸飲料などを
いただきました。ご協賛いただきました下記の事業所・団体の方 に々この場をお借
りて御礼申し上げます。

開 催 日 11月11日（土） 時　　間 13時30分～15時（受付13時より）
会　　場 調布クレストンホテル（調布パルコ８階） 参 加 費 1,500円（通常3,000円）
内　　容 コーヒーの基礎知識・実演と実習 募集人員 20名
申込方法 下段の「ツアー・イベント申込方法」をご参照下さい  ※会員のみに限ります。

締 切 り ９月22日（金）17時互助会窓口必着   
応募多数の場合は抽選。

「デザートタイムとおみやげ付き」乞うご期待！！
ご家庭で飲んでいるコーヒーを『一層おいしく・楽しく』召し上がっていただくために、
コーヒーの「いろいろな知識」と「おいしい淹れ方」をお話、実演いたします。お気軽にご参加下さい!!

コーヒー
教室

キーコーヒー協賛

SLとライン下りと紅葉と豪華ランチまで楽しめちゃう
超欲張りツアー!! 昼食は「花のおもてなし長生館」で

全10品3,000円の郷土料理を
いただきます!!

フラパーティーの実施報告書
８月４日（金）

★チケット申込みの際は締切り日を厳守して下さい。締切り日当日に投函されても間に合いません。余裕をもってお願いします。
★転居などでご住所や家族構成が変わった場合は、速やかに変更届をご提出下さい。

★60歳・70歳の方、お祝い金の申請を忘れていませんか？ ※申請期限はお誕生日から１年間です。 
　60歳（還暦）を迎えられた方には現金１万円。70歳（古希）を迎えられた方には１万円の商品券を差し上げています。
　その他のお祝い金、死亡弔慰金、見舞金等の申請漏れはありませんか？詳しくはガイドブックをご覧下さい。

ディズニーサンクスフェスティバル

調布市勤労者互助会

1 2 9 5

よみうりらんど様
データ10月３周目

ディズニーランド様
サンクスフェスティバル

窓口にて販売中!!

フリーパス ※１会員年間10枚まで

料　　金 700円　※大人・子供（３歳以上）共通
 （通常：大人 3,200 円・子供 2,700 円）
内　　容 入園、アトラクション乗り放題
有効期限 平成 30 年３月31日まで
販売枚数 残り40 枚　※売切れ次第終了

事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

ワンデーパス ※１会員年間４枚まで

窓口にて販売中!!

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＋乗り物フリー
 ※「グッジョバ !!」エリア含む
利用期間　平成 30 年３月31日まで
販売枚数　残り100 枚　※売切れ次第終了

事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

一足早い春を
感じに中伊豆へ
一足早い春を
感じに中伊豆へ

Go!!Go!!

熱海梅園と中伊豆いちご狩り
海鮮料理と浜焼ランチ

昼食は『干物』と言えばここ！
小田原の地元では知る人ぞ知る
干物専門店「石田商店」。

店長自ら海で漁って
きた新鮮な海鮮料理を
いただけます。

早春のお楽しみは
伊豆長岡のいちご狩り
30分食べ放題!!　　　　

Go!!
一足早い春を感じに中伊豆へGo〜!!一足早い春を感じに中伊豆へ

日本で最も早咲きの梅
として有名な「熱海梅園」
梅まつり。

35,000本の白梅で有名な曽我の
里「別所梅林」梅まつりも楽しん
じゃう!!

昼食は大人気！
　新鮮ネタのにぎりずし食べ放題♪

寿司好きにはたまんね～～～ !!

14

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……3,489人

事業所数…529所
（平成29年10月10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237号

平成２9年11月１日発行



窓口
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クロード・モネ≪印象、日の出≫1872年
Musee Marmottan Monet, Paris c Christian Baraja

9/19-10/18までの限定展示

《花魁》（渓斎英泉による）
フィンセント・ファン・ゴッホ
1887年 油彩・綿布 ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）蔵 
©Van Gogh Museum, Amsterdam
（Vincent van Gogh Foundation）

クリスマス・ワンダーランド2017
ブロードウェイ 子供の頃に夢見た世界。クリスマスの暖かい思い出。

くるみ割り人形

ステージ写真は昨年の公演です ©Disney

©円谷プロ
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窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

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

府中の森  劇場笑

昇太・たい平 ガッツリ落語

よしもとお笑いまつり
　～府中大爆笑！！！～

３月18日
グッジョバ

!!

Open!! オール
シーズン券

恐竜展ルヤンゴサウルス 環境復元画

◆日　時 12月１日（金）19時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 全席指定3,000円
 （4,200円のところ）
◆枚　数 30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 11月13日（月）
 17時互助会事務局必着

【出演】 中川家、NON STYL、トータルテンボス、
 ジャルジャル、相席スタート 他
 ※都合により、出演者が変更になる場合が
 　ございます

◆日　時 12月23日（土・祝）17時開演
◆会　場 すみだトリフォニーホール
 大ホール
◆価　格 Ｓ席6,000円（8,000円のところ）
 ※４歳以上チケット必要。
 　４歳未満でも席を必要とする場合は
 　チケット必要。

◆枚　数 10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 11月16日（木） 
 17時互助会事務局必着

第116回調布寄席 吉例新春寄席 第116回府中の森  劇場笑

～赤ずきんの恋～
Christmas Symphonic Concert 冬の絵本2017

第17回東京国際キルトフェスティバル
－布と針と糸の祭典－

辛島美登里
林家正雀 林家たい平 二人会

◆日　時 2018年１月12日（金）
 18時30分開演　
◆会　場 調布市グリーンホール
 小ホール
◆価　格 全席指定2,000円
 （3,000円のところ）
◆枚　数 30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 11月17日（金）
 17時互助会事務局必着

ロシア国立 サントペテルブルグ・アカデミー・バレエ
ロシア芸術の都、サントロペテルブルグより、稀代の振付家Ｌ.ヤ
コブソンが育て上げた正統派バレエ劇場が来日美しい古の芸
術が、今再び日本の舞台へ！

一流ダンサーたちによる華麗なダ
ンスにタップ、さらには舞台上のリ
ンクでの華麗なアイスショーまで
見所満載！

◆日　時 12月23日（土・祝）14時開演
◆会　場 調布グリーンホール 大ホール
◆価　格 Ｓ席5,500円
 （7,500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 11月17日（金）
 17時互助会事務局必着

乗船券
引換券
窓口販売

オール
シーズン券

見
ど
こ
ろ

◆開催期間 2018年１月12日（金）～21日（日）［10日間］
◆開催時間 10時～21時（最終日は18時閉場）
 ※入場は閉場の30分前まで
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 800円（当日券1,700円のところ）
 小学生以下無料
 （但し、大人１名の付き添いに４名まで）
◆販売期間 11月６日（月）～11月30日（木）
 ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を持参の上お買い求めください
 ※１会員４枚まで

巡りゆく日本の夢ゴッホ展
フィンセント・ファン・ゴッホ（1853～1890）は、パリ時代からアルル
時代前半にかけて、浮世絵や日本に関する文献を集めるなど、日本
に高い関心を寄せていました。
本展では、ファン・ゴッホの油彩画やデッサン約40点、同時代の画家
の作品や浮世絵など約50点に加え、関連資料を通して、ファン･ゴッ
ホと日本の相互関係を探り、その新たな魅力を紹介します。　

◆開催期間 2018年１月25日（木）
 　　～31日（水）［７日間］
◆開催時間 ９時30分～18時
 ※初日は11時開場、
 　最終日は17時30分閉場
 ※入場は閉場の30分前まで
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 1,000円（当日券2,100円のところ）
 小学生以下無料（但し、大人の付き添いが必要）
◆販売期間 11月６日（月）～11月30日（木） ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を持参の上お買い求めください
 ※１会員２枚まで

【主な内容】
祭…｢五所川原立佞武多｣や｢青森ねぶた祭｣など全国から
　　選抜した祭り・伝統芸能を披露
市…「第９回 全国ご当地どんぶり選手権」や約300ブースが出展する
　　「にぎわい市」など、日本の“美味い”が盛り沢山
他、10周年特別企画など

国内最大規模のキルトの祭典。
・特別企画｢四大作家がつづる若草物語｣
・中山富美子の全仕事～モラ礼賛～
他、キルトマーケットやキルトトークショウ、
コンテスト「日本キルト大賞」など

窓 口
販 売
会員証を
ご提示下さい

窓 口
販 売
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窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

9月20日（火）10時から発売開始!!

10kgセット（28玉または32玉入り）限定40箱 あっせん価格 4,000円（通常価格6,500円）
５kgセット（14玉または16玉入り）限定20箱 あっせん価格 2,600円（通常価格4,300円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
大好評のお米に引き続き、甘く熟したりんご（ふじ）をお宅まで直送します。 ※箱代・送料込み

11月20日（月）17時互助会窓口必着

※応募は、1会員1セット、ご家族での応募は1世帯1セットとします。
※あっせん価格には、りんご代、箱代、送料が含まれます。
※応募者多数の場合は、抽選とし、発表は、商品の発送をもって替えさせていただきます。 
※発送予定日は、12月中旬になります。お支払は、振込用紙を同封いたします。

互助会活用ガイドブック（綴込み）「四季の味（あっせん販売）申込書」に必要事項をご記入の上、
FAXもしくは郵送でお申込み下さい。
①「冬の味」○kg　　　②会員番号　　　③会員氏名　　　④会員住所　　　⑤電話番号
⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ）　 ⑦配達希望時間

申込方法

締め切り

ホームページからも申込みができるようになりました！

ウルトラヒーローズEXPO2018
ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ

前回、全指定席が完売した大人気の「ウルトラマンバトルステージ」。
今回は、会場が一体となる演出を加えさらにパワーアップ！
朝倉リク役・濱田龍臣さんが全ステージに登場します！！
◆開催期間 12月29日（金）～2018年１月８日（月・祝）［全11日間］
◆開催時間 ９時～17時（最終入場16時30分まで）
◆会　　場 東京ドームシティ
 プリズムホール
◆価　　格 大人（中学生以上）1,100円
 （当日2,300円相当のところ）
 子供（３才以上）700円
 （当日1,600円相当のところ）
 ※プレゼント引換券付（200円相当）
◆販売期間 11月６日（月）～11月30日（木）
 ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を
 持参の上お買い求めください
 ※１会員４枚まで

ふるさと祭り東京2018－日本のまつり・故郷の味－

◆会　　期 10月24日（火）～2018年１月８日（月・祝）
◆会　　場 東京都美術館（上野公園）
◆開室時間 ９時30分～17時30分
 （入室は閉室の30分前）
◆料　　金 一般 900円（当日券1,600円のところ）
 65歳以上 500円（当日券800円のところ）
◆販売期間 11月６日（月）～11月30日（木）
 ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を持参の上
 お買い求めください ※１会員２枚まで

ジェフグルメカード

◆価　格 4,000円
 （1セット一般価格5,000円のところ）
 ※1セット=500円券／10枚

◆販売数 100セット
 ※１会員１セットまで

◆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 11月17日（金）
 17時事務局必着
★利用店等は、ジェフのホームページをご覧下さい
　http://www.jfcard.co.jp

全国35,000店以上の様々な飲食店で、
お手軽にお使いいただけるジェフグルメカードを斡旋します。

全国共通食事券

◆日　時 12月17日（日）
 12時30分開演
◆会　場 東急シアターオーブ
 渋谷ヒカリエ11階　　
◆価　格 Ｓ席7,000円
 （9,800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 11月17日（金）17時互助会事務局必着

【演奏】新日本フィルハーモニー交響楽団
【スペシャルゲスト】伊礼 彼方

皆さまお待ちかね!!林家たい平が調布寄席に登場！
新春らしく華やかに、林家正雀との二人会でお届けします
【出演】柳谷緑太、林家彦星、林家あづみ（三味線漫談）　
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窓口
販売
会員証を
ご提示下さい

クロード・モネ≪印象、日の出≫1872年
Musee Marmottan Monet, Paris c Christian Baraja

9/19-10/18までの限定展示

《花魁》（渓斎英泉による）
フィンセント・ファン・ゴッホ
1887年 油彩・綿布 ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）蔵 
©Van Gogh Museum, Amsterdam
（Vincent van Gogh Foundation）

クリスマス・ワンダーランド2017
ブロードウェイ 子供の頃に夢見た世界。クリスマスの暖かい思い出。

くるみ割り人形

ステージ写真は昨年の公演です ©Disney

©円谷プロ

窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

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

府中の森  劇場笑

昇太・たい平 ガッツリ落語

よしもとお笑いまつり
　～府中大爆笑！！！～

３月18日
グッジョバ

!!

Open!! オール
シーズン券

恐竜展ルヤンゴサウルス 環境復元画

◆日　時 12月１日（金）19時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 全席指定3,000円
 （4,200円のところ）
◆枚　数 30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 11月13日（月）
 17時互助会事務局必着

【出演】 中川家、NON STYL、トータルテンボス、
 ジャルジャル、相席スタート 他
 ※都合により、出演者が変更になる場合が
 　ございます

◆日　時 12月23日（土・祝）17時開演
◆会　場 すみだトリフォニーホール
 大ホール
◆価　格 Ｓ席6,000円（8,000円のところ）
 ※４歳以上チケット必要。
 　４歳未満でも席を必要とする場合は
 　チケット必要。

◆枚　数 10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 11月16日（木） 
 17時互助会事務局必着

第116回調布寄席 吉例新春寄席 第116回府中の森  劇場笑

～赤ずきんの恋～
Christmas Symphonic Concert 冬の絵本2017

第17回東京国際キルトフェスティバル
－布と針と糸の祭典－

辛島美登里
林家正雀 林家たい平 二人会

◆日　時 2018年１月12日（金）
 18時30分開演　
◆会　場 調布市グリーンホール
 小ホール
◆価　格 全席指定2,000円
 （3,000円のところ）
◆枚　数 30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 11月17日（金）
 17時互助会事務局必着

ロシア国立 サントペテルブルグ・アカデミー・バレエ
ロシア芸術の都、サントロペテルブルグより、稀代の振付家Ｌ.ヤ
コブソンが育て上げた正統派バレエ劇場が来日美しい古の芸
術が、今再び日本の舞台へ！

一流ダンサーたちによる華麗なダ
ンスにタップ、さらには舞台上のリ
ンクでの華麗なアイスショーまで
見所満載！

◆日　時 12月23日（土・祝）14時開演
◆会　場 調布グリーンホール 大ホール
◆価　格 Ｓ席5,500円
 （7,500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 11月17日（金）
 17時互助会事務局必着

乗船券
引換券
窓口販売

オール
シーズン券

見
ど
こ
ろ

◆開催期間 2018年１月12日（金）～21日（日）［10日間］
◆開催時間 10時～21時（最終日は18時閉場）
 ※入場は閉場の30分前まで
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 800円（当日券1,700円のところ）
 小学生以下無料
 （但し、大人１名の付き添いに４名まで）
◆販売期間 11月６日（月）～11月30日（木）
 ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を持参の上お買い求めください
 ※１会員４枚まで

巡りゆく日本の夢ゴッホ展
フィンセント・ファン・ゴッホ（1853～1890）は、パリ時代からアルル
時代前半にかけて、浮世絵や日本に関する文献を集めるなど、日本
に高い関心を寄せていました。
本展では、ファン・ゴッホの油彩画やデッサン約40点、同時代の画家
の作品や浮世絵など約50点に加え、関連資料を通して、ファン･ゴッ
ホと日本の相互関係を探り、その新たな魅力を紹介します。　

◆開催期間 2018年１月25日（木）
 　　～31日（水）［７日間］
◆開催時間 ９時30分～18時
 ※初日は11時開場、
 　最終日は17時30分閉場
 ※入場は閉場の30分前まで
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 1,000円（当日券2,100円のところ）
 小学生以下無料（但し、大人の付き添いが必要）
◆販売期間 11月６日（月）～11月30日（木） ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を持参の上お買い求めください
 ※１会員２枚まで

【主な内容】
祭…｢五所川原立佞武多｣や｢青森ねぶた祭｣など全国から
　　選抜した祭り・伝統芸能を披露
市…「第９回 全国ご当地どんぶり選手権」や約300ブースが出展する
　　「にぎわい市」など、日本の“美味い”が盛り沢山
他、10周年特別企画など

国内最大規模のキルトの祭典。
・特別企画｢四大作家がつづる若草物語｣
・中山富美子の全仕事～モラ礼賛～
他、キルトマーケットやキルトトークショウ、
コンテスト「日本キルト大賞」など

窓口
販売
会員証を
ご提示下さい
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窓 口
販 売
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窓 口
販 売
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9月20日（火）10時から発売開始!!

10kgセット（28玉または32玉入り）限定40箱 あっせん価格 4,000円（通常価格6,500円）
５kgセット（14玉または16玉入り）限定20箱 あっせん価格 2,600円（通常価格4,300円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
大好評のお米に引き続き、甘く熟したりんご（ふじ）をお宅まで直送します。 ※箱代・送料込み

11月20日（月）17時互助会窓口必着

※応募は、1会員1セット、ご家族での応募は1世帯1セットとします。
※あっせん価格には、りんご代、箱代、送料が含まれます。
※応募者多数の場合は、抽選とし、発表は、商品の発送をもって替えさせていただきます。 
※発送予定日は、12月中旬になります。お支払は、振込用紙を同封いたします。

互助会活用ガイドブック（綴込み）「四季の味（あっせん販売）申込書」に必要事項をご記入の上、
FAXもしくは郵送でお申込み下さい。
①「冬の味」○kg　　　②会員番号　　　③会員氏名　　　④会員住所　　　⑤電話番号
⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ）　 ⑦配達希望時間

申込方法

締め切り

ホームページからも申込みができるようになりました！

ウルトラヒーローズEXPO2018
ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ

前回、全指定席が完売した大人気の「ウルトラマンバトルステージ」。
今回は、会場が一体となる演出を加えさらにパワーアップ！
朝倉リク役・濱田龍臣さんが全ステージに登場します！！
◆開催期間 12月29日（金）～2018年１月８日（月・祝）［全11日間］
◆開催時間 ９時～17時（最終入場16時30分まで）
◆会　　場 東京ドームシティ
 プリズムホール
◆価　　格 大人（中学生以上）1,100円
 （当日2,300円相当のところ）
 子供（３才以上）700円
 （当日1,600円相当のところ）
 ※プレゼント引換券付（200円相当）
◆販売期間 11月６日（月）～11月30日（木）
 ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を
 持参の上お買い求めください
 ※１会員４枚まで

ふるさと祭り東京2018－日本のまつり・故郷の味－

◆会　　期 10月24日（火）～2018年１月８日（月・祝）
◆会　　場 東京都美術館（上野公園）
◆開室時間 ９時30分～17時30分
 （入室は閉室の30分前）
◆料　　金 一般 900円（当日券1,600円のところ）
 65歳以上 500円（当日券800円のところ）
◆販売期間 11月６日（月）～11月30日（木）
 ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を持参の上
 お買い求めください ※１会員２枚まで

ジェフグルメカード

◆価　格 4,000円
 （1セット一般価格5,000円のところ）
 ※1セット=500円券／10枚

◆販売数 100セット
 ※１会員１セットまで

◆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 11月17日（金）
 17時事務局必着
★利用店等は、ジェフのホームページをご覧下さい
　http://www.jfcard.co.jp

全国35,000店以上の様々な飲食店で、
お手軽にお使いいただけるジェフグルメカードを斡旋します。

全国共通食事券

◆日　時 12月17日（日）
 12時30分開演
◆会　場 東急シアターオーブ
 渋谷ヒカリエ11階　　
◆価　格 Ｓ席7,000円
 （9,800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 11月17日（金）17時互助会事務局必着

【演奏】新日本フィルハーモニー交響楽団
【スペシャルゲスト】伊礼 彼方

皆さまお待ちかね!!林家たい平が調布寄席に登場！
新春らしく華やかに、林家正雀との二人会でお届けします
【出演】柳谷緑太、林家彦星、林家あづみ（三味線漫談）　
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★締切日に投函されても間に合いません
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Process

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：一足早い春を感じに中伊豆へ GO！！

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（携帯番号必須）
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

応募者多数の場合抽選になります。
締切日以降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

切手は
62円です!!
ご注意下さい。

調布市
8：00

東名川崎ＩＣ

調布ＩＣ

曽我の里・別所梅林『梅まつり』
約35,000 本の白梅の香りをお楽しみ下さい♪東名／小田厚

東名／圏央道／中央道

10：00～10：50

伊豆長岡いちご狩りセンター
30 分いちご食べ放題♪

14：30 ～ 15：00

いしだ商店『江之浦』
昼食

11：20～12：30
熱海梅園『梅まつり』
日本で最も早咲きの梅として有名な

13：00～13：40

ジャンボひものセンター
海産物などのお買物

15：20～15：50
調布市

18：00到着予定

Process
行程

※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：スペース・プラン

旅行取扱：全国ネットツーリスト

1泊2日

定期健康診断の
受診料を補助します!!
調布市商工会の健康診断を受診された
互助会の事業所には、１人につき2,000
円の補助を行います。健康診断受診後、
互助会に補助申請を行って下さい。

健康診断の日程

日　時 9月１日（金）～30日（土）
  8時30分～10時30分（予約制）
  ※日・祝除く
場　所 調布東山病院
  ドック健診センター２階
受診料 １名10,000円（税込）
申込み 調布市商工会
  TEL 485－2214

お楽しみに～♪♪

共済給付（３月～８月）
◆お悔やみ申し上げます 52件
◆傷病お見舞い申し上げます 29件
◆ご出生おめでとうございます 21件
◆還暦おめでとうございます 15件
◆敬老おめでとうございます 11件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 15件
◆ご結婚おめでとうございます 21件
◆ご入学おめでとうございます 117件
◆成人おめでとうございます 2件

 計283件

新規加入事業（３月～８月）
ＮＭＣ 国領町４丁目

飛田給鍼灸整骨院 飛田給２丁目

ＴＯＭＯＴＯＭＯ 上石原１丁目

一不動産 多摩川７丁目

前田測量調査事務所 国領町４丁目

読売新聞　南調布店 多摩川５丁目

とみや不動産 下石原１丁目

東邦樹脂 菊野台３丁目

Ｔ・Ｋ・Ｐ 深大寺元町２丁目

Information
12/1
金 事務局不

在のお知らせ 12月1日（金）東京都市勤労者共済団体連合会の事業参加の為、
16 時より不在となりますのでご注意下さい。

３月18日グッジョバ!!Open!!

３月18日グッジョバ!!Open!!

窓口販売
必ず会員証を
持参下さい

p4→「ジュエルミネーション」記事をいただいてから調整させていただきます

窓口
販売
会員証を
ご提示下さい

窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

※１会員４枚まで

オール
シーズン

券

「桔梗屋」
お菓子つめ放題

◆実 施 日
◆募集人員

◆参 加 費

◆申込方法
◆交 通
◆締め切り

２月24日（土）日帰り
40名（最小催行人数30名）
※応募多数の場合は抽選となります

大人 7,500円（会員及び同居家族登録者）一般料金10,500円
子供 6,000円（４歳～小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 9,500円 （会員・同居家族以外）※同伴者子供の設定はありません
※３歳以下は無料ですが、バスの座席、食事が必要な場合は子供料金をいただきます
★会員以外の方が会員の名義で参加されることは固くお断りいたします
　ツアー当日でも会員又は同居家族から同伴者に変更の場合は差額をお支払い
　いただきます

下段のツアー・イベント申込方法をご参照下さい 
大型バス１台

11月20日（月）17時までに互助会窓口必着

★会費（10・11・12月分）の口座振替日は９月26日（火）です。
　口座残高をご確認ください。
会費未納の場合、共済金の給付やイベントへの参加、
チケットの購入ができませんのでご注意ください。

★郵便ハガキの料金改定　
　６月１日より52円→62円になりました。要注意→チケット応募の際、料金不足は無効です!!

事務局
か ら の
お知らせ

事務局か ら の
お知らせ事務局

か ら の
お知らせ

事務局
か ら の
お知らせ

★協賛事業所名（敬称略・順不同）
　調布市花火実行委員会・カスタムテーラーサトウ・千歳計装（株）・（株）三晴工業・東京かたばみ会・
（株）山田屋本店・アートフェンス工業（株）・（有）大日の出プランニング・（有）特殊バネ研究所・深電
工業㈱・（株）シモヤマ・男爵亭・永嶋税理士事務所・平井設備（株）・（株）やまぐち・（株）よみうりラン
ド・木島平観光（株）・京王プラザホテル・ハイアットリージェンシー東京・小田急ホテルセンチュリーサザ
ンタワー・全国ネットツーリスト・セントラル都市開発・深大寺天然温泉「湯守の里」・調布クレストンホテ
ル・さくらツーリスト・（株）セラヴィ―リゾート泉郷・サンリオピューロランド・（株）東京ドーム・メガロス調布・
（株）トラスゴーメディア・（株）田中土質基礎研究所・ユウキ食品（株）・フローラルガーデンアンジェ

今年は４４事業所、９５名に参加いただきました。
総合司会は３年目の名司会者、小川和彦理事で（㈱田
中土質基礎研究所）アドリブも盛り込まれ順調に進行さ
れました。出演バンドはフラパーティーが始まったてから
６年間、毎年プロの演奏と軽妙な話術で盛り上げてくださる『バッキー白方とアロ
ハ・ハワイアンズ』。今年も体験談を交えたプロのトークに皆さんおなかを抱えて大
笑い。フラも同じく６年間、きれいな踊りを披露してくださる『ハーラウ フラヴェヒ イ カ 
ウア ノエ』の皆さん。思わず踊り出す会員さんも。
今年の抽選会は、全員に景品が当たったので会場は例年にも増して歓びの熱
気に包まれました。大盛り上がりの中、東北の復興支援の歌「花は咲く」を全員
で熱唱してお開きとなりました。今年も会場がひとつとなり楽しいひと時を過ごすこと
ができました。又、おみやげとしてユウキ食品㈱様よりオーガニック炭酸飲料などを
いただきました。ご協賛いただきました下記の事業所・団体の方 に々この場をお借
りて御礼申し上げます。

開 催 日 11月11日（土） 時　　間 13時30分～15時（受付13時より）
会　　場 調布クレストンホテル（調布パルコ８階） 参 加 費 1,500円（通常3,000円）
内　　容 コーヒーの基礎知識・実演と実習 募集人員 20名
申込方法 下段の「ツアー・イベント申込方法」をご参照下さい  ※会員のみに限ります。

締 切 り ９月22日（金）17時互助会窓口必着   
応募多数の場合は抽選。

「デザートタイムとおみやげ付き」乞うご期待！！
ご家庭で飲んでいるコーヒーを『一層おいしく・楽しく』召し上がっていただくために、
コーヒーの「いろいろな知識」と「おいしい淹れ方」をお話、実演いたします。お気軽にご参加下さい!!

コーヒー
教室

キーコーヒー協賛

SLとライン下りと紅葉と豪華ランチまで楽しめちゃう
超欲張りツアー!! 昼食は「花のおもてなし長生館」で

全10品3,000円の郷土料理を
いただきます!!

フラパーティーの実施報告書
８月４日（金）

★チケット申込みの際は締切り日を厳守して下さい。締切り日当日に投函されても間に合いません。余裕をもってお願いします。
★転居などでご住所や家族構成が変わった場合は、速やかに変更届をご提出下さい。

★60歳・70歳の方、お祝い金の申請を忘れていませんか？ ※申請期限はお誕生日から１年間です。 
　60歳（還暦）を迎えられた方には現金１万円。70歳（古希）を迎えられた方には１万円の商品券を差し上げています。
　その他のお祝い金、死亡弔慰金、見舞金等の申請漏れはありませんか？詳しくはガイドブックをご覧下さい。

ディズニーサンクスフェスティバル

調布市勤労者互助会

1 2 9 5

よみうりらんど様
データ10月３周目

ディズニーランド様
サンクスフェスティバル

窓口にて販売中!!

フリーパス ※１会員年間10枚まで

料　　金 700円　※大人・子供（３歳以上）共通
 （通常：大人 3,200 円・子供 2,700 円）
内　　容 入園、アトラクション乗り放題
有効期限 平成 30 年３月31日まで
販売枚数 残り40 枚　※売切れ次第終了

事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

ワンデーパス ※１会員年間４枚まで

窓口にて販売中!!

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＋乗り物フリー
 ※「グッジョバ !!」エリア含む
利用期間　平成 30 年３月31日まで
販売枚数　残り100 枚　※売切れ次第終了

事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

一足早い春を
感じに中伊豆へ
一足早い春を
感じに中伊豆へ

Go!!Go!!

熱海梅園と中伊豆いちご狩り
海鮮料理と浜焼ランチ

昼食は『干物』と言えばここ！
小田原の地元では知る人ぞ知る
干物専門店「石田商店」。

店長自ら海で漁って
きた新鮮な海鮮料理を
いただけます。

早春のお楽しみは
伊豆長岡のいちご狩り
30分食べ放題!!　　　　

Go!!
一足早い春を感じに中伊豆へGo〜!!一足早い春を感じに中伊豆へ

日本で最も早咲きの梅
として有名な「熱海梅園」
梅まつり。

35,000本の白梅で有名な曽我の
里「別所梅林」梅まつりも楽しん
じゃう!!

昼食は大人気！
　新鮮ネタのにぎりずし食べ放題♪

寿司好きにはたまんね～～～ !!

14

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……3,489人

事業所数…529所
（平成29年10月10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
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平成２9年11月１日発行


