
好評販売中! !

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：高級バスで行くぶどう食べ放題ツアー

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・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の申込みは受付けません。

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・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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※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

中央道

中央道

忍野八海
見学

10：30～11：15
フジヤマテラス

昼食：約80種類以上のランチバイキング

11：30～13：00

※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：株式会社スペース・プラン

道の駅「富士吉田」
買い物

13：10～13：45

宿沢フルーツ農園
お土産：シャインマスカット

15：00～16：00
調布市
19：00頃

Schedule
行 程

Information事務局不
在のお知らせ

互助会役員が代わりました ご存知ですか？

会　長 吉田　征男 千歳計装（株）　
副会長 安田　慎一 （株）三晴工業
理　事 石川　利子 （有）サンコン
理　事 渡部　敬聴 （株）三誠
理　事 秋沢　美佳 （株）山田屋本店

▲

(株)山田屋本店お米館→来店のみ10％割引

▲

深大寺陶芸教室
 →体験教室10％割引／入会金２，000円割引

▲

京王プラザホテル
 →料飲の10％割引（2,160円以上のご利用で）

▲

調布東山病院→検診・人間ドック優待割引

▲

東海汽船→乗車券・旅行商品10％割引

▲

三越伊勢丹
 →慶弔ギフト・弔事返礼品５％～15％割引

会員証の提示でお得な優待割引を受けられます。
平成30年度第１回理事会において、
互助会役員が改選されました。
２年間宜しくお願いいたします

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

９月９日（日） 日帰り
限定34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・子供10,000円（会員及び同居家族登録者に限ります）一般料金13,000円
同伴者大人13,000円
※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のでご注意下さい。
下段の「ツアー・イベント申込方法」をご参照下さい
☆同居家族の場合は事前登録が必要です。
大型バス１台

7月18日（水）
17時までに互助会窓口必着

8/3
金

８月3日（金）納涼ハワイアン＆フラの夕べ開催のため、
16 時より不在となりますのでご注意下さい。

窓口販売 窓口販売
ワンデーパス ※１会員年間４枚まで フリーパス ※１会員年間10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

好評販売中! !
オール
シーズン

券

◆価　　格 大人 1,600円（通常料金2,600円）
 中高生 600円（通常料金1,050円）
 小人 300円（通常料金550円）
 ※料金には、乗船料・フリードリンク・
 　消費税が含まれています。
◆枚　　数 1会員５枚まで
 ※購入後の払い戻しは出来ません。　※予定数に達し次第終了。

◆予 約 先 東海汽船納涼船予約係　03－3437－6119  事前予約制!
◆受付時間 9時30分～20時
 ご乗船の１ヶ月前同日より予約受付開始!

東京湾の夏の風物詩「東京湾納涼船」が、この夏もまたやってきます。
5000tクラスの大型客船で東京湾クルージングしながら、美しい夜景と食事。
そして、音楽やダンスなどで、夏のひとときをお楽しみ下さい。

★ドリンク飲み放題
　工場直送生ビール・サワー・ワイン・ソフトドリンク等
★フードメニュー充実
　伊豆諸島の名物を使用したフードや、
　お子様に人気のフードブースも!!
★名物「ゆかたダンサーズ」
　毎日開催!!今年の激戦のオーディションで選ばれた
　『ゆかたダンサーズ』が暑い夏の夜を盛り上げます!!

7/1～9/24毎日
運行

19時15分：竹芝客船ターミナル・出航
→東京湾内周遊→21時：竹芝客船ターミナル・帰着

運行
時間

竹芝→レインボーブリッジ→お台場
→大井埠頭→東京ゲートブリッジ・折り返し

コース

①乗船当日竹芝客船ターミナル窓口で
　乗船券とのお引き換えが必要となります !
②船の予約をされてからチケットをご購入下さい。  

注意
事項

東京湾納涼船
窓口販売
会員証を
ご提示下さい

乗船券引換券

【新 任】

佐藤　　明 カスタムテーラーサトウ
岩佐美佐子 （株）山田屋本店
川口　　弘 アートフェンス工業（株）

永年にわたりお疲れ様でした
【退 任】

詳しくは、平成30年度 互助会活用ガイドブック
15～17ページをご参照下さい!!

　 初登場
!!互助会

バスツ
アー

高級皮革を利用したシート
等ゆったりとした上質な乗
り心地をお楽しみ下さい。
パウダールーム・トイレも完
備しています。

グランブルー
リゾート

フジヤマハイランドリゾー
トホテル内の和洋中約
80種類以上のメニュー
が並ぶ大人気のランチ
ブッフェ。

シャインマスカット・ピ
オーネ・ロザリオロッソ
40分食べ放題!!　
もちろんおみやげも
付けちゃいます♪

ぶどう狩り

フジヤマ
テラス

高級皮革
シート!!

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＋乗物乗り放題
 ＋プール（夏期）※「グッジョバ!!」エリア含む
利用期間　平成31年３月31日まで
販売枚数　　 300枚 ※売切次第終了!!

料　　金残 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）
有効期限 平成31年３月31日まで
販売枚数　　350枚 ※売切次第終了!!残残

高級バス『グランブルーリゾート』で行く
 勝沼高級ぶどう食べ放題と
　　フジヤマテラスのバイキング

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……3,494人

事業所数…522所
（平成30年６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241号

平成30年７月１日発行



チケットあっせん2 0 1 8
注 申込み多数の場合は抽選　
注 往復ハガキの切手代不足は無効となります
注 締切日に投函されても間に合いません

現在の価格で
総工費30億円
と言われる豪邸。

劇団四季

◆日　時 12月２日（日）13時30分開演
◆会　場 キャッツ・シアター（東京大井町）
◆価　格 Ｓ席大人9,000円(11，880円のところ)
 Ｓ席子ども4,500円（5,940円のところ）
 ※子ども…公演当日３歳以上、
 　　　　　小学校６年生以下
◆枚　数 40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・子どもを明記下さい無い場合は大人とみなします
 ※２歳以下入場不可（膝上観覧不可）
◆締切り ７月20日(金) 17時互助会事務局必着
 ※当落のお知らせとチケットの引き渡しは11月になります

◆日　時 ９月24日（月・祝）
 17時30分開演

◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール

◆価　格 全席指定5,800円
 (7,800円のところ)

◆枚　数 16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 ７月17日(火)17時互助会事務局必着

◆日　時 ９月８日（土）15時開演
◆会　場 武蔵野市民文化会館
 大ホール
◆価　格 全席指定3,800円
 (5,200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 ７月18日(水)
 17時互助会事務局必着

海援隊トーク＆ライブ2018

2018コンサートツアー
チューリップ

『贈る言葉』や『母に捧げるバラード』などの誰もが口ずさんだ
ことのある心に染みいる名曲とユーモアあふれる軽妙なトークを
お楽しみに。

新江ノ島水族館

◆営業時間 ３月～11月…９時～17時
 12月～２月…10時～17時
 ※イベント・時期により変更あり
 ※年中無休ですが臨時休館有（ご確認の上ご利用下さい）
◆価　　格 大人 1,300円（通常2,100円のところ）
 高校生 900円（通常1,500円のところ）
 小・中学生 600円（通常1,000円のところ）
 幼児（３歳以上） 300円（通常600円のところ）
 ※高校生は、入場口で生徒手帳などの提示が必要です
◆有効期間 平成31年１月31日（木）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 ※１会員４枚まで
◆締 切 り ７月17日（火）17時互助会事務局必着

2018年７月14日より新展示「カピバラ～陽だまりの草原～」が
オープン！“えのすい”に新しい仲間が加わります。

料　　金 大人（15歳以上） 1,000円
  （通常2,500円のところ）
 子供（小・中学生） 700円
  （通常1,400円のところ）
 幼児（４歳以上） 200円
  （通常500円のところ）
営業時間 ７月14日（土）～８月19日（日）
 →９時30分～18時30分
 ※７月の平日→17時30分まで
 ８月20日（月）～９月２日（日）
 →９時30分～18時
 ※営業期間・営業時間は変更に
 　なる場合もあります
配布期間 ７月９日（月）10時より
 ※予定数に達し次第終了 

事務局窓口で会員証をご提示下さい

国営昭和記念公園
レインボープール利用券

互助会窓口配付!!
営業期間
７月14日（土）
～９月２日（日）

窓口配付
１会員４枚まで

◆期　間 ９月９日（日）～23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（あれば）を明記下さい
 ※結果発送は、８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 ７月17日(火)17時互助会事務局必着

九 月 場 所大相撲

確
保
で
き
な
い
場
合
も

　
あ
り
ま
す
の
で

　
　
予
め
ご
了
承
下
さ
い
。

相
撲
人
気
に
と
も
な
い

チ
ケ
ッ
ト
の
入
手
が

大
変
困
難
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

進化し続ける伝説のミュージカル『キャッツ』 
2018年夏、東京で『キャッツ』の新たな歴史が始まる！

◆実 施 日

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆締め切り

10月21日㊐～23日㊋ 2泊3日
15名  ※連合会18市で160名の募集
会員及び同居家族（１名につき）
２名１室 68,000円（一般料金84,000円）
３名１室 65,500円（一般料金81,500円）
４名１室 63,500円（一般料金79,500円）
１名１室 84,000円（一般料金100,000円）
※お一人参加で相部屋をご希望の方はご相談下さい

１頁下段「ツアー・イベント申込方法」をご参照下さい
☆同居家族の場合は事前登録が必要です!!
７月20日（金）17時までに互助会窓口必着

大沼国定公園散策
※駒ヶ岳望む日本新瀑名勝

調布市
6：15頃
出発予定

8：20
出発予定

12：22
到着予定

旅行取扱：株式会社セラン
※交通事情により前後しますのでご了承下さい

東京駅
昼食：牛たん弁当
北海道新幹線

新函館北斗駅大沼展望閣五稜郭公園

夜景観賞
函館山

宿泊

17：50到着予定
湯の川温泉「湯元啄木亭」

9：00出発
ホテル

教会群など見学
函館元町

昼食
長万部ドライブインかなや

洞爺湖展望台と
有珠山火口原展望台を見学
有珠山ロープウェイ

鬼の棲む地獄が
由来となった名勝地
登別地獄谷

宿泊

16：15到着予定
登別温泉「第一滝本館」

8：15出発
ホテル 札幌白い恋人パーク

昼食と
運河ガラス館見学お買物など

小樽

新千歳空港羽田空港 にしん小樽貴賓館
（旧青山邸）

20：30頃
到着予定

16：30
出発予定

調布市

1日目

2日目

10月
21日日

10月
22日月

3日目
10月
23日火

北海道新幹線

平成28年３月に
開通。
53 .86kmの海
底トンネル。

函館山

日本三大夜景
の一つ。
何度見ても感動
します。

有珠山

山頂からは洞爺
湖や昭和新山の
パノラマが楽しめ
ます。

洞爺湖

太古の昔、巨大
噴火によりできた
カルデラ湖。

登別地獄谷

地の底からもうも
うと立ち上がる
熱湯や水蒸気。

にしん小樽貴賓館

連
合
会
合
同
旅
行 2 泊3日北海道の旅

北海道新幹線はやぶさで行く
北海道三都物語。

人気の函館・札幌・小樽を巡る!
　　　湯の川と登別の温泉三昧!

ユネスコ世界ジオパーク車窓より
洞爺湖の素晴らしい景観が見事

電気通信大学 夏休み親子工作教室と
電気通信大学博物館（ＵＥＣコミュニケーションミュージアム）見学
工作活動を通じて、子供たちが本来持っている創造性を発揮できるよう、
楽しみながら作品を完成する喜びを体得できます。
コミュニケーションミュージアムは、無線通信機器やコンピュータなど電気
通信大学の教育研究に関連する歴史的機器や資料が展示されています。
解説者付きで見学できるめったにないチャンスです。

■日　時 ８月18日（土）13時～16時30分 ※受付12時45分～
■会　場 電気通信大学80周年記念会館「リサ―ジュ」３階
■対　象 小学生の親と子 限定30組
■作成品 コイル・モーターと虹の万華鏡
■参加費 子供１名につき500円／お土産付
■申込み 往復ハガキに下記内容を記入の上ご応募下さい
 ①イベント名「電気通信大学 工作教室」
 ②事業所名　　　③会員番号　　　④会員氏名
 ⑤昼間連絡可能な電話番号
 ⑥参加する親と子の名前・学年・生年月日（同居家族登録者に限ります）
■締切り ７月19日(木) 17時互助会事務局必着　※応募多数の場合は抽選となります

函館の景色を一望できる
自慢の露天風呂から
お楽しみ下さい！
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注 申込み多数の場合は抽選　
注 往復ハガキの切手代不足は無効となります
注 締切日に投函されても間に合いません
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劇団四季

◆日　時 12月２日（日）13時30分開演
◆会　場 キャッツ・シアター（東京大井町）
◆価　格 Ｓ席大人9,000円(11，880円のところ)
 Ｓ席子ども4,500円（5,940円のところ）
 ※子ども…公演当日３歳以上、
 　　　　　小学校６年生以下
◆枚　数 40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・子どもを明記下さい無い場合は大人とみなします
 ※２歳以下入場不可（膝上観覧不可）
◆締切り ７月20日(金) 17時互助会事務局必着
 ※当落のお知らせとチケットの引き渡しは11月になります

◆日　時 ９月24日（月・祝）
 17時30分開演

◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール

◆価　格 全席指定5,800円
 (7,800円のところ)

◆枚　数 16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 ７月17日(火)17時互助会事務局必着

◆日　時 ９月８日（土）15時開演
◆会　場 武蔵野市民文化会館
 大ホール
◆価　格 全席指定3,800円
 (5,200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 ７月18日(水)
 17時互助会事務局必着

海援隊トーク＆ライブ2018

2018コンサートツアー
チューリップ

『贈る言葉』や『母に捧げるバラード』などの誰もが口ずさんだ
ことのある心に染みいる名曲とユーモアあふれる軽妙なトークを
お楽しみに。

新江ノ島水族館

◆営業時間 ３月～11月…９時～17時
 12月～２月…10時～17時
 ※イベント・時期により変更あり
 ※年中無休ですが臨時休館有（ご確認の上ご利用下さい）
◆価　　格 大人 1,300円（通常2,100円のところ）
 高校生 900円（通常1,500円のところ）
 小・中学生 600円（通常1,000円のところ）
 幼児（３歳以上） 300円（通常600円のところ）
 ※高校生は、入場口で生徒手帳などの提示が必要です
◆有効期間 平成31年１月31日（木）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 ※１会員４枚まで
◆締 切 り ７月17日（火）17時互助会事務局必着

2018年７月14日より新展示「カピバラ～陽だまりの草原～」が
オープン！“えのすい”に新しい仲間が加わります。

料　　金 大人（15歳以上） 1,000円
  （通常2,500円のところ）
 子供（小・中学生） 700円
  （通常1,400円のところ）
 幼児（４歳以上） 200円
  （通常500円のところ）
営業時間 ７月14日（土）～８月19日（日）
 →９時30分～18時30分
 ※７月の平日→17時30分まで
 ８月20日（月）～９月２日（日）
 →９時30分～18時
 ※営業期間・営業時間は変更に
 　なる場合もあります
配布期間 ７月９日（月）10時より
 ※予定数に達し次第終了 

事務局窓口で会員証をご提示下さい

国営昭和記念公園
レインボープール利用券

互助会窓口配付!!
営業期間
７月14日（土）
～９月２日（日）

窓口配付
１会員４枚まで

◆期　間 ９月９日（日）～23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（あれば）を明記下さい
 ※結果発送は、８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 ７月17日(火)17時互助会事務局必着

九 月 場 所大相撲

確
保
で
き
な
い
場
合
も

　
あ
り
ま
す
の
で

　
　
予
め
ご
了
承
下
さ
い
。

相
撲
人
気
に
と
も
な
い

チ
ケ
ッ
ト
の
入
手
が

大
変
困
難
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

進化し続ける伝説のミュージカル『キャッツ』 
2018年夏、東京で『キャッツ』の新たな歴史が始まる！

◆実 施 日

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆締め切り

10月21日㊐～23日㊋ 2泊3日
15名  ※連合会18市で160名の募集
会員及び同居家族（１名につき）
２名１室 68,000円（一般料金84,000円）
３名１室 65,500円（一般料金81,500円）
４名１室 63,500円（一般料金79,500円）
１名１室 84,000円（一般料金100,000円）
※お一人参加で相部屋をご希望の方はご相談下さい

１頁下段「ツアー・イベント申込方法」をご参照下さい
☆同居家族の場合は事前登録が必要です!!
７月20日（金）17時までに互助会窓口必着

大沼国定公園散策
※駒ヶ岳望む日本新瀑名勝

調布市
6：15頃
出発予定

8：20
出発予定

12：22
到着予定

旅行取扱：株式会社セラン
※交通事情により前後しますのでご了承下さい

東京駅
昼食：牛たん弁当
北海道新幹線

新函館北斗駅大沼展望閣五稜郭公園

夜景観賞
函館山

宿泊

17：50到着予定
湯の川温泉「湯元啄木亭」

9：00出発
ホテル

教会群など見学
函館元町

昼食
長万部ドライブインかなや

洞爺湖展望台と
有珠山火口原展望台を見学
有珠山ロープウェイ

鬼の棲む地獄が
由来となった名勝地
登別地獄谷

宿泊

16：15到着予定
登別温泉「第一滝本館」

8：15出発
ホテル 札幌白い恋人パーク

昼食と
運河ガラス館見学お買物など

小樽

新千歳空港羽田空港 にしん小樽貴賓館
（旧青山邸）

20：30頃
到着予定

16：30
出発予定

調布市

1日目

2日目

10月
21日日

10月
22日月

3日目
10月
23日火

北海道新幹線

平成28年３月に
開通。
53 .86kmの海
底トンネル。

函館山

日本三大夜景
の一つ。
何度見ても感動
します。

有珠山

山頂からは洞爺
湖や昭和新山の
パノラマが楽しめ
ます。

洞爺湖

太古の昔、巨大
噴火によりできた
カルデラ湖。

登別地獄谷

地の底からもうも
うと立ち上がる
熱湯や水蒸気。

にしん小樽貴賓館

連
合
会
合
同
旅
行 2 泊3日北海道の旅

北海道新幹線はやぶさで行く
北海道三都物語。

人気の函館・札幌・小樽を巡る!
　　　湯の川と登別の温泉三昧!

ユネスコ世界ジオパーク車窓より
洞爺湖の素晴らしい景観が見事

電気通信大学 夏休み親子工作教室と
電気通信大学博物館（ＵＥＣコミュニケーションミュージアム）見学
工作活動を通じて、子供たちが本来持っている創造性を発揮できるよう、
楽しみながら作品を完成する喜びを体得できます。
コミュニケーションミュージアムは、無線通信機器やコンピュータなど電気
通信大学の教育研究に関連する歴史的機器や資料が展示されています。
解説者付きで見学できるめったにないチャンスです。

■日　時 ８月18日（土）13時～16時30分 ※受付12時45分～
■会　場 電気通信大学80周年記念会館「リサ―ジュ」３階
■対　象 小学生の親と子 限定30組
■作成品 コイル・モーターと虹の万華鏡
■参加費 子供１名につき500円／お土産付
■申込み 往復ハガキに下記内容を記入の上ご応募下さい
 ①イベント名「電気通信大学 工作教室」
 ②事業所名　　　③会員番号　　　④会員氏名
 ⑤昼間連絡可能な電話番号
 ⑥参加する親と子の名前・学年・生年月日（同居家族登録者に限ります）
■締切り ７月19日(木) 17時互助会事務局必着　※応募多数の場合は抽選となります

函館の景色を一望できる
自慢の露天風呂から
お楽しみ下さい！
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好評販売中! !

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：高級バスで行くぶどう食べ放題ツアー

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・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の申込みは受付けません。

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・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

中央道

中央道

忍野八海
見学

10：30～11：15
フジヤマテラス

昼食：約80種類以上のランチバイキング

11：30～13：00

※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：株式会社スペース・プラン

道の駅「富士吉田」
買い物

13：10～13：45

宿沢フルーツ農園
お土産：シャインマスカット

15：00～16：00
調布市
19：00頃

Schedule
行 程

Information事務局不
在のお知らせ

互助会役員が代わりました ご存知ですか？

会　長 吉田　征男 千歳計装（株）　
副会長 安田　慎一 （株）三晴工業
理　事 石川　利子 （有）サンコン
理　事 渡部　敬聴 （株）三誠
理　事 秋沢　美佳 （株）山田屋本店

▲

(株)山田屋本店お米館→来店のみ10％割引

▲

深大寺陶芸教室
 →体験教室10％割引／入会金２，000円割引

▲

京王プラザホテル
 →料飲の10％割引（2,160円以上のご利用で）

▲

調布東山病院→検診・人間ドック優待割引

▲

東海汽船→乗車券・旅行商品10％割引

▲

三越伊勢丹
 →慶弔ギフト・弔事返礼品５％～15％割引

会員証の提示でお得な優待割引を受けられます。
平成30年度第１回理事会において、
互助会役員が改選されました。
２年間宜しくお願いいたします

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

９月９日（日） 日帰り
限定34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・子供10,000円（会員及び同居家族登録者に限ります）一般料金13,000円
同伴者大人13,000円
※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のでご注意下さい。
下段の「ツアー・イベント申込方法」をご参照下さい
☆同居家族の場合は事前登録が必要です。
大型バス１台

7月18日（水）
17時までに互助会窓口必着

8/3
金

８月3日（金）納涼ハワイアン＆フラの夕べ開催のため、
16 時より不在となりますのでご注意下さい。

窓口販売 窓口販売
ワンデーパス ※１会員年間４枚まで フリーパス ※１会員年間10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

好評販売中! !
オール
シーズン

券

◆価　　格 大人 1,600円（通常料金2,600円）
 中高生 600円（通常料金1,050円）
 小人 300円（通常料金550円）
 ※料金には、乗船料・フリードリンク・
 　消費税が含まれています。
◆枚　　数 1会員５枚まで
 ※購入後の払い戻しは出来ません。　※予定数に達し次第終了。

◆予 約 先 東海汽船納涼船予約係　03－3437－6119  事前予約制!
◆受付時間 9時30分～20時
 ご乗船の１ヶ月前同日より予約受付開始!

東京湾の夏の風物詩「東京湾納涼船」が、この夏もまたやってきます。
5000tクラスの大型客船で東京湾クルージングしながら、美しい夜景と食事。
そして、音楽やダンスなどで、夏のひとときをお楽しみ下さい。

★ドリンク飲み放題
　工場直送生ビール・サワー・ワイン・ソフトドリンク等
★フードメニュー充実
　伊豆諸島の名物を使用したフードや、
　お子様に人気のフードブースも!!
★名物「ゆかたダンサーズ」
　毎日開催!!今年の激戦のオーディションで選ばれた
　『ゆかたダンサーズ』が暑い夏の夜を盛り上げます!!

7/1～9/24毎日
運行

19時15分：竹芝客船ターミナル・出航
→東京湾内周遊→21時：竹芝客船ターミナル・帰着

運行
時間

竹芝→レインボーブリッジ→お台場
→大井埠頭→東京ゲートブリッジ・折り返し

コース

①乗船当日竹芝客船ターミナル窓口で
　乗船券とのお引き換えが必要となります !
②船の予約をされてからチケットをご購入下さい。  

注意
事項

東京湾納涼船
窓口販売
会員証を
ご提示下さい

乗船券引換券

【新 任】

佐藤　　明 カスタムテーラーサトウ
岩佐美佐子 （株）山田屋本店
川口　　弘 アートフェンス工業（株）

永年にわたりお疲れ様でした
【退 任】

詳しくは、平成30年度 互助会活用ガイドブック
15～17ページをご参照下さい!!

　 初登場
!!互助会

バスツ
アー

高級皮革を利用したシート
等ゆったりとした上質な乗
り心地をお楽しみ下さい。
パウダールーム・トイレも完
備しています。

グランブルー
リゾート

フジヤマハイランドリゾー
トホテル内の和洋中約
80種類以上のメニュー
が並ぶ大人気のランチ
ブッフェ。

シャインマスカット・ピ
オーネ・ロザリオロッソ
40分食べ放題!!　
もちろんおみやげも
付けちゃいます♪

ぶどう狩り

フジヤマ
テラス

高級皮革
シート!!

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＋乗物乗り放題
 ＋プール（夏期）※「グッジョバ!!」エリア含む
利用期間　平成31年３月31日まで
販売枚数　　 300枚 ※売切次第終了!!

料　　金残 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）
有効期限 平成31年３月31日まで
販売枚数　　350枚 ※売切次第終了!!残残

高級バス『グランブルーリゾート』で行く
 勝沼高級ぶどう食べ放題と
　　フジヤマテラスのバイキング

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……3,494人

事業所数…522所
（平成30年６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241号

平成30年７月１日発行


