
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：三浦半島いちご狩りとまぐろづくしの昼食

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・所在地（通知文郵送先）・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。
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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

調布市役所裏
7：30

調布IC 玉川IC 佐原IC 津久井浜観光農園
いちご狩り（30分食べ放題）

横須賀ＰＡ
休憩

8：50 ～ 9：05

鶴岡八幡宮
初詣・ご参拝

14：40 ～ 16：00

江の島シーキャンドル
「湘南の宝石」

見学／関東三大イルミネーション

16：25 ～ 17：50

県立城ヶ島公園
見学／水仙まつり

10：50 ～ 11：40

お食事処たちばな
「割烹旅館立花」

昼食

11：45～12：45

厚木ＰＡ
休憩

18：30 ～ 18：45
藤沢IC 調布IC寒川北IC 海老名IC

三崎フィッシャリーナ・ウォーフ
「うらり」

買物

12：55～13：35

9：20 ～ 10：10

衣笠IC 朝比奈IC

茅ヶ崎JCT 八王子JCT 調布市
19：30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

!!

城ケ島公園では咲き誇る
約10万株の八重水仙を見学

温暖な三浦半島の早熟な甘いいちごの食べ放題！

「湘南の宝石」を見学。光と色の祭典をお楽しみ下さい

昼食は定番から珍味まで
まぐろ三昧の昼食をご用意

まぐろ
三崎
といえば

◆実 施 日

※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。
★当日に会員又は同居家族から同伴者に変更の場合、
　差額をお支払いただきますのでご注意下さい。

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

1月17日（日）日帰り
45名（最小催行人数30名、応募多数の場合は抽選）
大　人 6,500円（会員及び同居家族登録者）通常料金9,500円
子　供 4,000円（４歳～小学生までの同居家族登録者）
同伴者 8,500円（会員・同居家族以外）

互助会ガイドブック（綴じ込み）の『事業参加申込書』に
必要事項を記入の上、ＦＡＸもしくは郵送でお申込み下さい。
※下段のイベント申込方法を参照　
大型バス１台

11月27日（金）17時までに互助会窓口必着

◆敬老おめでとうございます 4件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 7件

◆ご結婚おめでとうございます 10件

◆ご入学おめでとうございます 3件

 計71件

シャフト（株） 国領町４丁目

（株）和田ポリ 多摩川３丁目

（有）ティーアート印刷 多摩川１丁目

（株）トラスゴーメディア 深大寺南町５丁目

ランチ&ディナー

ノ木乃惠　　　小島町2丁目

Process

Information
12/4
金 事務局不在のお知らせ

12月4日（金）東京都市勤労者共済団体連合会の事業参加の為、
17時より不在となりますのでご注意下さい。

ホームページからも
申込みが

できるようになりました！

三浦半島いちご狩りとまぐろづくしの昼食と
水仙まつりと
江の島シーキャンドルのイルミネーショ

ン

1

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……3,554人

事業所数…533所
（平成27年10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225号

平成２7年11月１日発行



ふるさとの味宅送便
冬の味 !!

毎年大好評!!

かたき同士

◆日　時 平成28年１月９日（土）14時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 ふるさとホール　　
◆価　格 全席指定2,000円
 （3,800円のところ）

◆枚　数 20枚
◆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20日（金）
 17時互助会事務局必着

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頁下段をご参照下さい
◆締切り 11月24日（火）
 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：//jfcard.co.jp

ケンカするほど仲が良い！？  満員御礼の傑作喜劇！再演決定!!
【原作・脚本】橋田壽賀子　　【演出】石井ふく子
【出演】藤山直美・三田佳子 他
豪華メンバーが再び終結！

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。

◆日　時 12月６日（日）12時開演
◆会　場 明治座
◆価　格 S席9,000円（13,000円のところ）
◆枚　数 10枚　
◆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（火）
 17時互助会事務局必着

幸四郎演じる伊右衛門の色悪ぶりが魅力。染五郎が「戸板返し」のお
岩・小平・与茂七の三役早替りを務めます。亡霊が登場する様々な仕
掛けなど、本年の掉尾を飾る注目の舞台にご期待下さい。

◆日　時 12月19日（土）12時開演
◆会　場 国立劇場本館 大劇場
◆価　格 特別席9,500円（12,300円のところ）
◆枚　数 10枚　
◆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19日（木） 
 17時互助会事務局必着

全国共通食事券

通し狂言
東海道四谷怪談 三幕十場

新春競演会　志らく・たい平・一之輔
【出演】立川志らく・林家たい平・春風亭一之輔 ほか

第221回 府中の森　劇場笑

１１月２4日（火）１７時互助会窓口必着

１０kg セット（概ね 36〜40玉入り） 限定４０箱 ※箱代・ 送料込み

あっせん価格 ４,０００円（通常価格 6,000円）

 ５kg セット（概ね 18〜20玉入り） 限定２０箱 ※箱代・ 送料込み

あっせん価格 ２,５００円（通常価格 4,000円）

※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。

「冬の味」○kg　　　会員番号　　　会員氏名　　　会員住所　　　電話番号
配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ）　　　配達希望時間

1 2

6 7

3 4 5
申込方法

締切り

北信州『木島平』四季の味シリーズ「冬の味」
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。

ホームページからも
申込みができるよう
になりました！

チケットあっせん 2015  vol.1
★申込み多数の場合は抽選申込みは原則１会員２枚まで
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ウルトラヒーローズＥＸＰＯ
2016

◆日　時 平成28年３月12日（土）18時開演
◆会　場 シアタークリエ　　
◆価　格 全席指定8,000円
 （11,000円のところ）

◆枚　数 15枚
◆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26日（木） 
 17時互助会事務局
 必着

ピアフが、大竹しのぶに舞い降りた！誰もがそう口にした奇跡の
舞台。さらに力みなぎる2016年再演決定！

窓口
販売
会員証を
ご提示下さい

ニューイヤーフェスティバル ＩＮ東京ドームシティ
ウルトラヒーローたちが活躍する大迫力のライブショー「ウルトラマンバト
ルステージ」には、ウルトラマンエックスに変身する大空大地隊員役・高橋健
介さんが全ステージに登場。ウルトラヒーローたちとふれあいながら、ご家
族みなさんでお楽しみ下さい！！

フジコ・ヘミング&
モスクワ国立交響楽団

◆日　時 平成28年２月７日（日）14時　
◆会　場 東京オペラシティ
 コンサートホール
◆価　格 Ｓ席10,000円
 （15,000円のところ）

◆枚　数 10枚　　
◆申込み 往復ハガキ　※１会員２枚まで
 １頁下段チケット申込方法を
 ご参照下さい
◆締切り　11月26日（木）
 17時互助会事務局必着

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

大竹しのぶ主演『ピアフ』

◆開催日時 12月31日（木）～平成28年１月11日（月・祝）
 ９時30分～17時
 ※最終入場は16時30分まで
◆会　　場 東京ドームシティ プリズムホール
◆特別価格 ゲームコーナー１回券付
 大人（中学生以上）1,000円
 （当日券1,700円のところ）
 子供（３歳以上）500円
 （当日券1,100円のところ）
◆発売期間 11月９日（月）～12月18日（金）
◆販売方法 販売期間内に互助会窓口で会員証を
 ご提示の上お買い求め下さい　※1会員４枚まで

キルト制作：吉田享子

◆開催日時 平成28年１月21日（木）～27日（水）
 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 900円（前売券1,900円のところ）
◆枚　　数 30枚
◆発売期間 11月９日（月）～平成28年１月15日（金）
◆販売方法 販売期間内に互助会窓口で会員証を
 ご提示の上お買い求め下さい　※1会員４枚まで

東京国際キルトフェスティバル
第15回

2016年ふるさとの元気と活気が東京ドームに大集結!!
巨大な山車から、煌びやかな踊り手。全国各地の文化と伝統、人情あふれだす
“祭”の数々を東京ドームで体感してください。また、全国の美味しいが集まる「に
ぎわい市」では北は北海道、南は沖縄まで日本各地のご当地ならではの“味”が
やってきます。

第15回となる本フェスティバルは、日本最大のキルト展としてキル
ト作家の育成を目指すとともに、キルトの優れた技法や可能性を多
くのキルターに伝えていきます。また、初心者からベテランまで、誰も
が自分の作品を発表できる場を作り、キルトの楽しさ・素晴らしさを
分かち合えるキルトの祭典。 ◆開催期日 平成28年１月８日（金）～17日（日）

◆開催時間  ８日（金）…11時～21時
  ９日（土）～11日（月・祝） …10時～20時
 12日（火）… 10時～19時
 13日（水）～15日（金） …10時～21時
 16日（土） …10時～20時
 17日（日） …10時～18時
　 ※入場は、閉場の30分前まで
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 600円（前売券1,400円のところ）
◆枚　　数 50枚
◆発売期間 11月９日（月）～12月18日（金）
◆販売方法 販売期間内に互助会窓口で会員証を
 ご提示の上お買い求め下さい　※1会員４枚まで

◆期　間 平成28年１月10日（日）～24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 8,500円
◆枚　数 10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12月中旬の予定です。
◆締切り 11月19日（木） 17時互助会事務局必着
 ※締め切り後の追加・キャンセルはできません。

大 相 撲一月場所

日本中から愛される褪せない輝き。その圧倒的な存在感。
70年以上の歴史を刻む、ロシア最高峰のオーケストラとの豪華共演。

チケットあっせん 2015  vol.2
★申込み多数の場合は抽選申込みは原則１会員２枚まで
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事務局からの
お 知 ら せ

共済給付（８月～10月） 新規加入事業（８月～10月）

◆お悔やみ申し上げます 17件

◆傷病お見舞い申し上げます 9件

◆災害お見舞い申し上げます 1件

◆ご出生おめでとうございます 13件

◆還暦おめでとうございます 7件

◆敬老おめでとうございます 4件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 7件

◆ご結婚おめでとうございます 10件

◆ご入学おめでとうございます 3件

 計71件

シャフト（株） 国領町４丁目

（株）和田ポリ 多摩川３丁目

（有）ティーアート印刷 多摩川１丁目

（株）トラスゴーメディア 深大寺南町５丁目

ランチ&ディナー

ノ木乃惠　　　小島町2丁目

よろ
しくお

願いいたします

★60歳・70歳の方、
　お祝い金の申請を忘れていませんか？
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。申請期限はお誕生日から１年間です。
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。

1

★事業所のPRができます !
　調布市勤労者互助会の「ホームページ」には、「会員PR」コーナーがあります。勤
労者互助会に加入されている事業所を紹介しています。お買い物、仕事の依頼
などにご活用下さい。掲載をご希望の方は、　 ～　 をご記入の上、FAX又は
メールでお送り下さい。

　 　事業所名
　 　電話番号／ファックス番号
　　 ホームページアドレス
　　 住所
　 　PRコメント
　HP…http：//www.chofu-kg.jp/
　Mail…gojokai@chofu-kg.jp
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