
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：お花と昼食ビュッフェ、桃狩り食べ放題

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
7：00

小淵沢IC 清里高原サンメドウズハイランドパーク
昼食／高原野菜ナチュラルバイキング

八ヶ岳・富士見高原花の里
見学／30種以上500万輪お花の大群落中央道

中央道

雨宮農園
桃狩り時間内食べ放題

道の駅南きよさと
お買物

明野サンフラワーフェス
見学／約60万本のひまわり畑

一宮御坂ＩＣ清里高原チーズケーキファクトリー
お買物

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

◆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。
★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。
　（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）

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

７月30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）
大人 6,000円（会員及び同居家族登録者） ※一般料金9,000円
子供 4,000円（小学生までの同居家族登録者）／同伴者大人 8,000円

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
５月27日（金）17時までに互助会窓口必着

◆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。
★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。
　（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）

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

７月30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）
大人 6,000円（会員及び同居家族登録者） ※一般料金9,000円
子供 4,000円（小学生までの同居家族登録者）／同伴者大人 8,000円

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
５月27日（金）17時までに互助会窓口必着

お待たせしました！毎年大好評！「納涼パーティ・フラの夕べのご案内！！」

納涼ハワイアン&フラの夕べ 納涼ハワイアン&フラの夕べ 
第１部 ハワイアンを聴きながらゆったりとフラダンスとお食事をお楽しみ下さい !

第２部 生バンドの演奏で
唄いましょう！踊りましょう！

Shall We Dance?

◆日　　時 ８月５日（金）
 18 時～20 時
◆場　　所 調布クレストンホテル
 クラウンルーム（調布パルコ８階）
◆定　　員 100 名（会員のみ）
◆参 加 費 3,500 円（一般価格7,560 円）
◆申込方法 下段をご参照下さい
◆申込締切 6月30日（木）17時まで事務局必着

白片タケシ
→ギター・ヴォーカル担当
白片オサム
→ベースギター・ヴォーカル担当
ユウゾウ綿貫
→スティールギター担当

アロハハワイアンズ

新鮮な地元野菜を使った自慢料
理・新感覚のサラダ寿司・自家
製スモーク・焼き立てステー
キ迄、スペシャルメニュー
をお好きなだけ召
し上がれ♪

八ヶ岳お花の大群落と秋野のひまわり
一宮桃狩り食べ放題

500万輪
60万本

もちろん
嬉しい桃の
お土産つき!!昼食は、

清里高原ナチュラルブッフェ

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……3,563人

事業所数…532所
（平成28年５月１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228号

平成２8年５月１日発行



申込み多数の場合は抽選

申込みは１会員２枚まで

松 竹 大 歌 舞 伎ＷＥＳＴＳＩＤＥＳＴＯＲＹ
ウエストサイド物語

劇団四季

◆日　時 ６月25日（土）13時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール　　
◆価　格 Ｓ席6,500円
 （通常8,000円ところ）

◆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 ５月16日（月） 
 17時互助会事務局必着

ミュージカルの金字塔『ウエストサイド物語』
初演から半世紀がたとうとする今もなお、色褪せることのない
鮮烈な感動をお楽しみ下さい。

◆日　時 ７月１日（金）
 13時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 S席4,000円
 （通常5,500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 ５月26日（木） 17時互助会事務局必着

【出演】中村時蔵／尾上松緑／坂東亀寿／中村梅枝／中村萬太郎
【演目】1．歌舞伎の味方 2．歌舞伎18番の内鳴神 3．文売り 三社祭

新宿西口有名ホテル食事券

☆時　　間 11時30分～15時
 （土・日・祝11時30分～16時）
 ※除外日なし
☆提供料理 フレンチ
☆価　　格 2,000円（通常料金3,590円）
 ※税、サービス料込
☆内　　容 前菜・メインディッシュ
 （魚料理と肉料理の盛り合せ）
 サラダバー／デザート／
 パン／コーヒーまたは紅茶

新宿西口 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

スペシャルシェフランチ。
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。
年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…９月18日～９月25日
☆価格 大人 3,000円（通常料金4,752円）
 65歳以上 2,500円（通常料金4,158円）
 小学生 1,500円（通常料金2,970円）
 ３歳～５歳     800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」

東京テアトル系映画館事務局よ りお願い 窓口
販売

チケット申込みハガキは、締切日の17 時事務局必着です。
消印有効ではありませんので、締切日に投函されても
間に合いません。
往復ハガキの「往信・復信」を間違えない様、
投函する前に良くご確認下さい。

◆有効期限…販売月から３か月　　◆販売代金…１枚 800 円　
◆残枚数…20 枚 ※売切れ次第終了

３D作品は窓口で差額 400 円をお支払い下さい

テアトルシネマグループ全９館
※有楽町・渋谷・新宿・池袋・大森・新所沢・梅田（２店舗）・神戸

共通特別入場券

■利用期間… ６月１日（水）～10月31日（月） ※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）
■注　　意… ３月号掲載の新宿京王プラザホテルの当選枚数と合わせて４枚まで
 ※すでに新宿京王プラザホテルが４枚当選された方は応募できません。　
■締 切 り… ５月23日（月）17時互助会事務局必着

チケットあっせん 2016  vol.1
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申込み多数の場合は抽選

申込みは１会員２枚まで

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。
③東京湾大華火祭開催日は使用できませんのでご注意下さい。

注意事項

彩戸 智恵 コンサート
2016 DO JAZZ

稲川淳二の怪談ナイト
MYSTERY NIGHT TOUR2016

◆日　時 ７月18日（月・祝）15時開演
◆会　場 東京国際フォーラム ホールＣ
◆価　格 全席指定5,000円
 （通常6,500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 ５月26日（木）
  17時互助会事務局必着

◆日　時 ８月20日（土）17時開演
◆会　場 調布市グリーンホール
 大ホール
◆価　格 全席指定4,000円（通常前売り5,400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 ５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

◆有効期間 最初に利用した日から2ヶ月間
　 ※ただし、最終有効期限は2017年３月31日（金）

◆対象施設 都内79の美術館・博物館・動物園・
 水族園・植物園
 ※各施設指定の展示を１回ずつ
 　ご覧いただけます

◆販 売 数 50冊 ※１会員２冊まで

◆価　　格 1,200円
 （販売価格2,000円のところ）
 ※大人料金のみ

◆販売期間 ５月９日（月）～ ※売切次第終了

東京・ミュージアム  ぐるっとパス2016
美術館・博物館等共通入場券＆割引券【ぐるっとお得にミュージアムめぐり】

都内79の美術館や博物館などの入場券または割引券が綴られた、便利でお得なチケットブックです！
★上野周辺地区だけでも14施設。
　東京国立博物館・国立科学博物館・国立西洋美術館を
　始め、恩賜上野動物園でパンダも見られるよ！
★東京・皇居周辺では10施設。
　相田みつを美術館・出光美術館・科学技術館・
　東京国立近代美術館など
★多摩地区では13施設。
　神代植物公園・府中市美術館・府中市郷土の森博物館・
　多摩動物公園など
★その他。
　東京都江戸東京博物館・葛西臨海水族園・刀剣博物館・
　国立新美術館など

契約
保養施設
利用期間→通年

（年末、年始を除く）

　
　　南伊豆弓ヶ浜 へ行こう !　
　　南伊豆弓ヶ浜 へ行こう !

静岡県賀茂郡南伊豆町湊1182
TEL 0558-62-0368

静岡県賀茂郡南伊豆町湊891-16
TEL 0558-62-0662

www.izu.co.jp/~kouyasou/

直接民宿へ電話で予約を入れる。その際、調布市勤労者互助会員であることを伝えて下さい。
予約が取れたら事前に、互助会事務局にて利用補助券の発行を受けて下さい。
利用日当日、利用補助券を民宿に提出し、精算時に補助額を差し引いた金額をお支払い下さい。
※補助券の提出がない場合は、一般料金となります

伊豆ならではの新鮮な特別料理なども
ご用意します（要予約）。
温泉は、天然温泉かけ流し24時間入浴
ＯＫのガラス張り露天風呂。
料金1泊2食付（お一人様）税込
大人…7,560円～、小学生…7,020円
幼児（３才から）…5,400円、乳児…1,620円

天然温泉風呂「男湯」「女湯」各１。
海水浴場へは、徒歩で30秒。
伊豆ならではの新鮮な特別料理などもご用意します（要予約）。
料金1泊2食付（お一人様）税込
大人…7,560円～、小学生…7,020円
幼児（３才から）…5,400円

温泉民宿・ますはら温泉御宿・紺屋荘
こう や そう

     　
 一泊

につ
き会員

4,000円     　
 一泊

につ
き会員

同
居

の家族2 , 0 0 0円を年

間2 泊分まで補助し

ま
す
!!年

間2 泊分まで補助し

ま
す
!!

同
居

の家族2 , 0 0 0円を

4,000円

www4.i-younet.ne.jp/~masuhara/

❶
❷
❸

　

予約
・利用方法

海が
 とっても

  きれい！

今年もあいつがやってくる…
公演当日、何らかの怪奇現象が引き起こし
た不慮の事故に関して、主催者は一切の
責任を負いませんので、予めご了承下さい。
霊に取り憑かれやすいお客様や、心臓の強
くない方のご入場はご遠慮させていただ
きます。

チケットあっせん 2016  vol.2
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平成28年度 レクリエーション事業
バスツアー・国内ツアー事業
No． 実施日 曜日 事業名

No． 実施日 曜日 事業名

１ H28年５月21日 土 富津海岸潮干狩りとスパ三日月で入浴とランチバイキング

２ H28年７月30日 土
 八ヶ岳お花の大群落と清里のナチュラルブッフェ・秋野のひまわりと

   桃狩り食べ放題（お土産付）

３ H28年９月10日 土
 ぶどうとワインの郷勝沼ぶどう狩り（シャインマスカット１房お土産付）と

   富士山麓最大規模洞窟最古のコウモリ穴を訪ねて

４ H28年10月16日～18日 日～火 連合会合同旅行 ２泊３日（九州の世界遺産めぐり）

５ H28年11月26日・27日 土・日 香嵐渓の紅葉・木曽宿場めぐり１泊２日

６ H29年1月22日 日 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

７ H29年3月12日 日
 栃木県小山市のとちおとめのいちご狩りと果実畑隠家レストランで

   イタリアンバイキング・パンジー鑑賞と佐野ラーメンの試食

その他のレクリエーション事業・各種セミナー

１ ７月１日～９月下旬  東京湾の納涼船

２ ８月５日 金 『納涼の夕べ』

３ 11月  蕎麦打ちセミナー

４ １月初旬  調布七福神めぐり

５ ２月17日～19日 金～日 木島平スキー・スノボーツアー（２泊３日）

６ 年２回  木島平ふるさとの味宅送便（米・りんご）

東海汽船（株）
「会員証」ご提示で
乗船券等が 10％割引

「会員証」ご提示で飲食代が
10％割引

京王プラザホテル
（新宿・八王子・多摩）

東海汽船航路乗船券・東京湾納
涼船乗船券（季節航路）・東海汽
船募集型企画旅行（旅行商品）が
10％割引。
※必ず事前に東海汽船お客様セン
ターへ、互助会会員であることを告
げ、予約をしてから営業所（代理
店）に「会員証」を持参し、提示の
上割引料金でご購入下さい。

レストラン、バー、ラウンジで飲食代合計
2,160 円以上（税・サ込み）のご利用で、
飲食代金の10％割引が受けられます。
※除外日…12月31日～１月３日。
※「会員証」をご提示下さい。
※特別プラン、食事券、お持ち帰り商品は
　対象外です。
※対象外の施設となります。
　☆新宿…ファミリーパーラー・久兵衛・
麗屋・ポピンズ・生活彩家（グラスコー
トはランチタイムが対象外、ディナータ
イムのみ２時間制）

　☆八王子…なし
　☆多摩…ポピンズ

スパ＆ホテル

八王子温泉「やすらぎの湯」
「会員証」ご提示または、「御優待券」
（互助会事務局配付）提示であっせん価格
大人…平日1,440 円（通常 1,650 円）
　　　土・日・祝1,750 円（通常 2,060 円）
小人…720 円（通常 820 円）
幼児…510 円（通常 620 円）
※５名様まで有効。
※営業時間…午前 10 時～翌朝８時まで。
※深夜１時～翌朝６時までの間はご入館できません。
※会員様・回数券・御招待券をご利用の方は、
　駐車料金が５時間無料となります。

Information
5/20
金 事務局不在のお知らせ

５月20日（金）東京都市勤労者共済団体連合会の事業参加の為、
15 時30 分より不在となりますのでご注意下さい。

募集終了

竹芝営業所
港区海岸1-12-2　03-3433-1251

本社旅客部お客様センター
03-5472-9999

ご 案 内お 得 な
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