
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：ぶどう狩りと富士山

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。
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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
8：00

勝沼葡萄狩り
巨峰またはピオーネ 40 分間食べ放題
（高級葡萄シャインマスカット１房お土産付） 勝沼ワイナリー勝沼IC

中央道

中央道
河口湖IC道の駅冨士吉田西湖コウモリ穴

お買物
調布市

18：00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

ワイナリー見学案内人・試飲付
昼食（洋食コース料理）
お買物

◆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

9月10日（土）日帰り
40名（最小催行人数30名）
大人 6,500円（会員及び同居家族登録者） ※一般料金9,600円
子供 5,000円（小学生までの同居家族登録者）　同伴者大人 9,000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

７月22日（金）17時までに互助会窓口必着
今回より先着順となりますのでお早めにお申込み下さい。

Information
8/5
金 事務局不在のお知らせ

８月５日（金）納涼ハワイアン&フラの夕べ 開催の為、
16 時より不在となりますのでご注意下さい。

富士山麓の洞窟西湖コウモリ穴を訪ねて!!富士山麓の洞窟西湖コウモリ穴を訪ねて!!
昼食は甲府盆地を
一望できるレストラン
でフランス料理を

堪能

高級ブドウの
シャインマスカット
１房お土産付

巨峰またはピオーネ40分食べ放題

水仙まつりと
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!!
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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……3,567人

事業所数…532所
（平成28年6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229号

平成２8年７月１日発行



新江ノ島水族館

TOHOシネマズパスポート

◆有効期間 ８月１日～平成29年１月31日
◆販売価格 900円（一般入場料1,800円）
◆枚　　数 1,000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
◆締 切 り ７月15日（金）17時互助会事務局必着

１会員４枚までFree pass

毎回好評なあっせん販売です!
全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケットで、
近くは新宿・府中駅前・南大沢駅前にあります。
※3D作品は、追加料金が必要です。
※インターネット上で座席指定が可能となりました。

◆価　　格 大　人 1,500円（通常2,100円のところ）
 高校生 1,000円（通常1,500円のところ）
 小・中学生 650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、入場窓口で生徒手帳などの提示が必要です

◆有効期間 平成29年１月31日（火）まで

◆営業時間 ３月～11月…９時～17時
 12月～２月…10時～17時
 ※年中無休ですが臨時休館有
 　（ご確認の上ご利用下さい）
◆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19日（火）17時互助会事務局必着

夜のスペシャルイベント「ナイトワンダーアクアリウム2016」開催！
2014 年・2015 年と夜の水族館の楽しみ方をご提案した『えのすい』が
今年も『えのすい』でしか体感することのできない神秘の時空間へと誘います。

スタートは7月16日（土）、開催時間は17時から20時です。
ぜひ、お得なチケットで昼間も夜もお楽しみください！
※営業時間、イベントの詳細はホームページをご確認下さい。

30年以上の歴史を誇り、調布の風物詩として親しまれている花火。大玉を中心とした大スターマイン、キャ

ラクターを描いた花火、音楽とコラボレートする調布名物「ハナビリュージョン」など、バラエティ豊かなプ

ログラムで花火を打ち上げます。多摩川の雄大な自然を背景に、夜空を彩る華麗な花火をお楽しみ下さい。

◆開催日 ８月21日（日）18時50分～19時50分
 ※荒天の場合は中止　※順延無し

◆観覧場所 布田会場

◆有料席 ①テーブルＡ席 14,000円（18,000円のところ）
 　※指定席　※定員４名・ガーデンテーブル肘掛け椅子
 ②イス席Ａ席 1,500円（3,000円のところ）
 　※１人掛け椅子

◆あっせん数 ①テーブルＡ席…10席
 ②イス席Ａ席…30席
 ※①②合わせて１会員２席まで

◆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19日（火）17時互助会窓口必着

◆有効期限 平成29年３月31日（金）まで

◆料　　金 大人・子供500円
 （通常料金大人3,200円・子供2,700円）

◆内　　容 入園＋アトラクション乗り放題＋プール入場

◆販売枚数 300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 ７月15日（金）
 17時互助会事務局必着

チケットあっせん 2016  vol.1

第34回調布市花火大会
映画のまち調布“夏” 花火 2016

★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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19世紀初頭のスペインの一地方バレンシアを舞台に、領主であった父
を殺された青年が、仲間と共に復習を果たす姿を、様々な愛の形と共
に描き出します。多彩な登場人物達が紡ぎ出す、激しくも切ない大人
の恋物語。［主演］朝夏まなと

鼓 童 KODO
鼓童ワン・アース・ツアー2016～螺旋

◆日　時 ９月18日（日）14時開演
◆会　場 パルテノン多摩
◆価　格 一般4,000円（5,500円のところ）
 ４歳以上高校生以下1,600円
 （2,000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 ７月19日（火）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

宝塚歌劇 宙組公演
ミュージカル・ロマン『バレンシアの熱い花』ミス・サイゴン

ミュージカル

創立以来35年、太鼓の無限の可能性を追い求めてきた鼓童。
心地よい響き、緻密に制御された太鼓の音色。
坂東玉三郎氏のもとで取り組んできた改革と芸術は「螺旋」を描き
昇華する。過去、現在そして未来へと広がる鼓童の世界がそこにある。 ◆日　時 10月８日（土）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」（新橋）
◆価　格 S席 大人8,800円
 （通常11,000円のところ）
 S席 子供4,400円
 （通常5,500円のところ）
 ※３歳以上小学６年生以下
 ※大人・子供を必ず明記下さい
◆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
◆締切り ７月15日（金）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」そしてコメディー。
感動のすべてが詰まったミュージカル超大作。

国営昭和記念公園
『レインボープール』

◆あっせん価格 大人（15歳以上）1,500円（通常2,300円のところ）
 子供（小・中）700円（通常1,200円のところ）
 幼児（４歳以上）100円（通常300円のところ）
◆営業期間 ７月16日（土）～９月４日（日）
◆営業時間 ７月16日（土）～８月21日（日）
 →９時30分～18時30分
 ※７月の平日→17時30分まで
 ８月22日（月）～９月４日（日）
 →９時30分～18時
 ※９月の平日→17時まで
 ※営業期間・営業時間は変更になる場合もあります

◆販売期間 ７月４日（月）～７月29日（金）
 予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会事務局窓口で「会員証」をご提示下さい
 ※１会員４枚まで

◆会　　期 ８月９日（火）～10月11日（火）
 ※会期中無休

◆価　　格 一般850円（前売り1,200円のところ）
 大学生・高校生500円
 （前売り700円のところ）
 中・小学生300円
 （前売り400円のところ）　　　　　　　　
◆会　　場 Bunkamuraザ・ミュージアム 渋谷・東急本店横
◆会館時間 10時～19時（入館は18時30分まで）
 ※毎週金・土曜日は21時まで（入館は20時30分まで）

◆販売期間 ７月４日（月）～７月29日（金）予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会事務局窓口で「会員証」をご提示下さい
 ※１会員４枚まで

ビアトリクス・ポーター生誕150周年を記念して、
大規模な原画展を日本で初めて開催。

◆日　時 11月18日（金）
 18時15分開演

◆会　場 帝国劇場

◆価　格 S席指定11,000円
 （通常13,500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 ７月19日（火）17時互助会事務局必着

市村正親 渾身のファイナルステージ!
お見逃しなく!

◆日　時 11月25日（金）18時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 6,000円（通常7,300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 ９月21日（水） 17時互助会事務局必着

楽しさいろいろ９つのプール

Courtesy of the Victoria and Albert Museum

ディズニーの
ミュージカル最新作

と

チケットあっせん 2016  vol.2
★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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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：ぶどう狩りと富士山

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。
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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

大人（中学生以上） ・シニア 700円（一般料金800円） 

小人（3歳～小学生）   400円（一般料金500円） 

※この用紙1枚で5名様までご利用頂けます。(コピー可）※℡：042-685-1111 

※ご利用は本券を切り取り、施設窓口へご提出ください。※住所： 神奈川県相模原市緑区若柳1634 

※チケットご購入時に、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする場合があります。 

期   間：2016年７月30日（土）～8月21日（日） 
営業時間：18：00～21：00（最終入園20：30） 
点灯時間：18：30※点灯時間は変更になる場合があります。 ※画像は過去実施時のものです。 

事務局
か ら の
お知らせ

調布市役所裏
8：00

勝沼葡萄狩り
巨峰またはピオーネ 40 分間食べ放題
（高級葡萄シャインマスカット１房お土産付） 勝沼ワイナリー勝沼IC

中央道

中央道
河口湖IC道の駅冨士吉田西湖コウモリ穴

お買物
調布市

18：00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

■■■■■■■■■■

ご資料をお願いいたします
ワイナリー見学案内人・試飲付
昼食（洋食コース料理）
お買物

★フィットネスクラブ「メガロス」
　月会費アップに伴い７月より
　都度利用料800円→1000円に。
　窓口販売300円は変わりません。
　※１会員１カ月４枚まで

★連合会合同旅行（２泊３日）
　10月に九州方面への予定でしたが、この度の
　熊本震災の影響により、28年度はやむなく取り
　やめとなりました。
　毎年楽しみにされていらっしゃる参加者の
　方々には大変申し訳ございません。

★チケットの応募ハガキは、必ず52円切手を
　使用して下さい。
　切手不足の場合は無効とさせていただきます。　　

★傷病休業見舞金の申請
　給付申請書（ガイドブックに綴じ込み）と
　休業期間が証明できる書類の他に
　全労済所定の申請書が必要です。
　互助会事務局にありますのでお問い合わせ下さい。

◆運行時間 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
 ［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］
◆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!

◆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。

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。

7/1～10/10
★ フードチケット制
 …1綴り500円（売店・船内で販売）
★ 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）

乗船券
引換券
窓口販売

毎日
運行

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

調布市勤労者互助会

1 2 9 5

   フードメニューも充実!! 名物「ゆか
たダンサーズ」

水仙まつりと
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!!
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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……3,567人

事業所数…532所
（平成28年6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
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平成２8年７月１日発行
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