
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：木曽宿場めぐりバス旅

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
6：30

調布IC

調布IC

中山道43番宿場町・馬籠宿（岐阜県）
散策見学

恵那峡温泉「恵那峡グランドホテル」

馬籠峠 木曽路元起
昼食／松茸づくし御膳

12：40～13：40
中山道42番宿場町・妻籠宿（長野県）

散策見学

13：45～15：15
宿泊

16：15

11：05～12：25

※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：さくらツーリスト（株）

1日目

「恵那峡グランドホテル」
8：30

出発
東海エリア屈指の紅葉名所「香嵐渓」

見学／紅葉観賞
おぎ乃

昼食／ひつまぶし

13：10～14：109：50～12：20
八丁味噌の郷
味噌蔵見学・試食

14：20～15：10
調布市
到着

19：35
2日目

◆実 施 日

※同伴者は一般料金より2,000円引 ※同居家族の子供料金は会員参加費より3,000円引き（小学生迄）
※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

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法
◆交 通
◆締め切り

11月26日（土）・27日（日）１泊２日
先着40名（最小催行人数30名）お早めにお申し込み下さい!!
会員及び同居家族登録者（１名につき）
２名１室 29,000円（一般料金37,000円）　３名１室 27,000円（一般料金35,000円）
４名１室 25,000円（一般料金33,000円）　

参加費に含まれるもの…バス代、高速代、宿泊代、食事代（昼２・夜１・朝１）、損害保険料
下段のツアー申込方法をご参照下さい
大型バス１台
9月23日（金）17時までに互助会窓口必着

Proce
ss

開 催 日 11月12日（土） 時　　間 16時30分～19時30分（受付16時より）

会　　場 深大寺門前そば店（深大寺の門前） 参 加 費 3,000円（通常4,500円）※会員のみに限ります

内　　容 そばのお話から始まり、そば粉を練り、そば打ち、そば切り、茹でるまでの行程を体験していただきます。
 ご自分で打った茹でる前のそばもお持ち帰りいただきます。別途、深大寺みやげもお楽しみ♪♪

募集人員 先着20名　お早めにお申込み下さい 申込方法 下段のイベント申込方法をご参照下さい

締 切 り ９月20日（火）17時互助会窓口必着

宿泊は木曽川が生んだ景勝地、恵那峡が眼面に広がる恵那峡グランドホテル。昼食にもこだわりました!!

木曽路元起の松茸づくし御膳（土瓶蒸し付き）1日目 おぎ乃のひつまぶし御膳2日目

体験
そば

打ち

香嵐渓の紅葉・木曽宿場めぐり１泊２日のバス旅

深大寺山門前にあるおそば屋さん「門前」さんの
熱い指導が受けられます。打ちたて、茹でたての
新そばを楽しみましょう!!天ぷらつき!!

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……3,576人

事業所数…531所
（平成28年8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230号

平成２8年９月１日発行



第227回府中の森  劇場笑

９月２０日（火）１７時互助会窓口必着

１０Ｋｇ あっせん価格 ３，９００円（通常価格６，９００円） ５０セット

５ｋｇ あっせん価格 ２，１００円（通常価格４，１００円） ２０セット
※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、米代、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、10月下旬になります。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。ホームページからも申込みできる様になりました !

「秋の味」○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

ふるさとの味宅送便 北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」
木島平村の契約農家から木島平米（こしひかり）の新米をお宅まで直送します。秋の味 !!

毎年大好評!!

国宝小三治と寄席育ちの力

松竹特別公演『芝桜』

◆料　　金 大人・子供 500円
 （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28年10月１日～平成29年3月31日まで
◆販売枚数 100枚
 ※１会員４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

昭和45年に小説で発表ののち、間もなく舞台化されて以来、多彩な
女優により幾度となく再演される有吉佐和子原作の名作です。
［出演］
中田喜子、水野真紀、川野太郎、芦川よしみ、名高達男、甲斐京子 他

西武園ゆうえんちの「フリーパス」

秋・冬券

◆日　時 ９月30日（金）14時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 Ｓ席 大人5,500円
 （通常7,500円のところ）
◆枚　数 10枚　
◆事務局窓口で会員証をご提示の上、
　お買い求め下さい

◆日　時 10月23日（日）14時開演
◆会　場　Ｂunkamura
 オーチャードホール
◆価　格　Ｓ席 大人5,000円
 （通常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 9月20日（火） 
 17時互助会事務局必着

◆日　時 11月５日（土）18時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 ふるさとホール
◆価　格 指定席2,500円
 （通常3,800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16日（金）
  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

デビュー50周年
森山良子スペシャルコンサート

9月20日（火）10時から発売開始!!

チケットあっせん 2016  vol.1
★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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ＡＫIＲＡ ＦＵＳＥ ＬＩＶＥ2016
布施 明一青窈withプラハ国立歌劇場管弦楽団

◆日　時 11月８日（火）19時開演
◆会　場 東京芸術劇場コンサートホール
◆価　格 指定 大人6,500円（通常8,500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 ９月16日（金）
 17時互助会事務局必着

３月の東京フィルハーモニー交響楽団との共演を経て
新たなオーケストラと奏でる音楽を是非ご堪能下さい。

◆日　時 11月５日（土）17時30分開演
◆会　場 中野サンプラザホール
◆価　格 指定大人5,000円
 （通常Ｓ席6,800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 ９月20日（火）
 17時互助会事務局必着

調布市勤労者互助会

1 2 9 5

豊かな表現力と圧倒的な歌唱力誇る布施
明のライブツアーが今年も決定いたしまし
た。多彩なジャンルのプログラム、趣向を凝
らしたステージが毎回大好評！何度聞いて
も感動する極上の歌声をご堪能下さい。
【予定演奏曲】君は薔薇より美しい／シクラメンの
かほり／霧の摩周湖／ほか

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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事務局 からのお知らせ

             

※「絶凶・戦慄迷宮」はフリーパスではご利用頂けません。 
※この用紙1枚で5名様までご利用頂けます。 (コピー可)     
※℡0555-23-2111※休園日や詳細はお問い合わせください。 
※窓口にて身分証明書のご提示を求める場合がございます。 
※ご利用は本券を入場窓口へご提出下さい。 
  

※この用紙1枚で5名様までご利用いただけます。 (コピー可) 
※ご利用は本券を切り取り、施設窓口へご提出ください。 
※℡055-998-1111※休園日や詳細はお問い合わせください。 
※窓口にて身分証明書のご提示を求める場合がございます。  

※光の宮殿と大庭園 イメージ

神奈川県相模原
市緑区若柳1634 

※この用紙1枚で5名様までご利用頂けます。(コピー可)※ご利用は本券を切り取
り、施設窓口へご提出ください。※℡042-685-1111※休園日や詳細はお問い合わ
せください。※窓口にて身分証明書のご提示を求める場合がございます。 

フリーパス（入園+乗り放題） 
期間限定特別料金2016/10/1（土～10/31（月） 

フリーパス（入園+乗り放題） 
期間限定特別料金2016/10/1（土）～10/31（月） ワンデークーポン（入園+乗り放題） 

期間限定特別料金  
2016/10/1（土～10/31（月） 

大人(中学生以上） 

２，４００円×    名（一般料金：3,500円） 
 

小人（3歳～小学生）・シニア（60歳以上要証明）  

１，８００円×   名（一般料金：2,600円） 
   

から キャンペーン!!とってもお得なご案内!! 

さがみ湖イルミリオン 期間限定夜間入園 
特別料金(17：00以降)2016/10/22（火）～11/23（祝） 

大人(中学生以上） 

３，２００円×  名（一般料金：3,900円） 

小人（3歳～小学生）・シニア（60歳以上要証明）  
２，５００円×   名（一般料金：3,100円）  

大人・シニア（中学生以上） 

７００円    ×  名（一般料金：800円） 

小人（3歳～小学生） 

４００円   ×  名（一般料金：500円） 

大    人（ 18歳以上） 

４，５００円×    名（一般料金：5,700円） 

中 高 生 
４，２００円×    名（一般料金：5,200円） 

小     人（3歳～小学生） 

３，４００円×   名（一般料金：4,300円）   

★会費（10・11・12月分）の口座振替日は９月26日（月）です。
　口座残高をご確認下さい。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下さい。
★「山田屋本店 お米館」営業時間等の変更
　営業時間…10時～18時　　定休日…水曜・日曜・祝日
　割引優待内容…お米・お米以外の商品を定価より
　　　　　　　　10％割引（一部除外品あり）来店のみ対象
　利用方法…「調布市勤労者互助会会員証」をご提示下さい
★「永山健康ランド竹取の湯」臨時休業のお知らせ
　2016年9月１日（木）～12月上旬まで改装工事の為、臨時休業いたします。
　問い合せ先 TEL０４２－３３７－１１２６
★「よみうりランドワンデーパス」追加販売のご案内（プールも入れます）
　販売価格…１枚3,300円 ※１会員４枚迄（通常価格プール付6,000円）
　有効期限…2017年３月31日　　販売枚数…50枚（売切次第終了）

★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、㈱三晴工業、木島平観光
㈱、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、千歳計装㈱、調
布クレストンホテル、東京かたばみ会、㈱セラヴィリゾート泉郷、㈱山田屋本店、
㈱東京ドーム、アートフェンス工業㈱、ユウキ食品㈱、㈱サンリオエンターテイメ
ント、㈱スペースプラン、よみうりランド、㈱田中土質基礎研究所、㈲大日の出プ
ランニング、㈲特殊バネ研究所、㈱シモヤマ、さくらツーリスト㈱、ボディーケア・ス
マイル、東海汽船、京王フローラルガーデン、調布市商工会

定期健康診断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、互助会会員の方には、
事業所単位で1人につき2,000円の補助を行います。納涼ハワイアン

    ＆フラの夕べ
納涼ハワイアン
    ＆フラの夕べ

8月5日実施日

１. 日　時 9月14日（水）・15日（木）・16日（金）9時～15時（予約制）
２. 場　所 調布市商工会館　調布市小島町2-36-21
３. 受診料 8,000円／1名（商工会会員）
  ※商工会非会員は10,000円／１名
４. 申込み 調布市商工会　TEL 485-2214

健康診断日程

今年は４５事業所、１０１名に参加いただきました。
総合司会は小川和彦理事（㈱田中土質基礎研究所）。
出演バンドは昨年同様、『バッキー白方とアロハ・ハワイア
ンズ』。フラは『ハーラウ フラヴェヒ イ カ ウア ノエ』。抽選会
では景品をゲットした会員さんの歓声で会場は熱気に包
まれお開き前にはバンドの生演奏で「星降る街角」を合
唱。思わず踊り出す会員さんもいらっしゃって今年も楽しい
会となりました。又、おみやげとしてユウキ食品㈱様よりオー
ガニックジンジャービアーと調布市商工会様よりブラッドオ
レンジ―ナをいただきました。ご協賛いただきました下記の
事業所・団体の方 に々この場を借りて御礼申し上げます。
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