
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：成田山新勝寺初詣とバイキング

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
7：30

1,000年以上歴史「成田山新勝寺」
　参拝

東京スカイツリーオリエンタルホテル東京ベイ
大好評のグランサンクで和・洋ランチバイキング♪

11：50～13：20
寅さんでお馴染みの「柴又帝釈天」

高木屋☆名物草団子の1本付き！

14：10～15：30

車窓見学

9：40～10：50
※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：全国ネットツーリスト

調布市
到着予定

17：20

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法
◆交 通
◆締め切り

1月22日（日）日帰り
先着40名（最小催行人数30名）お早めにお申し込み下さい!!
大　人 5,000円（会員及び同居家族登録者）通常料金8,000円
子　供 3,500円（４歳～小学生までの同居家族登録者）
同伴者 7,000円（会員・同居家族以外）※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

★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
下段のツアー申込方法をご参照下さい
大型バス１台
11月25日（金）17時までに互助会窓口必着

4.申込み 調布市商工会

  TEL 485-2214

開 催 日 

昼食は大好評のオリエンタルホテル東京ベイ『グランサンテ』各国のお料理 40 種類以上を食べ放題♪心行くまでお楽しみ下さい !!

寅さんでお馴
染み「柴又帝釈

天」で高木屋の
名物草団子１

本プレゼント!!

  毎年大好評!!  毎年大好評!!
冬の味

10kgセット（概ね36～40玉入り）限定40箱 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 あっせん価格 2,500円（通常価格4,000円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
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。※箱代・送料込み

ふるさとの
味

宅送便

11月22日（火）17時互助会窓口必着

※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。
①「冬の味」○kg　②会員番号　③会員氏名　④会員住所　⑤電話番号　⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ） ⑦配達希望時間

申込方法

締切り

ホームページからも申込みができるようになりました！

Information
12/2
金 事務局不

在のお知らせ 12月2日（金）東京都市勤労者共済団体連合会の事業参加の為、
16 時より不在となりますのでご注意下さい。

Process
行程

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

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……3,538人

事業所数…530所
（平成28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231号

平成２8年11月１日発行



「勇気の花に歌おう♪」

国立劇場開場50周年記念
平成29年新春
歌舞伎公演とおし狂言「しらぬい譚」

ものがたり

◆日　時 １月８日（日）12時開演
◆会　場 国立劇場本館 大劇場
◆価　格 特別席9,500円（13,000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 11月24日（木） 
 17時互助会事務局必着

◆日　時 １月15日（日）13時開演
◆会　場 ＪＲ東日本アートセンター
 四季劇場【秋】（浜松町）　　
◆価　格 Ｓ席9,500円（11,880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 11月22日（火） 
 17時互助会事務局必着

◆日　時 １月７日（土）16時開演

◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール

◆価　格 Ｓ席２歳以上2,800円
 （3,800円のところ）
 ※１歳以下は大人１名につき、
 　１名まで膝上鑑賞無料

◆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 11月18日（金） 
 17時互助会事務局必着
 ※上映終了後アンパンマンと握手会が予定されています

フォレスタコンサート in 調布

◆日　時 １月26日（木）14時　
◆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（5,500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 11月21日（月）
 17時互助会
 事務局必着

第229回府中の森  劇場笑

新春落語バトル

◆日　時 １月７日（土）13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2,800円
 （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 11月18日（金） 
 17時互助会事務局必着

劇団四季ミュージカル

最新作『ノートルダムの鐘』

◆期　間 平成29年１月８日（日）～22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18日（金） 17時互助会事務局必着

大 相 撲一月場所

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NT

志らく・喬太郎・一之輔

立川志らく

柳家喬太郎

春風亭一之輔

【出演】尾上菊五郎（烏山豊後之助）ほか
８年振りの「斜め宙乗り」決定！原作におけるスペクタクルの要素を盛り
込んだ歌舞伎ならではの娯楽性に富む華やかな舞台を、尾上菊五郎の
鳥山豊後之助ほかの配役でご覧いただきます。
３階客席に向かって斜めに飛ぶ「斜め宙乗り」もお楽しみいただける貴
重な機会をお見逃しなく。

BS日テレ「BS日本・こころの歌」でおなじみ、美しいにほんのうた、
思い出の名曲などを歌い継ぐ、話題の男女混成コーラスグループ
「フォレスタ」がやってくる！

小説「レ・ミゼラブル」の文豪ヴィクトル・ユーゴ―の
傑作から生まれた、光と闇の人間ドラマ。

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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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18日（金）
 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://www.jfcard.co.jp

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。

全国共通食事券
ウルトラヒーローズEXPO

2017
『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」など、ご家族でお楽しみいただけます。

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

◆開催日時 12月29日（木）～１月９日（月・祝）［全12日間］
 ９時30分～17時　※最終入場16時30分まで
◆会　　場 東京ドームシティー 
 プリズムホール
◆価　　格 ゲームコーナー１回券つき
 大人（中学生以上）1,000円
 （前売券2,100円のところ）
 子供（３才以上）500円
 （前売券1,400円のところ）
◆枚　　数 大人20枚／子供20枚　
◆販売期間 11月７日（月）～11月30日（水）
 売切れ次第終了

ふるさと祭り東京2017－日本のまつり・故郷の味－
【主な内容】　
＜祭＞｢青森ねぶた祭｣や｢弘前ねぷたまつり｣など全国から選抜した祭り・伝統

芸能を披露
＜市＞「第８回 全国ご当地どんぶり選手権」や約300ブースが出展する「にぎわ

い市」など、日本の“美味い”が盛り沢山

爆笑!!
お笑いスペシャルライブ 由紀 さおり 特別公演

◆日　時 ２月５日（日）
 14時30分開演

◆会　場 調布市グリーンホール　　

◆価　格 全席指定2,800円
 （4,000円ところ）

◆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 11月18日（金）
 17時互助会事務局必着

◆日　時 １月29日（日）
 11時開演
◆会　場 明治座　　
◆価　格 Ｓ席8,500円
 （13,000円ところ）
◆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 11月24日（木） 
 17時互助会事務局必着

【出演】 狩野英孝、三四郎、ドランクドラゴン、ナイツ、
 ニッチェ、平野ノラ、我が家。
 ※都合により一部出演者が変更になる場合がございます。

世界を魅了する由紀さおりのお芝居と歌謡オンステージ。
明治座で上演決定！！

◆開催期日 １月７日（土）～15日（日）９日間
◆開催時間 ７日（土）～９日（月・祝）   …10時～21時 11日（水）～14日（土） 
 10日（火）…10時～19時
 15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）
 ※小学生以下のお子様は、大人１名の
 　付き添いにつき４名まで無料
◆枚　　数 50枚　
◆販売期間 11月７日（月）～11月30日（水）
 売切れ次第終了

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

窓口にて販売中!!

★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。
★チケット申込みの際は締切り日を厳守して下さい。締切り日当日に投函されても間に合いません。余裕をもってお願いします。
★会員サービスを受けるためには会員証の提示が必要です。紛失された方は再発行をいたしますので事務局まで。
★転居などでご住所や家族構成が変わった場合は、速やかに変更届をご提出下さい。

4.申込み 調布市商工会

  TEL 485-2214

開 催 日 

共済給付（３月～９月） 新規加入事業（３月～９月）
◆お悔やみ申し上げます 39件
◆傷病お見舞い申し上げます 29件
◆ご出生おめでとうございます 23件
◆還暦おめでとうございます 21件
◆敬老おめでとうございます 9件
◆金婚・銀婚おめでとうございます 17件
◆ご結婚おめでとうございます 14件
◆ご入学おめでとうございます 119件
◆成人おめでとうございます 3件
 計274件

CHUA（チュア）
 西つつじヶ丘３丁目［美容サロン］
（株）ヤマザキ
 深大寺東町８丁目［塗装・防水工事］
（株）しんす
 調布ヶ丘２丁目［着物販売］
NPOニコニコの会
 下石原１丁目［障害児施設運営］
（株）五洲管財
 布田２丁目［ビルメンテナンス］

（株）すぎさわ
 調布ヶ丘４丁目［マッサージ業］
（有）金秀青果店
 八雲台１丁目［青果販売］
（株）川又工務店
 佐須町４丁目［建設業］
ビストロ花
 多摩川５丁目［お食事処］

ワンデーパス ※１会員４枚まで

窓口にて販売中!!

３月18日
グッジョバ

!!

Open!! 料　　金　3,300 円　※大人・子供（３歳以上）共通
内　　容　入園＋アシカショー＋乗り物フリー
 ※「グッジョバ !!」エリア含む
利用期間　平成 29 年３月31日まで
販売枚数　30 枚　※売切れ次第終了

フリーパス ※１会員４枚まで

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 29 年３月31日まで
販売枚数 60 枚

秋冬券

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
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