
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：あやめ祭り嫁入り舟鑑賞とメロン狩り

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（携帯番号必須）
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
8：00

森田水産 大洗店
昼食：にぎり寿司15種40分食べ放題

13：15 ～ 14：10
那珂湊
お買い物

14：20 ～ 14：50
メロンの森

半玉試食+メロン狩りのお土産１個

15：30 ～ 16：30
潮来あやめ祭り
嫁入り舟観賞11時～

10：15～12：00

天候条件、花嫁さんの
体調により嫁入り舟は
中止になる場合もあります。

※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：スペース・プラン

調布市
到着予定

19：00頃

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法
◆交 通
◆締め切り

６月４日（日）日帰り
80名（最小催行人数60名に達しない場合は、バス１台で抽選になります）
大人 8,000円（会員及び同居家族登録者）一般料金11,000円
子供 6,500円（小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 10,000円 ※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のでご注意下さい。
下段の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２台

5月11日（木）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４日（金）18 時～20 時
◆場　　所 調布クレストンホテル（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（金）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

☆有効期限…４月１日～平成30年３月31日　　☆申込方法…互助会事務局窓口で配布（会員証が必要です）
☆利用対象…①パークチケット　②ディズニーホテル　③ファンダフル・ディズニー年会費
☆詳細は、東京ディズニーリゾートHP「コーポレートプログラム」にてご確認下さい

１枚につき1,000円の利用補助券を会員の皆様に、年間２枚配布いたします。
「東京ディズニーリゾート・コーポレイトプログラム利用券」を配布しています！！

あります !!

会員以外の方が
会員の名義で参加される
ことはお断りいたします!!

お楽しみ抽選会

　
　

　水
郷潮来あやめ祭り嫁入り舟鑑賞とメロン

狩り

　
　
　
　

　　
　　　　　完熟メロンの試食と１玉収穫してお持ち帰り

昼食は大人気！
　新鮮ネタのにぎりずし食べ放題♪

那珂湊で安くておいしい

魚介類の買い物もたまんね～～～ !!　　

寿司好きにはたまんね～～～ !!

　
　
　
　
　

　　
　　

　　　　　　　　　　　　　当日は嫁入り舟が運行され園内は祝賀ムードに包まれます
!!

本物の
お嫁さん

ですよ〜
本物の
お嫁さん

ですよ〜

あやめ園では500種
100万株ものあやめが
咲き誇ります!!
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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……3,474人

事業所数…527所
（平成29年4月10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234号

平成２9年５月１日発行



古民家風の趣の中で米沢牛三昧!!

蔵王高原・お釜 上山温泉「月岡ホテル」

「山形チェリーランド」 裏磐梯高原ホテル 裏磐梯・五色沼

☆時間帯 平日 17時30分～21時30分
 土・日・祝日 17時～22時
 ※ご予約時間から２時間制
☆提供料理 ブッフェ料理　※バイキングスタイル
☆価　格 大人（中学生以上） 4,500円（通常料金5,600円）
　（平日） シニア（65才以上）  3,000円（通常料金4,500円）
 小人（小学生） 2,000円（通常料金3,100円）
 幼児（４才～小学生未満） 1,000円（通常料金1,800円）
 ※税金、サービス料込
 ※土・日・祝日は下記の料金を直接店舗にてお支払い下さい。 
 　大人1,000円／シニア800円（税金、サービス料込）
☆内　容 常時70種類を超える料理とスイーツをご用意。
 客室中央のライブキッチンではシェフが目の前で
 調理する出きたて料理をお楽しみいただけます。

都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内

新宿京王プラザホテル

応募枚数
について
１会員４枚迄

３月号で募集した「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」と「ハイアットリージェンシー東京」を
合わせて４枚迄。すでに４枚当選された方は、応募できません。

本館２階／スーパーブッフェ「グラスコート」
☆時間帯 店舗により異なります。
 チケット購入後、各店舗に
 お問い合わせ下さい。
☆価　格 お一人様 2,000円（通常料金3,000円相当）
 ※『リラッサ』のみ、４歳～小学生は直接店舗での
 　支払いがお得です。
☆店舗名 ■スーパーダイニング『リラッサ』  ※90分制
   洋・中・和ブッフェ
 ■サウンドステージ&ダイニング『アーティスト カフェ』
  　※土日祝は、90分制
   メイン１品+ブッフェ（前菜・サラダ・ドルチェ）
 ■中国料理『後楽園飯店』
   セットメニュー
 ■スパニッシュ・イタリアン 『バルコ』
   セットメニュー

東京ドームホテル
４店舗共通「レストランランチ券」

■利用有効期間…６月１日（木）～11月30日（木） ※利用の際は事前予約が必要です
■枚　数…200枚  ※１会員４枚まで（応募多数の場合は抽選になります）
■申込み…往復ハガキに「ホテル名」「枚数 ※京王プラザホテルは、大人・小人・幼児・シニア」を
 ご記入下さい ※１頁下段をご参照下さい
■締切り…５月11日（木）

ご注意
 下さい

Information
5/19
金 事務局不

在のお知らせ 5月19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。

◆実 施 日

※１名で参加希望の方はご相談下さい
※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
※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頂きます

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法
◆交　　通
◆締め切り

７月１日㊏・２日㊐ １泊２日
40名（最小催行人数30名） ※応募多数の場合は、抽選となります
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35,000円）　
３名１室 27,000円（一般料金33,000円）
４名１室 25,000円（一般料金31,000円）

下段のツアー申込方法をご参照下さい
大型バス１台
5月19日（金）17時までに互助会窓口必着

蔵王ハイライン

昼食

参拝見学

調布市
6：30出発

調布 IC

旅行取扱：さくらツーリスト ※交通事情により前後しますのでご了承下さい

11：55～13：10
米沢牛「べこや」

13：10～13：30
上杉神社

15：35～16：20
蔵王高原・お釜

17：30到着予定

上山温泉
「月岡ホテル」

8：30出発
月岡ホテル

8：50～9：40

さくらんぼ狩り／30分食べ放題

上山観光フルーツ園
「山形チェリーランド」

10：20～10：50

買物

よねおりかんこうセンター
12：55～14：05

昼食

裏磐梯高原ホテル

14：15

車窓

裏磐梯・桧原湖
14：25～15：10

見学

裏磐梯・五色沼
20：00到着予定
調布市

米沢牛満喫膳

1日目
7月1日土

2日目
7月2日日

宿泊

2日目昼食

創業370年の老舗宿、上山城址外濠跡に広がる
　　日本庭園の風情と美肌効果高くお肌に優しい癒しの湯が自慢です1日目昼食「裏磐梯高原ホテル」

米沢牛DINING 「べこや」

ちょっとおしゃれにいろどり前菜とお肉の煮込みパスタランチ

山形県かみのやま温泉 名湯「月岡ホテル」
お肌がつるつるに♥

涼風の高原「蔵王高原・お釜＆裏磐梯」と
山形「佐藤錦のサクランボ狩り」
涼風の高原「蔵王高原・お釜＆裏磐梯」と
山形「佐藤錦のサクランボ狩り」
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PRESENTS WAHAHA本舗全体公演
ラスト３～最終伝説～

WAHAHA本舗

◆日　時 ８月６日（日）17時開演
◆会　場 オリンパスホール八王子
◆価　格 Ｓ席7,000円
 （通常8,800円のところ）
◆枚　数 30枚　
 ※１会員２枚まで
 ※未就学児入場不可
◆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11日（木）17時互助会事務局必着

松竹大歌舞伎
中村芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露

◆日　時 ７月９日（日）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2,800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 ５月11日（木）
 17時互助会事務局必着

府中の森  劇場笑

昇太・たい平 ガッツリ落語

【出演】春風亭昇太 林家たい平 ほか

◆日　時 ７月１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4,000円
 （通常5,500円ところ）
◆枚　数 10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 ５月11日（木）17時互助会事務局必着

【出演】 中村吉右衛門  芝雀改め中村雀右衛門 ほか
【演目】 妹背山婦女庭訓（三笠山御殿）
 五代目中村雀右衛門 襲名披露口上 ほか

東京ドーム巨人戦 ８月18日～10月１日

観戦日

８月18日 DeNA 18時 ５月12日
８月19日 DeNA 14時 ５月12日
８月20日 DeNA 14時 ５月12日
８月25日 阪神 18時 ５月12日
８月26日 阪神 18時 ５月12日
８月27日 阪神 14時 ５月12日
８月29日 広島 18時 ６月９日
８月30日 広島 18時 ６月９日
８月31日 広島 18時 ６月９日

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

◆場　　所 東京ドーム
◆販売価格 Ｂ席セット4,000円
 ※通常5,000円のところ
◆申 込 み
　往復ハガキ
　１頁下段「チケット申込方法」を
　ご参照にお申込み下さい
　※１会員２枚まで
　※「No」「観戦日」「対戦カード」「枚数」を
　　必ずご記入下さい
◆締 切 り
　No.①～⑥…５月12日（金）
　No.⑦～⑱…６月９日（金）
　各日共17時互助会事務局必着

指定席Ｂ席（通常4,000円）と東京ドーム商品券（1,000円）のセット販売
開始時間 締切日対戦カード 観戦日No No

９月８日 ヤクルト 18時 ６月９日
９月９日 ヤクルト 14時 ６月９日
９月10日 ヤクルト 14時 ６月９日
９月16日 DeNA 18時 ６月９日
９月17日 DeNA 14時 ６月９日
９月26日 ヤクルト 18時 ６月９日
９月27日 中日 18時 ６月９日
９月30日 阪神 18時 ６月９日
10月１日 阪神 14時 ６月９日

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

開始時間 締切日対戦カード

【出演】久本雅美・柴田理恵・佐藤正宏・梅垣義明・すずまさ・なんきん
大久保ノブオ・タマ伸也・省吾・我善導・トニー淳・正源敬三・パーマーイ雅晴　
清水ひとみ・兵頭有紀・大窪みこえ・星川桂・矢原加奈子・雨宮あさひ
犬吠埼にゃん・伊地知玲奈・鈴木千琴・石原奈津美・瑛良・仲村唯可
コースケ原澄人・村本准也・噛家坊・哀原友則・アポロ大福神・シェフ米山
菅原鷹志・岡田勝・菅原鷹志・岡田勝

チケットあっせん 2017  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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◆日　時 ７月16日（日）18時開演
◆会　場 幕張メッセ　幕張イベントホール
◆価　格 Ｓ席大人4,500円（通常6,300円のところ）
 Ｓ席子供3,700円（通常5,200円のところ）
 ※子供料金は、３歳～小学生まで。
 ※２歳以下のお子様は、保護者１名につき
 　１名迄膝上に限り無料。
◆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
 ※必ず、大人・子供を明記して下さい。
 　無い場合は大人とみなします。
◆締切り ５月11日（木）17時互助会事務局必着

ディズニー・オン・アイス
Everyone’s Story

©Disney, ©Disney/Pixar

ディズニー・オン・アイス“Everyone’s Story”は世代を超えた
「みんなの物語」。ストーリーやキャラクター、心ときめいたシーンや
メロディーが氷の上のミュージカルとして再現されます。



前回の様子

第19回 

国際バラとガーデンニングショウ

◆開催期間 ５月12日（金）～５月17日（水）
◆開催時間 ９時30分～17時30分　
 ５月17日は、９時30分～17時
 ※入場は、閉場の30分前まで
◆会　　場 メットライフドーム
 （旧西武プリンスドーム）
◆販売方法 ４月20日（木）～５月11日（木）
 互助会事務局窓口で会員証を
 ご提示の上お買い求め下さい
 ※１会員４枚まで
◆価　　格 一般1,000円（中学生以上）
 ※当日券2,200円のところ
 ※小学生以下は無料、保護者の付添が必要です
 ※会期中、入場券のご提示で西武園ゆうえんちへ
 　入場出来ます

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

◆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2018年３月31日（土）
◆対象施設 80の美術館・博物館・
 動物園・水族園・植物園
 ※各施設指定の展示に
 　１回のみご利用いただけます
◆販 売 数 50冊　※１会員２冊まで
◆価　　格 1,200円　※大人料金のみ
 （販売価格2,000円のところ）
◆販売期間 ４月24日（月）～ ※売切次第終了

東京・ミュージアム
ぐるっとパス2017

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】
東京を中心とする80の美術館や博物館などの入場券または
割引券がセットになった、便利でお得なチケットブックです！

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）

平成 29 年度 レクリエーション事業

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。

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

バスツアー・国内ツアー事業
No 　　   実施日 曜日 　　　　　　　　　   事業名

 １ ４月30日 日 藤の花に圧倒される足利フラワーパークといちご狩り

 ２ ６月４日 日 潮来あやめ祭り・にぎり寿司食べ放題とメロン狩り

 ３ ７月１日・２日 土・日 涼風の高原「蔵王＆裏磐梯」    山形「佐藤錦サクランボ狩り」１泊２日

 ４ ９月９日 土 勝沼ぶどう狩り「高級ブドウ40分食べ放題」

 ５ 10月15日～17日 日～火 連合会合同旅行２泊３日（九州・軍艦島）

 ６ 11月19日 日 秩父鉄道ＳＬ列車と紅葉の長瀞ライン下り

 ７ 平成30年２月24日 土 熱海梅園と中伊豆いちご狩り・海鮮料理と浜焼ランチ

No 　　 実施日 曜日 　　　　　事業名

 １ ８月４日 金 納涼の夕べ

 ２ 11月11日 土 珈琲セミナー

 ３ ２月16日～18日 金～日 木島平スキー・スノボーツアー    （２泊３日）

 ４ 年２回  木島平ふるさとの味宅送便
    （米・りんご）

その他のレクリエーション事業・各種セミナー

ご 案 内お 得 な

チケットあっせん 2017  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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