
お知らせ

好評発売中!!

昼 食 のお品 書き

名物かぼちゃのほうと
う

あわびご飯

名物あわびの煮貝

長寿村ミニバイキング

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：勝沼高級ぶどう狩り食べ放題

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・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
切手は
62円です!!
ご注意下さい。

調布市
8：00

シャンモリワイン
見学・試飲

桔梗屋グループ 恵林寺
ご参拝昼食

調布IC勝沼IC 宿沢フルーツ農園

調布市役所裏
6：30

調布IC 中津川ＩＣ

関越道／圏央道／中央道

中山道43番宿場町・馬籠宿（岐阜県）
散策見学

高坂ＳA
休憩

恵那峡温泉「恵那峡グランドホテル」

馬籠峠 妻籠宿「音吉」
昼食／松茸釜飯

12：40～13：40

中山道42番宿場町・馬籠宿（長野県）
散策見学

13：45～15：15

宿泊

16：15

11：05～12：25

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。　旅行取扱：スペース・プラン

■■■■■■■■■■

調布市
到着予定

19：00頃

Process
行程

桔梗屋

お菓子詰め放題
お買物

行　　 程Process高級ぶどう40分食べ放題
シャインマスカット
ピオーネ・ロザリオロッソ

予定
品種

Information
8/4
金 事務局不

在のお知らせ ８月４日（金）納涼ハワイアン＆フラの夕べ開催のため、
16 時より不在となりますのでご注意下さい。

国営昭和記念公園
レインボープール利用券

事務局窓口で会員証をご提示下さい

互助会窓口配付!!

料　　金 大人（15歳以上）1,000円（通常2,500円のところ）
 子供（小・中学生）   700円（通常1,400円のところ）
 幼児（４歳以上）     200円（通常500円のところ）
営業時間 ７月15日（土）～８月20日（日）→９時30分～18時30分
 ※７月の平日→17時30分まで
 ８月21日（月）～９月３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
配布期間 ７月５日（水）10時より　※予定数に達し次第終了 

窓口配付
オールシーズン券

事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

料　　金 大人・子供700円
 （通常 大人3,300円・子供2,800円）
内　　容 入園、アトラクション乗り放題
 プール（夏期）
 アイススケート（冬期）
有効期限 平成30年3月31日まで
販売枚数 残り 300枚　売切次第終了
 ※１会員年間10枚まで

窓口販売
１会員４枚まで

営業期間
７月15日（土）
 ～９月３日（日）

伊豆「ホテル・旅館」優待割引のご案内

南伊豆弓ヶ浜へ行こう! !

伊豆のホテル・旅館と優待割引契約を結びましたので奮ってご活用下さい!!

伊豆 伊東温泉「ホテルラヴィエ川良」

静岡県伊東市竹之内１-１-３
ご予約：0557-37-8181
HP：www.kawa-ryo.jp

伊豆半島一の湯量をほこる伊東温泉に佇む「ホテルラヴィエ川
良」は癒しの天然温泉と新鮮な海の幸でおもてなしする味わいの
湯宿です。８つの源泉を有し、展望大浴場や露天風呂はもちろ
ん、すべてのお部屋で温泉が堪能できます。

南伊豆 温泉御宿「紺屋荘」
こう や そう

静岡県賀茂郡南伊豆町湊1182　　TEL 0558-62-0368
HP：www.izu.co.jp/~kouyasou/

静岡県賀茂郡南伊豆町湊891-16　TEL 0558-62-0662
HP：www4.i-younet.ne.jp/~masuhara/

伊豆 畑毛温泉「大仙家」
200年以上の間、湯治場として多くの人々から
親しまれてきた低温度の「ぬる湯」の名湯伊豆畑毛温泉。
緑豊かな田園風景に佇む温泉宿「大仙家」は、寛ぎの時、伊豆なら
ではの味覚、そしてぬくもりの湯が、何よりも自慢の宿です。

割引価格…ホームページ掲載のプラン料金から10％割引でご宿泊いただけます
※対象外プラン：早期予約割引プラン、直前予約割引プラン、入場券付プラン、ゴルフプラン、エステ付プラン、ワケありプラン、連泊割引プラン
※お電話でのご予約に限ります。必ず調布市勤労者互助会の会員番号が必要です。お支払いは現金のみ（クレジットカードは不可）。
※入湯税150円は別途お支払い下さい。

予約・利用方法
❶直接民宿へ電話で予約。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。
❷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。
❸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

契約保養施設

利用期間は通年
（年末、年始を除く）

１泊につき会員 4,000円
同居の家族2,000円を
年間2泊分まで補助します!!

（乳児を除く）

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

南伊豆 温泉民宿「ますはら」
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

静岡県伊豆の国市奈古谷655
ご予約：055-979-7000
HP：www.daisenya.jp

武田信玄
菩提寺「恵林寺」
をたずねて

「桔梗屋」
お菓子つめ放題

高級ぶどう
40分食べ放題

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

９月９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となります
大人 7,000円（会員及び同居家族登録者）一般料金10,050円
子供 5,500円（小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 9,000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１台

７月21日（金）17時までに互助会窓口必着

Luxury grape!!

夏は海水浴も楽しめます！
「伊東オレンジビーチ」まで
徒歩10分以内!

夏でも「ぬる湯」に長湯できるので、
温泉好きのリピーター客が多い
お宿です！

14

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……3,482人

事業所数…526所
（平成29年6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235号

平成２9年７月１日発行



古民家風の趣の中で米沢牛三昧!!

窓口
販売
会員証を
ご提示下さい

クロード・モネ≪印象、日の出≫1872年
Musee Marmottan Monet, Paris c Christian Baraja

9/19-10/18までの限定展示

真彩希帆©宝塚歌劇団望海風斗©宝塚歌劇団

新江ノ島水族館

◆営業時間 ３月～11月…９時～17時
 12月～２月…10時～17時
 ※イベント・時期により変更あり
 ※年中無休ですが臨時休館有（ご確認の上ご利用下さい）
◆価　　格 大人 1,300円（通常2,100円のところ）
 高校生 900円（通常1,500円のところ）
 小・中学生 600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、入場口で生徒手帳などの提示が必要です
◆有効期間 平成30年１月31日（水）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 ※１会員４枚まで
◆締 切 り ７月19日（水）17時互助会事務局必着

ステージ写真は昨年の公演です ©Disney

◆日　時 10月14日（土）14時開演
◆会　場 調布グリーンホール大ホール
◆価　格 指定席5,500円
 （7,560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18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

窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NT

《アナと雪の女王》より 2013年
©Disney Enterprises,Inc.

第229回府中の森  劇場笑

おどろく夢芝居アッ！と

府中の森  劇場笑

昇太・たい平 ガッツリ落語

志らく・喬太郎・一之輔

【出演】梅沢富美男＆研ナオコ

立川志らく

宝塚歌劇団  雪組公演
「琥珀色の雨にぬれて」

◆日　時 ９月８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 Ｓ席5,800円（7,300円のところ）
◆枚　数 20枚　※１会員２枚まで
◆申込り 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13日（木）17時互助会事務局必着

ワンデーパス ※１会員４枚まで

３月18日
グッジョバ

!!

Open!!

フリーパス ※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 事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

３月29日（水）10時から販売開始!! ４月5日（水）10時から販売開始!!

料　　金　2,700円　※大人・子供（３歳以上）共通
内　　容　入園＋アシカショー＋乗物フリー
 ＋プール（夏期）
 ※「グッジョバ!!」エリア含む
利用期間　平成29年４月１日～平成30年３月31日まで
販売枚数　700枚
 ※売切次第終了!!

今年よりオールシーズン券になりました。
料　　金 700円　※大人・子供（３歳以上）共通
 （通常：大人3,300円・子供2,800円）
内　　容 入園＋乗物乗り放題＋プール（夏期）
 ＋アイススケート（冬期）
有効期限 平成30年３月31日まで
販売枚数 500枚 ※売切次第終了!!

窓口販売 窓口販売

オール
シーズン

券

オール
シーズン券

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆締め切り

10月15日㊐～17日㊋ 2泊3日
15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 69,000円（一般料金82,500円）
３名１室 68,500円（一般料金82,000円）
４名１室 68,000円（一般料金80,500円）
１名１室 90,000円（一般料金100,000円）
１頁下段「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!!
７月28日（金）17時までに互助会窓口必着

昼食：名物ちゃんぽん乗船場見学宿泊

調布市
6：00頃
出発予定

8：15
出発予定

旅行取扱：株式会社セラン ※交通事情により前後しますのでご了承下さい

羽田空港 長崎空港

長崎市長崎軍艦島
クルーズ16：30到着予定

長崎市内 稲佐山

8：00出発
ホテル

見学
長崎グラバー園「旧グラバー住宅」と

「国宝大浦天主堂」

長崎カステラセンターお買物
長崎心泉亭

昼食
武雄温泉物産館

見学 宿泊

佐賀城本丸
歴史館

別府地獄
めぐり 17：15到着予定

別府亀の井ホテル

8：00出発
ホテル 湯布院

昼食散策
きくすいの里

見学
三池炭鉱万田坑

福岡空港 羽田空港

お買物

博多はねや総本家
15：20～15：50

20：00頃
到着予定

16：50
出発予定

調布市

1日目

2日目

10月
15日日

10月
16日月

3日目
10月
17日火

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

長崎軍艦島

「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♥

恐竜展ルヤンゴサウルス 環境復元画

事務局 からのお知らせ

★人間ドック受診料補助申請
　会員ご本人が直接医療機関に申込み、実際にお支払いになった金額に対してのみ補助を行いますので事業所が申請することはできせん。

★郵便ハガキの料金改定　
　６月１日より52円→62円になりました。要注意→チケット応募の際、料金不足は無効です!!

◆期　間 ９月10日（日）～24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希望日のみを明記下さい　
 ※結果発送は、８月中旬の予定です
 ※締切り後の追加・キャンセルはできません
◆締切り ７月18日(火)17時互助会事務局必着

九 月 場 所大相撲
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◆日　時 10月21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】 ［汐留］
◆価　格 大人9,000円（Ｓ席11,880円のところ）
 子供4,500円（Ｓ席5,940円のところ）
 ※３歳以上小学生まで
◆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
 ※大人・子供を明記下さい。無い場合は大人とみなします。
◆締切り ７月21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、コメディー、そして鳴り止まない喝采。
感動のすべてが詰まったミュージカル超大作。

出演：望海風斗・真彩希帆
1920年代の爛熟期のパリを舞台に、
戦火を潜り抜けても純粋さを失わな
い貴族の青年クロードと、魔性の女
シャロンとの恋を中心に、クロードを
慕う少女フランソワーズ、シャロンに
惚れるジゴロのルイを交えた、４人の
男女が織り成す恋愛心理劇。

ディズニーの
ミュージカル最新作

と

７月15日（土）より夜のスペシャルイベント「ナイトワンダーアク
アリウム2017」が開催！今年は、『満天の星降る水族館』。
ぜひお得なチケットで昼と夜の『えのすい』をお楽しみ下さい！
※開催時間は、17時から20時。詳しくはHPをご覧下さい。

ギガ恐竜展2017
 －地球の絶対王者のなぞ－

日本恐竜展史上最大の巨大恐竜『日本初公開』
およそ２億3,000万年前から6,600万年前までの中生代と呼ばれる時
代、地球は「恐竜が大繁栄する惑星」でした。なぜ、恐竜は１億6,400万
年もの間、地球の絶対王者として君臨することができたのでしょうか？
◆会　　期 ７月15日（土）～９月３日（日）無休
◆会　　場 幕張メッセ国際展示場 11ホール
◆会場時間 ９時30分～17時
 （入場は閉場の30分前まで）
◆料　　金 大人（高校生以上）1,000円
 （前売り1,800円のところ）
 小人（４歳から～中学生）400円
 （前売り800円のところ）
 ※３歳以下は無料
 ※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名は無料　
◆販売期間 ７月５日（水）　※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の上お買い
 求め下さい  ※１会員４枚まで

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］

◆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。
◆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!

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。
★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）　★フードメニュー充実…伊豆諸島の名物を使用したフードや、お子様に人気のフードブースも!!
★名物「ゆかたダンサーズ」…毎日開催!!今年の激戦のオーディションで選ばれた『ゆかたダンサーズ』が暑い夏の夜を盛り上げます!!

7/1～10/9毎日
運行

運行
時間

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

東京湾納涼船

乗船券
引換券
窓口販売

オール
シーズン券

乗船券引換
券

事務局
か ら の
お知らせ

見
ど
こ
ろ

見
ど
こ
ろ

世界遺産登録
の軍艦島に上
陸して見学

稲佐山

日本三大夜景
の一つと称され
る夜景を眼下に
親睦会を予定

長崎観光

長崎グラバー園
・国宝大浦天
主堂見学

別府地獄めぐり

国 指 定 名 勝
「海地獄」と「血
の池地獄」

湯布院

一度は訪れたい
金鱗湖などをぶ
らり散策

三池炭鉱万田坑

世界文化遺産
明治日本産業
革命遺産見学

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

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

連
合
会
合
同
旅
行 2泊3日九州の旅

長崎軍艦島・万田坑など
明治日本の産業革命世界文化遺産め

ぐり
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古民家風の趣の中で米沢牛三昧!!

窓口
販売
会員証を
ご提示下さい

クロード・モネ≪印象、日の出≫1872年
Musee Marmottan Monet, Paris c Christian Baraja

9/19-10/18までの限定展示

真彩希帆©宝塚歌劇団望海風斗©宝塚歌劇団

新江ノ島水族館

◆営業時間 ３月～11月…９時～17時
 12月～２月…10時～17時
 ※イベント・時期により変更あり
 ※年中無休ですが臨時休館有（ご確認の上ご利用下さい）
◆価　　格 大人 1,300円（通常2,100円のところ）
 高校生 900円（通常1,500円のところ）
 小・中学生 600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、入場口で生徒手帳などの提示が必要です
◆有効期間 平成30年１月31日（水）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 ※１会員４枚まで
◆締 切 り ７月19日（水）17時互助会事務局必着

ステージ写真は昨年の公演です ©Disney

◆日　時 10月14日（土）14時開演
◆会　場 調布グリーンホール大ホール
◆価　格 指定席5,500円
 （7,560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18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

窓 口
販 売
会員証を

ご提示下さい

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NT

《アナと雪の女王》より 2013年
©Disney Enterprises,Inc.

第229回府中の森  劇場笑

おどろく夢芝居アッ！と

府中の森  劇場笑

昇太・たい平 ガッツリ落語

志らく・喬太郎・一之輔

【出演】梅沢富美男＆研ナオコ

立川志らく

宝塚歌劇団  雪組公演
「琥珀色の雨にぬれて」

◆日　時 ９月８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 Ｓ席5,800円（7,300円のところ）
◆枚　数 20枚　※１会員２枚まで
◆申込り 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13日（木）17時互助会事務局必着

ワンデーパス ※１会員４枚まで

３月18日
グッジョバ

!!

Open!!

フリーパス ※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 事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

３月29日（水）10時から販売開始!! ４月5日（水）10時から販売開始!!

料　　金　2,700円　※大人・子供（３歳以上）共通
内　　容　入園＋アシカショー＋乗物フリー
 ＋プール（夏期）
 ※「グッジョバ!!」エリア含む
利用期間　平成29年４月１日～平成30年３月31日まで
販売枚数　700枚
 ※売切次第終了!!

今年よりオールシーズン券になりました。
料　　金 700円　※大人・子供（３歳以上）共通
 （通常：大人3,300円・子供2,800円）
内　　容 入園＋乗物乗り放題＋プール（夏期）
 ＋アイススケート（冬期）
有効期限 平成30年３月31日まで
販売枚数 500枚 ※売切次第終了!!

窓口販売 窓口販売

オール
シーズン

券

オール
シーズン券

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆締め切り

10月15日㊐～17日㊋ 2泊3日
15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 69,000円（一般料金82,500円）
３名１室 68,500円（一般料金82,000円）
４名１室 68,000円（一般料金80,500円）
１名１室 90,000円（一般料金100,000円）
１頁下段「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!!
７月28日（金）17時までに互助会窓口必着

昼食：名物ちゃんぽん乗船場見学宿泊

調布市
6：00頃
出発予定

8：15
出発予定

旅行取扱：株式会社セラン ※交通事情により前後しますのでご了承下さい

羽田空港 長崎空港

長崎市長崎軍艦島
クルーズ16：30到着予定

長崎市内 稲佐山

8：00出発
ホテル

見学
長崎グラバー園「旧グラバー住宅」と

「国宝大浦天主堂」

長崎カステラセンターお買物
長崎心泉亭

昼食
武雄温泉物産館

見学 宿泊

佐賀城本丸
歴史館

別府地獄
めぐり 17：15到着予定

別府亀の井ホテル

8：00出発
ホテル 湯布院

昼食散策
きくすいの里

見学
三池炭鉱万田坑

福岡空港 羽田空港

お買物

博多はねや総本家
15：20～15：50

20：00頃
到着予定

16：50
出発予定

調布市

1日目

2日目

10月
15日日

10月
16日月

3日目
10月
17日火

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

長崎軍艦島

「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♥

恐竜展ルヤンゴサウルス 環境復元画

事務局 からのお知らせ

★人間ドック受診料補助申請
　会員ご本人が直接医療機関に申込み、実際にお支払いになった金額に対してのみ補助を行いますので事業所が申請することはできせん。

★郵便ハガキの料金改定　
　６月１日より52円→62円になりました。要注意→チケット応募の際、料金不足は無効です!!

◆期　間 ９月10日（日）～24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希望日のみを明記下さい　
 ※結果発送は、８月中旬の予定です
 ※締切り後の追加・キャンセルはできません
◆締切り ７月18日(火)17時互助会事務局必着

九 月 場 所大相撲

確
保
で
き
な
い
場
合
も

　
あ
り
ま
す
の
で
予
め
ご
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承
下
さ
い
。

相
撲
人
気
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チ
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ッ
ト
の
入
手
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大
変
困
難
と
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っ
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◆日　時 10月21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】 ［汐留］
◆価　格 大人9,000円（Ｓ席11,880円のところ）
 子供4,500円（Ｓ席5,940円のところ）
 ※３歳以上小学生まで
◆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
 ※大人・子供を明記下さい。無い場合は大人とみなします。
◆締切り ７月21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、コメディー、そして鳴り止まない喝采。
感動のすべてが詰まったミュージカル超大作。

出演：望海風斗・真彩希帆
1920年代の爛熟期のパリを舞台に、
戦火を潜り抜けても純粋さを失わな
い貴族の青年クロードと、魔性の女
シャロンとの恋を中心に、クロードを
慕う少女フランソワーズ、シャロンに
惚れるジゴロのルイを交えた、４人の
男女が織り成す恋愛心理劇。

ディズニーの
ミュージカル最新作

と

７月15日（土）より夜のスペシャルイベント「ナイトワンダーアク
アリウム2017」が開催！今年は、『満天の星降る水族館』。
ぜひお得なチケットで昼と夜の『えのすい』をお楽しみ下さい！
※開催時間は、17時から20時。詳しくはHPをご覧下さい。

ギガ恐竜展2017
 －地球の絶対王者のなぞ－

日本恐竜展史上最大の巨大恐竜『日本初公開』
およそ２億3,000万年前から6,600万年前までの中生代と呼ばれる時
代、地球は「恐竜が大繁栄する惑星」でした。なぜ、恐竜は１億6,400万
年もの間、地球の絶対王者として君臨することができたのでしょうか？
◆会　　期 ７月15日（土）～９月３日（日）無休
◆会　　場 幕張メッセ国際展示場 11ホール
◆会場時間 ９時30分～17時
 （入場は閉場の30分前まで）
◆料　　金 大人（高校生以上）1,000円
 （前売り1,800円のところ）
 小人（４歳から～中学生）400円
 （前売り800円のところ）
 ※３歳以下は無料
 ※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名は無料　
◆販売期間 ７月５日（水）　※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の上お買い
 求め下さい  ※１会員４枚まで

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］

◆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。
◆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!

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。
★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）　★フードメニュー充実…伊豆諸島の名物を使用したフードや、お子様に人気のフードブースも!!
★名物「ゆかたダンサーズ」…毎日開催!!今年の激戦のオーディションで選ばれた『ゆかたダンサーズ』が暑い夏の夜を盛り上げます!!

7/1～10/9毎日
運行

運行
時間

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

東京湾納涼船

乗船券
引換券
窓口販売

オール
シーズン券

乗船券引換
券

事務局
か ら の
お知らせ

見
ど
こ
ろ

見
ど
こ
ろ

世界遺産登録
の軍艦島に上
陸して見学

稲佐山

日本三大夜景
の一つと称され
る夜景を眼下に
親睦会を予定

長崎観光

長崎グラバー園
・国宝大浦天
主堂見学

別府地獄めぐり

国 指 定 名 勝
「海地獄」と「血
の池地獄」

湯布院

一度は訪れたい
金鱗湖などをぶ
らり散策

三池炭鉱万田坑

世界文化遺産
明治日本産業
革命遺産見学

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

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

連
合
会
合
同
旅
行 2泊3日九州の旅

長崎軍艦島・万田坑など
明治日本の産業革命世界文化遺産め
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お知らせ

好評発売中!!

昼 食 のお品 書き

名物かぼちゃのほうと
う

あわびご飯

名物あわびの煮貝

長寿村ミニバイキング

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：勝沼高級ぶどう狩り食べ放題

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・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
切手は
62円です!!
ご注意下さい。

調布市
8：00

シャンモリワイン
見学・試飲

桔梗屋グループ 恵林寺
ご参拝昼食

調布IC勝沼IC 宿沢フルーツ農園

調布市役所裏
6：30

調布IC 中津川ＩＣ

関越道／圏央道／中央道

中山道43番宿場町・馬籠宿（岐阜県）
散策見学

高坂ＳA
休憩

恵那峡温泉「恵那峡グランドホテル」

馬籠峠 妻籠宿「音吉」
昼食／松茸釜飯

12：40～13：40

中山道42番宿場町・馬籠宿（長野県）
散策見学

13：45～15：15

宿泊

16：15

11：05～12：25

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。　旅行取扱：スペース・プラン

■■■■■■■■■■

調布市
到着予定

19：00頃

Process
行程

桔梗屋

お菓子詰め放題
お買物

行　　 程Process高級ぶどう40分食べ放題
シャインマスカット
ピオーネ・ロザリオロッソ

予定
品種

Information
8/4
金 事務局不

在のお知らせ ８月４日（金）納涼ハワイアン＆フラの夕べ開催のため、
16 時より不在となりますのでご注意下さい。

国営昭和記念公園
レインボープール利用券

事務局窓口で会員証をご提示下さい

互助会窓口配付!!

料　　金 大人（15歳以上）1,000円（通常2,500円のところ）
 子供（小・中学生）   700円（通常1,400円のところ）
 幼児（４歳以上）     200円（通常500円のところ）
営業時間 ７月15日（土）～８月20日（日）→９時30分～18時30分
 ※７月の平日→17時30分まで
 ８月21日（月）～９月３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
配布期間 ７月５日（水）10時より　※予定数に達し次第終了 

窓口配付
オールシーズン券

事務局窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい

料　　金 大人・子供700円
 （通常 大人3,300円・子供2,800円）
内　　容 入園、アトラクション乗り放題
 プール（夏期）
 アイススケート（冬期）
有効期限 平成30年3月31日まで
販売枚数 残り 300枚　売切次第終了
 ※１会員年間10枚まで

窓口販売
１会員４枚まで

営業期間
７月15日（土）
 ～９月３日（日）

伊豆「ホテル・旅館」優待割引のご案内

南伊豆弓ヶ浜へ行こう! !

伊豆のホテル・旅館と優待割引契約を結びましたので奮ってご活用下さい!!

伊豆 伊東温泉「ホテルラヴィエ川良」

静岡県伊東市竹之内１-１-３
ご予約：0557-37-8181
HP：www.kawa-ryo.jp

伊豆半島一の湯量をほこる伊東温泉に佇む「ホテルラヴィエ川
良」は癒しの天然温泉と新鮮な海の幸でおもてなしする味わいの
湯宿です。８つの源泉を有し、展望大浴場や露天風呂はもちろ
ん、すべてのお部屋で温泉が堪能できます。

南伊豆 温泉御宿「紺屋荘」
こう や そう

静岡県賀茂郡南伊豆町湊1182　　TEL 0558-62-0368
HP：www.izu.co.jp/~kouyasou/

静岡県賀茂郡南伊豆町湊891-16　TEL 0558-62-0662
HP：www4.i-younet.ne.jp/~masuhara/

伊豆 畑毛温泉「大仙家」
200年以上の間、湯治場として多くの人々から
親しまれてきた低温度の「ぬる湯」の名湯伊豆畑毛温泉。
緑豊かな田園風景に佇む温泉宿「大仙家」は、寛ぎの時、伊豆なら
ではの味覚、そしてぬくもりの湯が、何よりも自慢の宿です。

割引価格…ホームページ掲載のプラン料金から10％割引でご宿泊いただけます
※対象外プラン：早期予約割引プラン、直前予約割引プラン、入場券付プラン、ゴルフプラン、エステ付プラン、ワケありプラン、連泊割引プラン
※お電話でのご予約に限ります。必ず調布市勤労者互助会の会員番号が必要です。お支払いは現金のみ（クレジットカードは不可）。
※入湯税150円は別途お支払い下さい。

予約・利用方法
❶直接民宿へ電話で予約。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。
❷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。
❸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

契約保養施設

利用期間は通年
（年末、年始を除く）

１泊につき会員 4,000円
同居の家族2,000円を
年間2泊分まで補助します!!

（乳児を除く）

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

南伊豆 温泉民宿「ますはら」
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

静岡県伊豆の国市奈古谷655
ご予約：055-979-7000
HP：www.daisenya.jp

武田信玄
菩提寺「恵林寺」
をたずねて

「桔梗屋」
お菓子つめ放題

高級ぶどう
40分食べ放題

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

９月９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となります
大人 7,000円（会員及び同居家族登録者）一般料金10,050円
子供 5,500円（小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 9,000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１台

７月21日（金）17時までに互助会窓口必着

Luxury grape!!

夏は海水浴も楽しめます！
「伊東オレンジビーチ」まで
徒歩10分以内!

夏でも「ぬる湯」に長湯できるので、
温泉好きのリピーター客が多い
お宿です！
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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……3,482人

事業所数…526所
（平成29年6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235号

平成２9年７月１日発行


