
横浜・八景島シーパラダイス　春感謝月間横浜・八景島シーパラダイス　春感謝月間
有効期限：2018年 3月1日（木）～4月1日（日）まで有効期限：2018年 3月1日（木）～4月1日（日）まで

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：富津海岸潮干狩りと活貝焼きバイキング!!

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（携帯番号必須）
会員番号・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の申込みは受付けません。

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・氏名
希望枚数

応募者多数の場合抽選になります。
締切日以降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
7：30

中央道／首都高
東京湾アクアライン

漁師料理かなや
お買物と活貝焼きバイキング

12：30～14：40
海ほたるＰＡ

休憩

8：30～8：50
富津海岸・潮干狩り場

潮干狩り

9：40～11：40
金谷港
乗船

14：50～15：20
久里浜港

下船

16：00
都筑ＰＡ
休憩

17：10～17：30
調布市

18：20到着予定

旅行取扱：全国ネットツーリスト

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

５月13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 7,500円（会員及び同居家族登録者）一般料金10,600円
子供 6,000円（小学生までの同居家族登録者）  同伴者大人 9,500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

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

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２台

３月23日（金）17時までに互助会窓口必着

大人気ツアー !!富津海岸で潮干狩り !!

帰りは東京湾フェリーで久里浜まで40分
東京湾クルーズで
　　カモメとお友達に!!

昼食は漁師料理かなやで

貝焼き食べ放題 !!

海鮮バイキング

　海鮮のっけ放題の大漁丼！

１枚 700円　※１会員年間10枚まで
有効期限：平成30年４月30日(月・祝）　

１枚 2,700円　※１会員年間４枚まで
有効期限：平成30年３月31日（土）

有効期
限が

1カ月
延長

されま
した!!

今年度の西武園ゆうえんちフリーパス・よみうりランドワンデーパスは残りわずかとなりました。

富津海岸潮干狩りと富津海岸潮干狩りと富津海岸潮干狩りと
活貝焼きバイキング!!活貝焼きバイキング!!活貝焼きバイキング!!

２年ぶりの潮干狩り♪ 大人も子供も大満足 !!
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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……3,479人
事業所数…526所
（平成30年２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239号

平成30年３月１日発行



☆時　間 11時30分～14時30分（全日）
☆価　格 3,000円（通常料金4,871円）※子供料金は有りません。
☆メニュー例
　（メニューは一例です。仕入れ状況に依り変更される場合もあります）
　前菜三種盛り／白身魚と豆腐入り玉子スープ
　バラエティープレート（小海老のチリチーズソース、帆立貝の
　蒸し物昆布醤のせ、北京ダック、豚スペアリブの黒酢煮込み）
　花芽わさびと叉焼入り炒飯／ライチ入り杏仁ゼリー

東京ドームシティの地下1,700ｍから湧き出る天然温泉をふんだんに使用した露天風呂・大浴槽など、
心もからだも癒やされる空間で、時間も忘れてリラックスしていただけます。
営業時間 11時～翌朝９時
料　　金 平日券1,500円（通常2,850円）
 ※プラス324円で土・日・祝・特定日も利用できます。
 ※深夜１時～早朝６時の利用は、
 　深夜割増料金がかかります。
有効期間 発券日より6ヶ月
枚　　数 100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 ３月15日（木） 17時互助会事務局必着

［利用規約］
○ 18歳未満のお客様のご利用は、保護者
 （６～11歳の方は同性の保護者）同伴のもと
 18時まで（最終入館15時）となります。
○ ６歳未満のお子様は、安全管理上ご入館いただ
 けません。
○ 休館日・特定日はホームページにてご確認下さい。
 https://www.laqua.jp/

都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内

ハイアット リージェンシー 東京

互助会だより
５月号掲載予定

・新宿京王プラザホテル『グラスコート』

・小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

―ご注意下さい ―

 ４ホテル合わせて１会員４枚まで 

中国料理『翡翠宮（ひすいきゅう）』
／バラエティーランチ「蓮華（れんか）」☆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
   メインディッシュ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…４月７日（土）～８月31日（金） ※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」 をご記入下さい ※１頁下段をご参照下さい
■締切り…３月19日（月）

今後
の

予定

東京ドーム天然温泉「スパ ラクーア入館券」

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!!東京ドーム巨人戦

７月３日～8月30日
観戦日

７月３日（火） DeNA 18時 ３月23日
７月４日（水） DeNA 18時 ３月23日
７月５日（木） DeNA 18時 ３月23日
７月６日（金） 広島 18時 ３月23日
７月７日（土） 広島 18時 ３月23日
７月８日（日） 広島 14時 ３月23日
７月27日（金） 中日 18時 ４月27日
７月28日（土） 中日 14時 ４月27日
７月29日（日） 中日 14時 ４月27日
８月７日（火） 阪神 18時 ４月27日
８月８日（水） 阪神 18時 ４月27日

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

◆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３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 …３月23日（金）
　No.７～12 …４月27日（金）
　No.13～20 …５月25日（金）
　各日共17時互助会事務局必着

開始時間 締切日対戦カード 観戦日No No

８月９日（木） 阪神 18時 ４月27日
８月17日（金） 中日 18時 ５月25日
８月18日（土） 中日 14時 ５月25日
８月19日（日） 中日 14時 ５月25日
８月24日（金） 阪神 18時 ５月25日
８月25日（土） 阪神 18時 ５月25日
８月28日（火） 広島 18時 ５月25日
８月29日（水） 広島 18時 ５月25日
８月30日（木） 広島 18時 ５月25日

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

※７月３日（火）は、アランチョ・ネロ!
　来場者全員にオリジナルタオルをプレゼント。

開始時間 締切日対戦カード

翡翠宮を代表する料理の数々を
少しずつお楽しみいただけるセッ
トメニューです。
ゆったりとお料理を楽しみたい
お客様におすすめです。

平日券

（イメージ）

チケットあっせん2 0 1 8 注 申込み多数の場合は抽選　 注 往復ハガキの切手代不足は無効となります
注 締切日に投函されても間に合いません
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窓口販売 窓口販売

オール
シーズン

券

撮影：阿部章仁  ※写真は過去の公演より

『魔法をすてたマジョリン』
劇団四季ファミリーミュージカル 世界を魅了したダンスエンタテイメント

ＢＵＲＮ THE ＦＬＯＯＲバーン・ザ・フロア
Ｊｏｙ ｏｆ Ｄａｎｃｉｎｇ

《或る日の太平洋》1952（昭和27）年
東京国立近代美術館蔵

《山路》1912（明治45）年
京都国立近代美術館蔵

なごみーず
アコースティックナイト in 調布

◆日　時 ４月14日（土）17時開演
◆会　場 調布市グリーンホール
 大ホール
◆価　格 全席指定4,500円
 （6,000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 ３月15日（木）17時互助会事務局必着

◆会　　場 東京国立近代美術館［北の丸公園・竹橋］　
◆開催期間 ４月13日（金）～５月27日（日）　※会期中展示替えあり
◆開館時間 10時～17時（金・土曜日は20時まで）　※入館は閉館の30分前まで
◆休 館 日 月曜日　※ただし４月30日（月・休）は開館
◆料　　金 前売券 一般700円（前売1,300円のところ）
 ※中学生以下、障がい者手帳お持ちの方とその付添者（１名）は無料
 ※それぞれ入館の際、学生証等年齢の分かるもの、障がい者手帳等を提示
◆販売枚数 限定30枚　※１会員２枚まで（会員証をご持参下さい）
◆販売期間 ３月12日（月）～３月30日（金）まで　※ただし売切れ次第終了

【出演】 伊勢正三、太田裕美、大野真澄
【曲目】♪22才の別れ   ♪木綿のハンカチーフ   ♪学生街の喫茶店

オール大観　代表作を網羅した10年ぶりの生誕記念大回顧展です。
本展では、40メートル超の日本一長い画巻《生々流転》（重要文化財）や《夜
桜》《紅葉》をはじめとする代表作に、数々の新出作品や習作などの資料をあ
わせて展示し、制作の過程から彼の芸術の本質を改めて探ります。総出品数
約90点を展観する大回顧展です。

◆日　時 ５月17日（木）14時開演
 ５月20日（日）17時開演
◆会　場 東急シアターオーブ
 （渋谷ヒカリエ11階）
◆価　格 Ｓ席８，500円
 （12,000円のところ）
 ※未就学児入場不可
◆枚　数 各日×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　３月16日（金）17時互助会事務局必着

◆有効期限 ４月７日（土）～９月30日（日）
◆販売価格 １枚900円（一般料金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」
 をご参照ください
◆締 切 り ３月19日（月）
 17時互助会窓口必着

みんなに届け!!魔法よりステキな勇気と優しさ！

ワンデーパス ※１会員年間４枚まで フリーパス ※１会員年間10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26日（月）10時から販売開始!! ４月２日（月）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30年４月１日～平成31年３月31日まで
販売枚数　600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31年３月31日まで
販売枚数 500枚 ※売切次第終了!!

生
誕
一
五
〇
年

横
山
大
観
展

イオンシネマ映画観賞券

全国のイオンシネマで利用できます!!

◆日　時 ５月５日（土・祝）13時開演
◆会　場 パルテノン多摩 大ホール
◆価　格 Ｓ席 大人 4,300円（5,400円のところ）
 Ｓ席 子供 2,500円（3,240円のところ）
 ※公演当日３歳以上、小学校６年生以下
 　３歳以上有料（ひざ上観劇不可）
◆枚　数 20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・子供を明記ください。無い場合は大人とみなします。
◆締切り ３月16日（金）17時互助会事務局必着

窓口
販売

チケットあっせん2 0 1 8 注 申込み多数の場合は抽選　 注 往復ハガキの切手代不足は無効となります
注 締切日に投函されても間に合いません
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横浜・八景島シーパラダイス　春感謝月間横浜・八景島シーパラダイス　春感謝月間
有効期限：2018年 3月1日（木）～4月1日（日）まで有効期限：2018年 3月1日（木）～4月1日（日）まで

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：富津海岸潮干狩りと活貝焼きバイキング!!

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（携帯番号必須）
会員番号・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の申込みは受付けません。

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・氏名
希望枚数

応募者多数の場合抽選になります。
締切日以降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。

1

2

3

4

※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
7：30

中央道／首都高
東京湾アクアライン

漁師料理かなや
お買物と活貝焼きバイキング

12：30～14：40
海ほたるＰＡ

休憩

8：30～8：50
富津海岸・潮干狩り場

潮干狩り

9：40～11：40
金谷港
乗船

14：50～15：20
久里浜港

下船

16：00
都筑ＰＡ
休憩

17：10～17：30
調布市

18：20到着予定

旅行取扱：全国ネットツーリスト

共済給付（９月～１月）
◆お悔やみ申し上げます 42件
◆傷病お見舞い申し上げます 24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 15件
◆敬老おめでとうございます 11件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 10件
◆ご結婚おめでとうございます 13件
◆ご入学おめでとうございます 15件
◆成人おめでとうございます 2件

 計155件

新規加入事業（９月～１月）
（株）調和建設 上石原１丁目
Ｔ・Ｋ・Ｐ（株） 深大寺元町２丁目
抗酸化食品インダストリアル（株） 西つつじヶ丘１丁目
（有）ネスト 下石原１丁目
特定非営利活動法人ファーストステップ
  染地３丁目

事務局か ら の
お知らせ

お知らせ
お願い

廃止 ガイドブック綴じ込の「シネマチケット購入補助券」は
調布パルコからの申し出により30年３月で廃止となります。

申請 平成30年度就学祝い金（小・中学校入学）の
受付は４月２日（月）からとなります。

★３月27日（火）は会費（４月・５月・６月）の口
座引き落とし日です。
　会費が未納の場合、会員サービスが受けら
れませんのでご注意下さい。
★ツアー・イベントの申込み
　必ず30年度のガイドブック綴じ込みの申込
書をご利用下さい。
★当互助会では、あっせんしたチケット類のイ
ンターネット／金券ショップなどへの転売
は固く禁止しております。
　販売の際、チケット番号を管理しております
ので判明した場合は今後あっせんができな
くなります。

★人間ドック受診料補助
　日帰り人間ドック・一泊人間ドック・脳ドックに限ります。
　申請は、30年度ガイドブック綴じ込みの申請書を利用下さい。
書式が変わりましたので今までの申請書は使用できません。
事業所が労働安全衛生法で義務付けられている定期健康診
断及び事業所が全額負担又は、一部補助をしている人間ドッ
クは申請できません。

平成30年度版「互助会活用ガイドブック」（保存版）を同封しました
お得な情報が満載ですので１年間保存して是非ご活用下さい。

富津海岸潮干狩りと富津海岸潮干狩りと富津海岸潮干狩りと
活貝焼きバイキング!!活貝焼きバイキング!!活貝焼きバイキング!!

２年ぶりの潮干狩り♪ 大人も子供も大満足 !!
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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……3,479人
事業所数…526所
（平成30年２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239号

平成30年３月１日発行
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