
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：木島平村の盛りだくさん体験ツアー

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
8：00

やまびこの丘公園
魚つかみどり体験・BBQ昼食

馬曲温泉「望郷の湯」
日帰り入浴

パノラマランド木島平
夕食・宿泊

17：00
調布IC

※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式会社

豊田飯山ＩＣ

パノラマランド木島平
出発

9：00

道の駅ＦＡＲＭＵＳ木島平
買い物

豊田飯山ＩＣ 調布IC 調布市
19：00頃

龍興寺清水
湧水試飲・内山地区雪中貯蔵について学ぶ

※木島平産のジュース、7月頭に
　掘り出した雪中貯蔵酒を試飲

手すき和紙と夏野菜収穫体験
体験

そば打ち体験&昼食
体験・昼食
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金 事務局不

在のお知らせ 5月18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。

☆有効期限…４月１日～平成31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！！

木島平村
の盛りだくさん

   体験ツ
アー１泊２日!!

馬曲温泉入浴（絶景の露天風呂）

川魚のつかみ取り体験

１日目昼食はバーベキュー

手すき和紙体験

夏野菜の収穫など
そば打ち体験

大自然を
満喫しよう

嬉しいサービス!!
１日目「プチ朝ごはん」も
付けちゃいます
サンドイッチまたは、おにぎり

チョコット

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

７月21日（土）～22日（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）
会員及び同居家族登録者（１名につき)
大人15,000円（通常料金22,000円）※会員及び同居家族登録者
子供10,000円（通常料金20,000円）※小学生までの同居家族登録者に限ります
※同伴者の料金は通常料金より2,000円引　　
※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「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１台
5月25日（金）17時までに互助会窓口必着
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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……3,469人

事業所数…524所
（平成30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240号

平成30年５月１日発行



☆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） 3,500円（通常料金5,600円）
　（平日） シニア（65才以上）  2,800円（通常料金4,500円）
 小人（小学生） 1,500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
 調理する新スタイルのブッフェレストラン。
 ※当日「互助会会員証」の提示で飲物（2,160円以上で）
 　10％割引になります。（ディナータイムのみ、ランチ除外）

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「東京ドームホテル」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 11時30分～15時の間の２時間　※除外日なし
☆価格 2,700円（通常4,300円）
 ※税、サービス料込
☆内容 「フランセーズ」コース
 前菜、魚料理、メインディッシュ、デザートの４品

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

■利用有効期間…６月１日（金）～10月31日（水） ※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
 ※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（無い場合は大人とみなします）
 ※１頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい
■締切り…５月18日（金）

ご注意
 下さい

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 
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 !

生バンドの演奏で唄いましょう！踊りましょう！

◆日　　時 ８月３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）
 ※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 !!
◆参 加 費 3,500 円（一般価格7,560 円）
◆申込方法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」を
 ご参照下さい
◆申込締切 6月22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

あります !!
お楽
しみ抽選会

20Fレストラン「サザンタワーダイニング」では、フラン
ス料理の技法で、和洋のエッセンスと旬の食材を使い
作り出された料理をご用意。お好みの前菜、魚料理、メイ
ンディッシュ、デザートがお選びいただけます。

ふるさとの味宅送便
「初夏の味」

新
規
企
画

山
形
県
東
根
市
か
ら
の
産
地
直
送

さ
く
ら
ん
ぼ
の
王
様

「
佐
藤
錦
」

東根市生まれの品種、さくらんぼの王様「佐藤錦」を特別価格であっせん致します。
甘くてほのかに酸っぱい初夏の味をお楽しみ下さい !!

※天候により色・サイズにばらつきがありますのでご了承下さい。
※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。
※応募多数の場合は抽選とし、発表は郵便振替用紙の郵送をもって代えさせて頂きます。
※配達は関東近県に限ります。

佐藤錦（Ｌ玉・１㎏）バラ詰め  あっせん価格 3,500円（一般価格5,000円）

前もって郵便振替用紙を郵送いたしますので指定期日までにお支払い下さい。
振込確認後、順次発送致します。

平成30年度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ます。

申込方法

支払方法
前払い

６月下旬頃からの予定です。天候により発送時期が前後いたします。
※配達は関東近県に限ります。

発送予定日

５月18日（金）17時互助会窓口必着締め切り

第１部

第２部
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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

劇団四季 親子で楽しむ 夏休みバレエまつり

◆日　時 ８月５日（日）15時開演
◆会　場 東京国際フォーラム ホールＣ
◆価　格 大人・子供共通 全席指定4,500円
 （通常7,000円のところ)
 ※３歳以下のお子様はご入場できません
 ※演奏は特別録音音源を使用いたします
 ※演目は変更になる場合がございます
◆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 ５月21日（月)17時互助会事務局必着

窓口
販売
会員証を
ご提示下さい

ミラクルエッシャー展
supported by 弁護士法人 東京ミネルヴァ法律事務所

窓口
販売
会員証を

ご提示下さい

◆日　時 ７月１日（日）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）
◆価　格 Ｓ席大人9,500円
 （通常11,880円のところ)
 Ｓ席子供4,500円
 （通常5,940円のところ）
 ※３歳～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
 ※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17日（木)17時互助会事務局必着

ディズニー・オン・アイス2018ミッキーのス
ペシャル

セレブレーシ
ョン！ Mickey's Special Celebration!

「だまし絵（トロンプ・ルイユ）」で知られる20世紀
を代表する奇想の版画家、マウリッツ・コルネリス・
エッシャ－（1898-1972）。
コンピュータのない時代に「版画」で作られた緻密
かつ独創的で"ミラクル"な作品は、数学者や建築
家といった幅広い専門家やクリエイターに影響を
与え、今もなお多くの人々を魅了し続けています。

夏休みは家族で一緒に過ごす絶好の機会。お子様の夏休みの思い出作りに、
本格的なクラシック・バレエはいかがですか？さまざまな作品の名場面ばか
りを集めた贅沢なバレエ・コンサートに、司会のお姉さんの解説も付いて、
子供から大人まで楽しめる大人気の公演です。

さぁ！みんなでミッキーのお祝いしよう！
2018年のディズニー・オン・アイスは、ミッキーマウスのアニバーサリーをお祝いした完全オリジナル作品！
世界に先駆けて日本での封切りとなり、まさにワールドプレミアです！
2018年はミッキーのスクリーンデビューから90周年にあたる記念の年。世界中で愛され続けるミッキーと
一緒にお届けする笑顔とワクワクの数々にご期待下さい。
お祝いにふさわしく、ディズニー・オン・アイス史上最多のプリンセス９人が登場。（美女と野獣・シンデレラ・
白雪姫・アラジン・リトルマーメイド・ラプンツェル・メリダ・ムーラン・ティアナ）早くも「モアナと伝説の海」が
ディズニー・オン・アイスに！また、「インサイド・ヘッド」や「メリダとおそろしの森」も氷の上のデビューを果
たします。ディズニー・オン・アイスといえばウルトラ級のエアリアル。今回はラプンツェルとアリエル、二人の
プリンセスが同時に宙を舞う超豪華版！

◆期　　間 ６月６日（水）～７月29日（日）
◆時　　間 10時～17時
◆会　　場 上野の森美術館　※会期中無休
 毎週金曜日は20時迄（入館は閉館の30分前まで）　
◆価　　格 一般 900円（前売り1,400円のところ)
 大学・高校生 600円（前売り1,000円のところ）
 中学・小学生 300円（前売り500円のところ）
◆枚　　数 50枚　※１会員４枚まで
◆販売期間 ５月７日（月）～　※売切れ次第終了

《相対性》 1953年
All M.C. Escher works copyright c The M.C.

Escher Company B.V. - Baarn-Holland.
All rights reserved. www.mcescher.com

◆有効期間 最初に利用した日から2ヶ月間
　 ※ただし、最終有効期限は平成31年３月31日（日）
◆対象施設 92の美術館・博物館・
 動物園・水族園・植物園・庭園
 ※各施設指定の展示に
 　１回のみご覧いただけます
◆販 売 数 40冊　※１会員２冊まで
◆価　　格 1,200円　※大人料金のみ
 （販売価格2,200円のところ）
◆販売期間 ５月７日（月）～ ※売切れ次第終了

東京・ミュージアム
ぐるっとパス2018

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】

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。

東京を中心とする92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！

©Disney

◆日　時 ７月15（日）14時開演　　　　◆会　場　武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナ
◆価　格 Ｓ席大人4,500円（通常6,300円のところ)
 Ｓ席子供3,600円（通常5,200円のところ） ※３歳から小学生まで。
 ※２歳以下のお子様は保護者１名につき１名まで膝上に限り無料。但しお席の必要な場合は有料。
◆枚　数 40枚 ※１会員４枚まで　　　◆申込み　往復ハガキ ※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17日（木) 17時互助会事務局必着

【予定演目】
「眠りの森の美女」第１幕より、「白鳥の湖」第１幕２場より
「くるみ割り人形」第２幕より、「人形の精」より、「海賊」より
「瀕死の白鳥」 ほか
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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：木島平村の盛りだくさん体験ツアー

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。

受付
終了

平成30年度 レクリエーション事業

お中元ギフト【三越伊勢丹 夏の贈り物】特別ご優待
この時期だけの限定品や企画品を多数取り揃えております。夏の贈り物、ご自宅用でもご利用いただけます。

カタログ請求期間 ５月30日（水）～７月１日（日） ※カタログは１週間前後でお届けいたします
お問合せ受付期間 ５月16日（水）～７月31日（火） 受付時間10時～18時

コールセンター 0120-38-3254　　会員さま専用ホームページ http://www.mistore.jp/onlinestore/benefit/

バスツアー・国内ツアー事業
 No         実施日 曜日 　　　　　　　　　   　　　事業名
 １ ５月13日 日 富津海岸潮干狩りと東京湾フェリー乗船

 ２ ７月21～22日 土・日 木島平の土とふれあい体験「木島平パノラマランド１泊２日」

 ３ ９月９日 日 高級バス「グランブルリゾート」で行く忍野八海と高級ぶどう狩り

 ４ 10月21～23日 日～火 連合会合同旅行２泊３日「新幹線で行く北海道・函館方面」

 ５ 11月11日 日 紅葉のわたらせ渓谷トロッコ列車とりんご狩り・感動の富弘美術館

 ６ １月27日 日 益子のいちご狩りと真岡鐡道ＳＬ列車

 ７ ３月 土か日 ＪＡＬ機体整備工場見学と横浜中華街散策

その他のレクリエーション事業・各種セミナー

伊豆の民宿・ホテル旅館利用補助

東伊豆 伊東温泉「ホテルラヴィエ川良」
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。
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/

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

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

中伊豆 畑毛温泉「大仙家」
湯治場として親しまれてきた「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。

予約・利用方法
❶直接施設へ電話で予約。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、利用補助券を施設に提出し、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
１泊につき会員 3,000円

新たに２施設と契約いたしました!!

同居の家族1,500円を
４施設で年間2泊分まで
補助します!!（3歳以上）

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歳から） 5,400円
乳　児 1,620円（施設使用料）
※寝具・食事無

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

平日大人 8,400円より（バイキング）
※休前日は3,000円増
※子供料金はお問合わせ下さい

【対象商品】 ●お中元 三越伊勢丹『夏の贈り物カタログ』掲載商品　　●送料無料マーク商品は全国無料配送
 　商品情報欄に『MI』記載のお品物／食料品５％ご優待／食料品以外10％ご優待
 　［ご優待対象外］ ①エムアイカードでのお支払。（エムアイポイントが付与されます。）
  ②三越伊勢丹各店のお中元ギフトセンターでのご用命。
  ③セレクトオーダーシャツお仕立券。
【利用方法】 ●下記連絡先にお電話のうえ、『調布市勤労者互助会』の会員である旨を告げて、
 　「三越カタログ」または「伊勢丹カタログ」をご指定下さい。カタログのご請求は全国より承りいたします。

料 金
1泊2食付（お一人様）税込

平日大人 9,880円より（会席）
※休前日は3,000円増
※子供料金はお問合わせ下さい

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歳から） 5,400円
乳　児 1,620円（施設使用料）
※寝具・食事無

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!

夕食時
ワンドリンク
サービス

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！

夕食時
ワンドリンク
サービス

三越伊勢丹お中元受注センター

No         実施日 曜日 　　　　　事業名
 1 ８月３日 金 『納涼の夕べ』

 2 ８月18日 土 夏休み親子工作教室（電通大）

 3 ２月15日～17日  金～日
 木島平スキー・スノボーツアー

    （２泊３日）

 4 年３回
ふるさとの味宅送便
 「木島平の米・りんご」
 「山形のさくらんぼ」

『霞ヶ浦
の梨狩りとめんたいパーク』『霞ヶ浦
の梨狩りとめんたいパーク』

もぎたての梨が食べ放題！！もぎたての梨が食べ放題！！

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

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～～～ !!

あやめ園では500種
100万株ものあやめが
咲き誇ります!!

4

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……3,469人

事業所数…524所
（平成30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
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