
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：紅葉のわたらせ渓谷トロッコ列車とりんご狩り

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・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

高坂ＳＡ
休憩出発

木村農園<りんご園>
りんご狩りと試食付き！

評判のお食事処「庄屋久平」
創作和食のご昼食

調布ＩＣ

道の駅ららん藤岡
休憩・お買物 休憩

石川ＰＡ 調布ＩＣ
18：50予定

到着

調布市

富弘美術館（道の駅富弘美術館）
感動の星野富弘氏の水墨画美術館 トロッコわたらせ渓谷４号

大間々駅
15：37下車

神戸駅～紅葉のわたらせ渓谷～
14：46乗車ゴウ ド

庄屋久平の季節御膳

共済給付（２月～７月）
◆お悔やみ申し上げます 74件
◆傷病お見舞い申し上げます 28件
◆災害お見舞い申し上げます 1件
◆ご出生おめでとうございます 33件
◆還暦おめでとうございます 14件
◆古稀おめでとうございます 22件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 21件
◆ご結婚おめでとうございます 20件
◆ご入学おめでとうございます 159件
◆成人おめでとうございます 1件

 計372件

新規加入事業（２月～８月）
ごはんＣａｆｅ空彩 若葉町２丁目
（株）バーニングスピリッツ 富士見町２丁目
ベストツアー多摩 国領町３丁目
いとう社会保険労務管理事務所 富士見町２丁目
（有）菅原建設 小島町１丁目
アロマリーハーブリー 富士見町３丁目
ちょうふのぞみ保育園 布田４丁目
（株）調布不動産 小島町２丁目
Ｇ・ネットエース 布田５丁目
（株）城山ハウジング 布田１丁目
再生工房 佐須町１丁目
（株）エヴァーモア 多摩川１丁目
Ｂａｒｒｙ’ｓ 布田１丁目
豆工房 八雲台１丁目

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

11月11日（日）日帰り

昼食は創作和食で評判の「懐石レストラン庄屋久平」

有効期間： ２０１８年 ９月 １日（土）～１０月３１日（水）まで有効期間： ２０１８年 ９月 １日（土）～１０月３１日（水）まで有効期間： ２０１８年 ９月 １日（土）～１０月３１日（水）まで有効期間： ２０１８年 ９月 １日（土）～１０月３１日（水）まで
◇営業時間

期間により異なりますので、

HPまたは下記へお問合せください。

◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島

◇問合せ：045-788-8888（ﾃﾚﾌｫﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ）

◇公式HP：www.seaparadise.co.jp
◇交通

電 車：横浜シーサイドライン

「八景島駅」下車徒歩すぐ

車 ：首都高速湾岸線

「幸浦出口」より国道357号線経由

2339

富弘美術館 　　　　　　　　　　　　　　　　　
透明感あふれる水彩画と素朴で美しい詩を通して、
生命の尊さ、やさしさを語りつづける星野富弘さん
の詩画が一堂に展示されている美術館です。

★会費（10・11・12月分）の口座振替日は
　９月26日（水）です。口座残高をご確認ください。

事務局 か ら の
お知らせ

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10,800円
子供 5,000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
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
９月21日（金）17時までに互助会窓口必着

発行：調布市勤労者互助会

お名前

★協賛事業所名（敬称略・順不同）
　調布市花火実行委員会・千歳計装（株）・（株）三晴工業・東京かたばみ会・（株）山田屋本店・（有）大日
の出プランニング・（有）特殊バネ研究所・（株）シモヤマ・平井設備（株）・（株）やまぐち・（株）よみうりランド・
木島平観光（株）・京王プラザホテル・ハイアットリージェンシー東京・小田急ホテルセンチュリーサザンタワー・
全国ネットツーリスト・セントラル都市開発・深大寺天然温泉「湯守の里」・調布クレストンホテル・さくらツーリス
ト・（株）セラヴィ―リゾート泉郷・サンリオピューロランド・（株）東京ドーム・メガロス調布・（有）サンコン・丘の湯・
（株）三誠・（株）トラスゴーメディア・（株）田中土質基礎研究所・ユウキ食品（株）

今年は４４事業所、９５名に参加いただきました。
総合司会は昨年までの小川理事に代わって㈱
林建設の比留間俊文理事です。
出演バンドはフラパーティーが始まったてから７年
間、毎年プロの演奏と軽妙な話術で盛り上げてくださる『バッキー白方とアロハ・
ハワイアンズ』の皆さんです。リーダーの白片アタエさんは８０歳近いという事で、そ
の自虐ネタで会場を盛り上げてくださいました。フラもバンドと同じく７年間華麗な踊り
を披露してくださる『ハーラウ　フラ』の皆さん。思わず一緒に踊り出す方もいらっしゃっ
たりして楽しいパーティーとなりました。
お楽しみの抽選会では全員に景品が当たり熱気に包まれました。
大盛り上がりの中、昭和３８年にヒットして以来、半世紀以上歌い続けられている懐
かしのヒットソング「高校三年生」を石川理事と渡部理事の先導のもと、全員で熱
唱してお開きとなりました。
今年は新しい理事の方 を々迎え、役員一同のチームワークのもと会場がひとつとなり
楽しいひと時を過ごすことができました。おみやげとしてユウキ食品㈱様より微炭酸ワ
インをいただき全員にお持ち帰りいただきました。ご協賛いただきました下記の事業
所・団体の方 に々この場をお借りて御礼申し上げます。

フラパーティーの実施報告書
定期健康診断の
受診料を補助します!!
調布市商工会の健康診断を受診された
互助会の事業所には、１人につき2,000
円の補助を行います。健康診断受診後、
互助会に補助申請を行って下さい。

健康診断の日程

日　時 9月12日（水）・13日（木）・14日（金）
  午前9：00～午後3：00まで（予約制）
場　所 調布市商工会館
受診料 １名10,000円（税込）
申込み 調布市商工会
  TEL 485－2214

Process
行程

会費未納の場合、共済金の給付やイベントへの参加、チケットの購入ができません
のでご注意ください。

8月3日（金）

紅葉のわたらせ渓谷トロッコ列車
と

赤城のりんご狩り・感動の富弘美術館

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……3,507人

事業所数…526所
（平成30年8月17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242号

平成30年９月１日発行



ふるさとの味宅送便
秋の味 !!

毎年大好評!!

窓口
販売
会員証を
ご提示下さい

（上） エドヴァルド・ムンク《叫び》 1910年？ テンペラ・油彩
 厚紙 83.5×66cm
（中） エドヴァルド・ムンク《生命のダンス》 1925年 油彩
 カンヴァス 143×208cm
（下） エドヴァルド・ムンク《太陽》 1910-13年 油彩
 カンヴァス 162×205cm
  作品はすべてオスロ市立ムンク美術館所蔵 
  All Photographs Ⓒ Munchmuseet

◆日　時 12月１日（土）17時開演

◆会　場 中野サンプラザホール

◆価　格 全席指定 5,000円
 （通常7,000円のところ）

◆枚　数 10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 9月18日（火) 17時互助会事務局必着

◆日　時 10月27日（土）17時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 全席指定 4,000円
 （通常6,000円のところ）
◆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 ９月20日（木） 
 17時互助会事務局必着

芸能界をリードするビッグネームが府中の森に登場！！
【曲目】よこはま・たそがれ／山河／契り／夜空／恋歌酒場

調布市勤労者互助会

1 2 9 5

◆開催日 10月27日（土）17時30分～18時30分（予定）
 ※荒天の場合は中止　※順延無し

◆観覧場所 布田会場
◆有料席 ①テーブルＡ席 15,000円（20,000円のところ）
 　※指定席
 　※定員４名・ガーデンテーブル肘掛け椅子
 ②イス席Ａ席 1,500円（3,000円のところ）
 　※１人掛け椅子

◆あっせん数 ①テーブルＡ席…10席
 ②イス席Ａ席…30席
 ※①②合わせて１会員２席まで

◆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 ９月19日（水）17時互助会窓口必着
 ※締切日に投函されても間に合いません

第36回調布花火第36回調布花火
映画のまち調布  “ 秋 ” 花火2018映画のまち調布  “ 秋 ” 花火2018映画のまち調布  “ 秋 ” 花火2018
第36回調布花火
花火と音楽がコラボレートする名物「ハナビリュージョン」、

最大８号玉の大玉を中心とした大スターマインなど、多摩川の雄大な景色を背景に、
調布ならではの華やかな花火をお楽しみいただけます。

劇団四季

◆日　時 12月23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 ９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。

◆有効期限 10月１日（月）～平成31年３月31日（日）

◆販売価格 １枚800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
 ご参照下さい

◆締 切 り ９月18日（火）
 17時互助会事務局必着

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!!

五木 ひろし 府中の森コンサート
会　　期 2018年10月27日（土）～2019年１月20日（日）

休 室 日 月曜日（11月26日、12月10日、24日、１月14日は開室）、
 12月25日（火）、１月15日（火）
 【年末年始休館】12月31日（月）、１月１日（火・祝）

開室時間 ９時30分～17時30分
 ※金曜日、11月１日（木）、３日（土・祝）は20時まで
 ※入室は閉室の30分前まで

９月２０日（木）１７時互助会窓口必着

１０Ｋｇ あっせん価格 ３，８００円（通常価格６，９００円） ５０セット

５ｋｇ あっせん価格 ２，２００円（通常価格４，１００円） ２０セット

※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、米代、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、10月下旬になります。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。ホームページからも申込みできる様になりました !

「秋の味」○kg　　　会員番号　　　会員氏名　　　会員住所　　　電話番号
配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ）　　　配達希望時間

1 2

6 7

3 4 5

申込方法

木島平村の契約農家から木島平米（こしひかり）の新米をお宅まで直送します。

北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」

締切り

東建コーポレーションPresents
中村 雅俊 コンサートツアー2018

｢ON and ON｣ vol. 2

ムンク展－共鳴する魂の叫び

※11月21日（水）、12月19日（水）、１月16日（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。当日は混雑が予想されます。
※中学生以下は無料。
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳を
　お持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料。
※毎月第３土、翌日曜日は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者
　（都内在住、２名まで）は当日一般料金の半額。
※12月は高校生無料。
いずれも証明できるものをご持参ください。

北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」

会　　場 東京都美術館
 企画展示室（東京・上野公園）

価　　格 一般 800円（前売 1,400円のところ）
 65歳以上 500円（前売 800円のところ）

枚　　数 50枚　※１会員４枚まで

販売期間 ９月10日（月）～　※売切れ次第終了

１
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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
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芸能界をリードするビッグネームが府中の森に登場！！
【曲目】よこはま・たそがれ／山河／契り／夜空／恋歌酒場

調布市勤労者互助会

1 2 9 5

◆開催日 10月27日（土）17時30分～18時30分（予定）
 ※荒天の場合は中止　※順延無し

◆観覧場所 布田会場
◆有料席 ①テーブルＡ席 15,000円（20,000円のところ）
 　※指定席
 　※定員４名・ガーデンテーブル肘掛け椅子
 ②イス席Ａ席 1,500円（3,000円のところ）
 　※１人掛け椅子

◆あっせん数 ①テーブルＡ席…10席
 ②イス席Ａ席…30席
 ※①②合わせて１会員２席まで

◆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 ９月19日（水）17時互助会窓口必着
 ※締切日に投函されても間に合いません

第36回調布花火第36回調布花火
映画のまち調布  “ 秋 ” 花火2018映画のまち調布  “ 秋 ” 花火2018映画のまち調布  “ 秋 ” 花火2018
第36回調布花火
花火と音楽がコラボレートする名物「ハナビリュージョン」、

最大８号玉の大玉を中心とした大スターマインなど、多摩川の雄大な景色を背景に、
調布ならではの華やかな花火をお楽しみいただけます。

劇団四季

◆日　時 12月23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 ９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。

◆有効期限 10月１日（月）～平成31年３月31日（日）

◆販売価格 １枚800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
 ご参照下さい

◆締 切 り ９月18日（火）
 17時互助会事務局必着

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!!

五木 ひろし 府中の森コンサート
会　　期 2018年10月27日（土）～2019年１月20日（日）

休 室 日 月曜日（11月26日、12月10日、24日、１月14日は開室）、
 12月25日（火）、１月15日（火）
 【年末年始休館】12月31日（月）、１月１日（火・祝）

開室時間 ９時30分～17時30分
 ※金曜日、11月１日（木）、３日（土・祝）は20時まで
 ※入室は閉室の30分前まで

９月２０日（木）１７時互助会窓口必着

１０Ｋｇ あっせん価格 ３，８００円（通常価格６，９００円） ５０セット

５ｋｇ あっせん価格 ２，２００円（通常価格４，１００円） ２０セット

※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、米代、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、10月下旬になります。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。ホームページからも申込みできる様になりました !

「秋の味」○kg　　　会員番号　　　会員氏名　　　会員住所　　　電話番号
配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ）　　　配達希望時間

1 2

6 7

3 4 5

申込方法

木島平村の契約農家から木島平米（こしひかり）の新米をお宅まで直送します。

北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」

締切り

東建コーポレーションPresents
中村 雅俊 コンサートツアー2018

｢ON and ON｣ vol. 2

ムンク展－共鳴する魂の叫び

※11月21日（水）、12月19日（水）、１月16日（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。当日は混雑が予想されます。
※中学生以下は無料。
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳を
　お持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料。
※毎月第３土、翌日曜日は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者
　（都内在住、２名まで）は当日一般料金の半額。
※12月は高校生無料。
いずれも証明できるものをご持参ください。

北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」

会　　場 東京都美術館
 企画展示室（東京・上野公園）

価　　格 一般 800円（前売 1,400円のところ）
 65歳以上 500円（前売 800円のところ）

枚　　数 50枚　※１会員４枚まで

販売期間 ９月10日（月）～　※売切れ次第終了
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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



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：紅葉のわたらせ渓谷トロッコ列車とりんご狩り

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・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

高坂ＳＡ
休憩出発

木村農園<りんご園>
りんご狩りと試食付き！

評判のお食事処「庄屋久平」
創作和食のご昼食

調布ＩＣ

道の駅ららん藤岡
休憩・お買物 休憩

石川ＰＡ 調布ＩＣ
18：50予定

到着

調布市

富弘美術館（道の駅富弘美術館）
感動の星野富弘氏の水墨画美術館 トロッコわたらせ渓谷４号

大間々駅
15：37下車

神戸駅～紅葉のわたらせ渓谷～
14：46乗車ゴウ ド

庄屋久平の季節御膳

共済給付（２月～７月）
◆お悔やみ申し上げます 74件
◆傷病お見舞い申し上げます 28件
◆災害お見舞い申し上げます 1件
◆ご出生おめでとうございます 33件
◆還暦おめでとうございます 14件
◆古稀おめでとうございます 22件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 21件
◆ご結婚おめでとうございます 20件
◆ご入学おめでとうございます 159件
◆成人おめでとうございます 1件

 計372件

新規加入事業（２月～８月）
ごはんＣａｆｅ空彩 若葉町２丁目
（株）バーニングスピリッツ 富士見町２丁目
ベストツアー多摩 国領町３丁目
いとう社会保険労務管理事務所 富士見町２丁目
（有）菅原建設 小島町１丁目
アロマリーハーブリー 富士見町３丁目
ちょうふのぞみ保育園 布田４丁目
（株）調布不動産 小島町２丁目
Ｇ・ネットエース 布田５丁目
（株）城山ハウジング 布田１丁目
再生工房 佐須町１丁目
（株）エヴァーモア 多摩川１丁目
Ｂａｒｒｙ’ｓ 布田１丁目
豆工房 八雲台１丁目

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

11月11日（日）日帰り

昼食は創作和食で評判の「懐石レストラン庄屋久平」

有効期間： ２０１８年 ９月 １日（土）～１０月３１日（水）まで有効期間： ２０１８年 ９月 １日（土）～１０月３１日（水）まで有効期間： ２０１８年 ９月 １日（土）～１０月３１日（水）まで有効期間： ２０１８年 ９月 １日（土）～１０月３１日（水）まで
◇営業時間

期間により異なりますので、

HPまたは下記へお問合せください。

◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島

◇問合せ：045-788-8888（ﾃﾚﾌｫﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ）

◇公式HP：www.seaparadise.co.jp
◇交通

電 車：横浜シーサイドライン

「八景島駅」下車徒歩すぐ

車 ：首都高速湾岸線

「幸浦出口」より国道357号線経由

2339

富弘美術館 　　　　　　　　　　　　　　　　　
透明感あふれる水彩画と素朴で美しい詩を通して、
生命の尊さ、やさしさを語りつづける星野富弘さん
の詩画が一堂に展示されている美術館です。

★会費（10・11・12月分）の口座振替日は
　９月26日（水）です。口座残高をご確認ください。

事務局 か ら の
お知らせ

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10,800円
子供 5,000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
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
９月21日（金）17時までに互助会窓口必着

発行：調布市勤労者互助会

お名前

★協賛事業所名（敬称略・順不同）
　調布市花火実行委員会・千歳計装（株）・（株）三晴工業・東京かたばみ会・（株）山田屋本店・（有）大日
の出プランニング・（有）特殊バネ研究所・（株）シモヤマ・平井設備（株）・（株）やまぐち・（株）よみうりランド・
木島平観光（株）・京王プラザホテル・ハイアットリージェンシー東京・小田急ホテルセンチュリーサザンタワー・
全国ネットツーリスト・セントラル都市開発・深大寺天然温泉「湯守の里」・調布クレストンホテル・さくらツーリス
ト・（株）セラヴィ―リゾート泉郷・サンリオピューロランド・（株）東京ドーム・メガロス調布・（有）サンコン・丘の湯・
（株）三誠・（株）トラスゴーメディア・（株）田中土質基礎研究所・ユウキ食品（株）

今年は４４事業所、９５名に参加いただきました。
総合司会は昨年までの小川理事に代わって㈱
林建設の比留間俊文理事です。
出演バンドはフラパーティーが始まったてから７年
間、毎年プロの演奏と軽妙な話術で盛り上げてくださる『バッキー白方とアロハ・
ハワイアンズ』の皆さんです。リーダーの白片アタエさんは８０歳近いという事で、そ
の自虐ネタで会場を盛り上げてくださいました。フラもバンドと同じく７年間華麗な踊り
を披露してくださる『ハーラウ　フラ』の皆さん。思わず一緒に踊り出す方もいらっしゃっ
たりして楽しいパーティーとなりました。
お楽しみの抽選会では全員に景品が当たり熱気に包まれました。
大盛り上がりの中、昭和３８年にヒットして以来、半世紀以上歌い続けられている懐
かしのヒットソング「高校三年生」を石川理事と渡部理事の先導のもと、全員で熱
唱してお開きとなりました。
今年は新しい理事の方 を々迎え、役員一同のチームワークのもと会場がひとつとなり
楽しいひと時を過ごすことができました。おみやげとしてユウキ食品㈱様より微炭酸ワ
インをいただき全員にお持ち帰りいただきました。ご協賛いただきました下記の事業
所・団体の方 に々この場をお借りて御礼申し上げます。

フラパーティーの実施報告書
定期健康診断の
受診料を補助します!!
調布市商工会の健康診断を受診された
互助会の事業所には、１人につき2,000
円の補助を行います。健康診断受診後、
互助会に補助申請を行って下さい。

健康診断の日程

日　時 9月12日（水）・13日（木）・14日（金）
  午前9：00～午後3：00まで（予約制）
場　所 調布市商工会館
受診料 １名10,000円（税込）
申込み 調布市商工会
  TEL 485－2214

Process
行程

会費未納の場合、共済金の給付やイベントへの参加、チケットの購入ができません
のでご注意ください。

8月3日（金）

紅葉のわたらせ渓谷トロッコ列車
と

赤城のりんご狩り・感動の富弘美術館

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……3,507人

事業所数…526所
（平成30年8月17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242号

平成30年９月１日発行


