
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：益子で６種類のいちご食べ放題（練乳付）

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！
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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

氏名
事業所名
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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2 会員番号3
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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IC 中津川ＩＣ
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10：35 ～ 11：20

真岡鐵道ＳＬ

調布市役所
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出発
益子 吉村農園
６種類のいちご食べ放題

外池酒造
酒蔵見学・試飲

11：30 ～ 12：10
益子焼窯元共販センター

陶器見学・お買物

18：10到着予定
調布市
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益子館 里山リゾートホテル
昼食／豚ごま御膳＋里山スイーツ

13：50 ～ 14：20
道の駅ましこ

お買物

14：30 ～15：01
益子駅

15：20～15：40
真岡駅

益子で６種類のいちご食べ放題（練乳付）益子で６種類のいちご食べ放題（練乳付）
一足お先に春を感じに行きましょう♪♪

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

　申込方法

　交 通
　締め切り

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

Process行程

１月27日（日）日帰り

昼食は里山リゾートホテルの豚ごま御膳と大人気「自家製オリジナル里山スイーツ」
日帰りでも里山の魅力を楽しめます。
そして大井川と秩父と並ぶ三大SLの1つ「真岡鐡道」にも乗れちゃう！！

夏休み親子の工作教室  実施報告
■実 施 日：８月18日（土）13時～16時30分 ■対　象：小学生と保護者　
■参加人数：10組29名（子供16名　保護者13名） ■作成品：❶簡易コイル・モーター　❷虹の万華鏡

　「君もエジソンを目指せ」をテーマに、電気通信大学様（以下電通
大）のご協力の元、80周年記念会館「リサ―ジュ」で開催されました。
　まずは「ＵＥＣコミュニケーションミュージアム」の見学からスター
ト。電通大の前身校は無線通信士の育成をミッションにしていたと
いうことで、歴史的に価値のある無線設備や航法装置が数多く遺さ
れていました。小学生にはチョット難しかったけど解説者付きで見学
できるめったにないチャンスでした。工作教室では『調布少年少女発
明クラブ』の皆さま（電通大のＯＢの方々）が手取り足取り教えてく
ださいました。まずは、「簡易コイルモーター」から。電気と磁気に
よって発生する電磁力の関係で回りますが、作るのは簡単だけど仕
組みを理解するのは難しいのでまずは回ればオッケー！！お父さん

も、お母さんも、おばあちゃまも、おじいちゃまも真剣そのもの。微妙
な調整で回ったり回らなかったりでやっと回った時の子供たちの嬉
しそうな顔。文章ではお伝えできずに残念です。これで夏休みの自
由研究は完成かな？時間のある子は「分光シートで虹の万華鏡」作り
に。太陽光を分光シートに通すと虹のような連続した光の色の帯が
現れます。作り方は比較的簡単！！完成した万華鏡で灯やＬＥＤ、白
熱電球を見るとそれぞれ違った光を観測できます。
　最後に全員で作品をもって集合写真をパチリ。お帰りには互助会
より電通大まんじゅう、電通大様よりトートバック、ボールペンなど
のおみやげを協賛いただきました。今回、夏休みに親子で楽しんでも
らいたくて企画したけど楽しんでいただけたかな～？

君もエジソンをめざせ！！

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6,500円（会員及び同居家族登録者）　一般料金10,000円
子　供4,500円（4歳～小学生までの同居家族登録者）
同伴者9,000円（会員・同居家族以外）
※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
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
11月22日（木）17時までに互助会窓口必着

「とちおとめ」、「スカイベリー」、三重の「かおりの」、静岡の「紅ほっぺ・あきひめ」が 
1度に食べ比べできるなんて。いちご好きさ～ん大集合！！　　

益子で６種類のいちご食べ放題（練乳付）

お待たせいたし
ました!!

旅行取扱：さくらツーリスト㈱

昼食は大人気！
　新鮮ネタのにぎりずし食べ放題♪

寿司好きにはたまんね～～～ !!
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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……3,492人

事業所数…527所
（平成30年10月15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243号

平成30年11月１日発行



ふるさとの味宅送便
毎年大好評!!

冬の味 !!

沢田研二 ７０YEARS LIVE
OLD GUYS ROCK

新春寄席
「初笑い府中の森」

窓口
販売
会員証を

ご提示下さい

◆日　時 12月26日（水）17：00開演

◆会　場 東京国際フォーラム
 ホールＡ

◆価　格 全席指定7,500円
 （8,000円のところ）
 ※落ち着いてご覧いただける２階席となります。

◆枚　数 14枚　1会員2枚まで　

◆申込み 往復はがき
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい

◆締切り 11月16日(金) 17時互助会事務局必着

◆日　時 １月26日（土）17：30開演

◆会　場 調布市グリーンホール
 大ホール

◆価　格 全席指定5,200円
 （7,200円のところ)

◆枚　数 25枚　1会員2枚まで

◆申込み 往復はがき
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい

◆締切り 11月21日(水) 17時互助会事務局必着

歌舞伎座

～抒情（リリック）の夕べ～

第18回東京国際キルトフェスティバル
－布と針と糸の祭典－

美輪明宏 ロマンティック音楽会

「寿  新春大歌舞伎」
歌舞伎を見るなら歌舞伎座でしょ？　
新歌舞伎座にて、新春を華やかに絢蘭豪華な初芝居を
ご堪能下さい
演目・配役は未定です

円熟、軽妙、新進気鋭、色とりどりの話芸を新春にふさわしい
豪華な顔ぶれでお届けします

◆日　時 1月12日(土)夜の部

◆会　場 歌舞伎座

◆価　格 1等席14,000円
 （定価：平成30年度は1等席20,000円でした）

◆枚　数 10枚　1会員2枚まで

◆申込み 往復はがき
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい

◆締切り 11月21日(水) 17時互助会事務局必着

◆開催期間 2019年1月11日(金)～20日(日)
 ［10日間］
◆開催時間 10：00～21：00
 （最終日は18：00閉場）
 ※入場は閉場の30分前まで
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 800円（前売り券1,500円のところ）
 小学生以下無料（但し、大人1名の付き添いに4名まで)
◆販売期間 11月5日（月）～11月30日（金）
 ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を持参の上お買い求めください。
 ※１会員４枚まで

◆開催期間 2019年1月24日(木)～30日(水)
 ［7日間］
◆開催時間 9：30～18：00
 （初日は11：00開場、最終日は17：30閉場）
 ※入場は閉場の30分前まで
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 1,000円（前売券1,900円のところ）
 小学生以下無料（但し、大人の付き添いが必要)
◆販売期間 11月5日（月）～11月30日（金）
 ※予定数に達し次第終了
◆販売方法 互助会窓口で会員証を持参の上お買い求めください。
 ※１会員2枚まで

◆窓口販売 １枚500円　１会員１ヶ月４枚まで
 都度利用料1，030円（メガロスで支払）
◆有効期限 2019年3月31日まで

【主な内容】
祭…｢八戸三社大祭｣や｢青森ねぶた祭｣など全国から選抜した
　　祭り・伝統芸能を披露
市…「第10回 全国ご当地どんぶり選手権」や約380ブースが
　　出展する「にぎわい市」など、日本の“美味い”が盛り沢山

世界最大規模のキルトの祭典。
•特別企画｢印象派に恋して～キルトとアートの素敵な出会い」
 「南フランス・プロバンスの服飾魔法｣
•世界の人気キルター３人がやってくる！
 他、キルトマーケットやキルトトークショー
 コンテスト「日本キルト大賞」など

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

10kgセット（28玉または32玉入り）限定40箱 あっせん価格 4,000円（通常価格6,500円）
５kgセット（14玉または16玉入り）限定20箱 あっせん価格 2,600円（通常価格4,300円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
大好評のお米に引き続き、甘く熟したりんご（ふじ）をお宅まで直送します。 ※箱代・送料込み

11月19日（月）17時互助会窓口必着

※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、りんご代、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、12月中旬になります。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。
①「冬の味」○kg　　②会員番号　　③会員氏名　　④会員住所　　⑤電話番号
⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ） ⑦配達希望時間

申込方法

締め切り

ホームページからも申込みができるようになりました！

ジェフグルメカード

◆価　格 4,000円
 （1セット一般価格5,000円のところ）
 ※1セット=500円券／10枚

◆販売数 100セット
 ※１会員１セットまで

◆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 11月19日（月）
 17時互助会事務局必着
★利用店等は、ジェフのホームページをご覧下さい
　http://www.jfcard.co.jp

全国35,000店以上の様々な飲食店で、
お手軽にお使いいただけるジェフグルメカードを斡旋します。

全国共通食事券

◆日　時 1月12日（土）14：00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2,500円
 （3,800円のところ)

◆枚　数 20枚　1会員2枚まで
◆申込み 往復はがき
 １頁下段「チケット申込方法」を
 ご参照下さい
◆締切り 11月16日(金) 17時互助会事務局必着

ふるさと祭り東京2019
－日本のまつり・故郷の味－

スポーツクラブ　メガロス
【都度利用券】

東京サマーランド
感謝祭スペシャルクーポン

スポーツクラブに通いたいけど週1位しか行けない方に。
１回1，530円で利用できますよ～
（※通常１回3，240円のところ）
会員になるより絶対お得！！
首都圏25店舗、中部・東海２店舗合計27店舗で利用できます。

好評
発売中！！ 法人カード持参で

ルーム料金 30％オフ♪♪
10月1日、メニュー大幅リニューアル！！
50名様以上にご利用頂けるパーティールームを完備。
カラオケ以外でも会議や楽器練習など様々な用途でご利用
いただけます。
インターネットでも取得できます。
平成30年度ガイドブック14Pをご参照ください。

◆お問い合わせ：042-482-5251

シダックス調布国領クラブ法人カード
調布市勤労者互助会会員様限定

会員証を
ご提示下さい

窓口配付窓口配付 窓口
配付中
窓口
配付中

秋のイベント盛りだくさん！！
◆入　園
　（入園＋屋内プール＋屋内ウォータースライド）
 大人1,200円（通常2,000円)
 小学生・幼児・シニア無料（通常1,000円）
◆フリーパス
　（入園＋屋内プール＋屋内ウォータースライド＋のりもの乗り放題）
 大人1,700円（通常3,000円）
 小学生・幼児・シニア1,300円
 （通常小学生2,000円　幼児・シニア1,500円）
◆有効期間 11月30日（金）まで
※休園日 毎週水・木曜日

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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市…「第10回 全国ご当地どんぶり選手権」や約380ブースが
　　出展する「にぎわい市」など、日本の“美味い”が盛り沢山

世界最大規模のキルトの祭典。
•特別企画｢印象派に恋して～キルトとアートの素敵な出会い」
 「南フランス・プロバンスの服飾魔法｣
•世界の人気キルター３人がやってくる！
 他、キルトマーケットやキルトトークショー
 コンテスト「日本キルト大賞」など

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

10kgセット（28玉または32玉入り）限定40箱 あっせん価格 4,000円（通常価格6,500円）
５kgセット（14玉または16玉入り）限定20箱 あっせん価格 2,600円（通常価格4,300円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
大好評のお米に引き続き、甘く熟したりんご（ふじ）をお宅まで直送します。 ※箱代・送料込み

11月19日（月）17時互助会窓口必着

※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、りんご代、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、12月中旬になります。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。
①「冬の味」○kg　　②会員番号　　③会員氏名　　④会員住所　　⑤電話番号
⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ） ⑦配達希望時間

申込方法

締め切り

ホームページからも申込みができるようになりました！

ジェフグルメカード

◆価　格 4,000円
 （1セット一般価格5,000円のところ）
 ※1セット=500円券／10枚

◆販売数 100セット
 ※１会員１セットまで

◆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 11月19日（月）
 17時互助会事務局必着
★利用店等は、ジェフのホームページをご覧下さい
　http://www.jfcard.co.jp

全国35,000店以上の様々な飲食店で、
お手軽にお使いいただけるジェフグルメカードを斡旋します。

全国共通食事券

◆日　時 1月12日（土）14：00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2,500円
 （3,800円のところ)

◆枚　数 20枚　1会員2枚まで
◆申込み 往復はがき
 １頁下段「チケット申込方法」を
 ご参照下さい
◆締切り 11月16日(金) 17時互助会事務局必着

ふるさと祭り東京2019
－日本のまつり・故郷の味－

スポーツクラブ　メガロス
【都度利用券】

東京サマーランド
感謝祭スペシャルクーポン

スポーツクラブに通いたいけど週1位しか行けない方に。
１回1，530円で利用できますよ～
（※通常１回3，240円のところ）
会員になるより絶対お得！！
首都圏25店舗、中部・東海２店舗合計27店舗で利用できます。

好評
発売中！！ 法人カード持参で

ルーム料金 30％オフ♪♪
10月1日、メニュー大幅リニューアル！！
50名様以上にご利用頂けるパーティールームを完備。
カラオケ以外でも会議や楽器練習など様々な用途でご利用
いただけます。
インターネットでも取得できます。
平成30年度ガイドブック14Pをご参照ください。

◆お問い合わせ：042-482-5251

シダックス調布国領クラブ法人カード
調布市勤労者互助会会員様限定

会員証を
ご提示下さい

窓口配付窓口配付 窓口
配付中
窓口
配付中

秋のイベント盛りだくさん！！
◆入　園
　（入園＋屋内プール＋屋内ウォータースライド）
 大人1,200円（通常2,000円)
 小学生・幼児・シニア無料（通常1,000円）
◆フリーパス
　（入園＋屋内プール＋屋内ウォータースライド＋のりもの乗り放題）
 大人1,700円（通常3,000円）
 小学生・幼児・シニア1,300円
 （通常小学生2,000円　幼児・シニア1,500円）
◆有効期間 11月30日（金）まで
※休園日 毎週水・木曜日

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

2 3



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：益子で６種類のいちご食べ放題（練乳付）

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

氏名
事業所名
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

4

2 会員番号3

5

※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IC 中津川ＩＣ

9：40 ～ 10：30

12：15 ～ 13：35

10：35 ～ 11：20

真岡鐵道ＳＬ

調布市役所
7：00

出発
益子 吉村農園
６種類のいちご食べ放題

外池酒造
酒蔵見学・試飲

11：30 ～ 12：10
益子焼窯元共販センター

陶器見学・お買物

18：10到着予定
調布市

Process
行程

益子館 里山リゾートホテル
昼食／豚ごま御膳＋里山スイーツ

13：50 ～ 14：20
道の駅ましこ

お買物

14：30 ～15：01
益子駅

15：20～15：40
真岡駅

益子で６種類のいちご食べ放題（練乳付）益子で６種類のいちご食べ放題（練乳付）
一足お先に春を感じに行きましょう♪♪

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

　申込方法

　交 通
　締め切り

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交 通
◆締め切り

Process行程

１月27日（日）日帰り

昼食は里山リゾートホテルの豚ごま御膳と大人気「自家製オリジナル里山スイーツ」
日帰りでも里山の魅力を楽しめます。
そして大井川と秩父と並ぶ三大SLの1つ「真岡鐡道」にも乗れちゃう！！

夏休み親子の工作教室  実施報告
■実 施 日：８月18日（土）13時～16時30分 ■対　象：小学生と保護者　
■参加人数：10組29名（子供16名　保護者13名） ■作成品：❶簡易コイル・モーター　❷虹の万華鏡

　「君もエジソンを目指せ」をテーマに、電気通信大学様（以下電通
大）のご協力の元、80周年記念会館「リサ―ジュ」で開催されました。
　まずは「ＵＥＣコミュニケーションミュージアム」の見学からスター
ト。電通大の前身校は無線通信士の育成をミッションにしていたと
いうことで、歴史的に価値のある無線設備や航法装置が数多く遺さ
れていました。小学生にはチョット難しかったけど解説者付きで見学
できるめったにないチャンスでした。工作教室では『調布少年少女発
明クラブ』の皆さま（電通大のＯＢの方々）が手取り足取り教えてく
ださいました。まずは、「簡易コイルモーター」から。電気と磁気に
よって発生する電磁力の関係で回りますが、作るのは簡単だけど仕
組みを理解するのは難しいのでまずは回ればオッケー！！お父さん

も、お母さんも、おばあちゃまも、おじいちゃまも真剣そのもの。微妙
な調整で回ったり回らなかったりでやっと回った時の子供たちの嬉
しそうな顔。文章ではお伝えできずに残念です。これで夏休みの自
由研究は完成かな？時間のある子は「分光シートで虹の万華鏡」作り
に。太陽光を分光シートに通すと虹のような連続した光の色の帯が
現れます。作り方は比較的簡単！！完成した万華鏡で灯やＬＥＤ、白
熱電球を見るとそれぞれ違った光を観測できます。
　最後に全員で作品をもって集合写真をパチリ。お帰りには互助会
より電通大まんじゅう、電通大様よりトートバック、ボールペンなど
のおみやげを協賛いただきました。今回、夏休みに親子で楽しんでも
らいたくて企画したけど楽しんでいただけたかな～？

君もエジソンをめざせ！！

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6,500円（会員及び同居家族登録者）　一般料金10,000円
子　供4,500円（4歳～小学生までの同居家族登録者）
同伴者9,000円（会員・同居家族以外）
※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
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
11月22日（木）17時までに互助会窓口必着

「とちおとめ」、「スカイベリー」、三重の「かおりの」、静岡の「紅ほっぺ・あきひめ」が 
1度に食べ比べできるなんて。いちご好きさ～ん大集合！！　　

益子で６種類のいちご食べ放題（練乳付）

お待たせいたし
ました!!

旅行取扱：さくらツーリスト㈱

昼食は大人気！
　新鮮ネタのにぎりずし食べ放題♪

寿司好きにはたまんね～～～ !!

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……3,492人

事業所数…527所
（平成30年10月15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243号

平成30年11月１日発行


