
ツアー・イベント申込方法

1 例：JAL機体整備工場見学とラーメン作り体験

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。
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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。

応募は１事業（1チケット）につき、1会員、1回です
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JAL機体整備工場見学と
カップヌードルミュージアムチキンラーメン作り体験

フォレスタコンサート in 調布島津 亜矢 コンサート２０１９

ワンワンまつり 槇原 敬之
Concert Tour 2019パーティー編

◆日　時 3月５日（火）14時開演

◆会　場 調布市グリーンホール

◆価　格 全席指定4,000円
 (5,800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 1月18日（金）17時互助会事務局必着

◆日　時 3月２日（土）15時30分開演

◆会　場 オリンパスホール八王子

◆価　格 Ｓ席4,500円
 (Ｓ席6,500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 1月17日（木）17時互助会事務局必着

出  演：ワンワン、うーたん、ジャンジャン、ジャンコ、
　　　りんたろう、もぐちゃん
◆日　時 ３月９日（土）13時開演

◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール

◆価　格 Ａ席2,000円
 （全席指定2,700円のところ)
 当日１歳以上は有料　

◆枚　数 30枚　1会員4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 1月17日（木）　17時互助会事務局必着

◆日　時 ３月16日（土）18時30分開演

◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール

◆価　格 全席指定6,000円
 (7,800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 １月9日（水）　17時互助会事務局必着

美しい日本の詩と旋律を歌い継ぐ、音大出身の
実力派コーラスグループ

世界らん展2019
ー花と緑の祭典ー

テーブルウェア・フェスティバル2019
～暮らしを彩る器展～

◆開催期間 2月15日（金）～2月22日（金）
◆開催時間 10時～21時
 （初日は12時開場　2月17日・18日・
 22日は17時30分閉場）
 ※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）
 中学生以下は無料。
 （ただし中学生は要学生証提示、小学生以下は要保護者同伴）
◆販売期間 １月７日（月）～31日（木）　※予定数に達し次第終了　
◆販売方法 互助会窓口で会員証をご提示の上、お買い求め下さい。
 ※１会員２枚迄

◆開催期間 ２月３日（日）～２月11日（月・祝）

◆開催時間 10時～19時
 （初日は11時開場
 最終日は18時閉場）
　 ※入場は閉場の1時間前まで　

◆会　　場 東京ドーム

◆価　　格 1,000円
 （前売券1,800円のところ）
 小学生以下は無料。（ただし大人の付き添いが必要）

◆販売期間 １月７日（月）～31日（木）
 ※予定数に達し次第終了　

◆販売方法 互助会窓口で会員証をご提示の上、
 お買い求め下さい。
 ※１会員２枚迄　

29回目を迎える今回は、蘭だけでなくバラやチューリップなどの
花々や、多肉植物などの緑を取り入れた「花と緑の祭典」へと
大幅にリニューアルをして開催いたします。

ⓒNHK・NHKエデュケーショナル

窓口販売
会員証を

ご提示下さい
会員証を

ご提示下さい

窓口販売

パノラマランド木島平到着
24：00頃

宿泊
調布市役所裏

出発

19：00
調布IC

中央道

JAL機体整備工場
11：00～13：30

見学
調布市役所裏 横浜中華街

14：10～15：45

自由昼食
カップヌードルミュージアム

16：00～18：00

チキンラーメン作り体験
調布市

19：00到着予定

出発

9：30
調布IC

中央道

パノラマランド木島平
宿泊宿泊

朝食 夕食夕食自由滑走
終日

旅行取扱 ： 全国ネットツーリスト ※交通事情により時間は前後しますのでご了承下さい

旅行取扱 ： ㈱スペース・プラン ※交通事情により時間は前後しますのでご了承下さい

行 程
１日目

2/15
金曜日

２日目

2/16
土曜日

朝食 自由滑走
午前中

豊田・飯山IC 調布IC 調布市
到着

到着

18：30到着予定
道の駅「ふるさと豊田」

買い物
昼食

中央道
パノラマランド木島平

出発12：00

３日目

2/17
日曜日

★実 施 日 2月15日（金）～17日（日） 2 泊3日
★募集人数 30 名（最少催行人数 20 名、応募多数の場合は抽選）
 ※１名参加の場合は、相部屋になることもあります

★参 加 費 大人16,000 円（会員及び同居家族登録者）
 子供 12,000 円（3歳から小学生までの同居家族登録者）
 ※同伴者は大人も子供もプラス4,000 円　★1.5日分のリフト券が付いてます
 ※食事は４食…2日目の朝食と夕食・3日目の朝食と昼食（２日目の昼食は自己負担）
 ※スキーをされない方の参加費はお問い合わせ下さい

★申込方法 １頁下段の「ツアー・イベント申込方法」をご参照下さい。 
 代表の方は、ツアー中に連絡が取れるご本人持参の携帯番号も明記して下さい。
★交　　通 大型観光バス1台
★締 切 り １月17日（木）17 時までに互助会窓口必着

木島平の冬を楽しむ スキー・スノボーツアー
スキー等のレンタル、スキー教室もあります！！（各自現地精算）

JAL機体整備工場見学と
カップヌードルミュージアムチキンラーメン作り体験

JAL機体整備工場見学と
カップヌードルミュージアムチキンラーメン作り体験

行程

なかなか予約の取れない JAL機体整備工場…やっと取れまし
た。

昼食は横浜中華街を散策しながらお好きなものをご自由に召し上がれ♪♪

▶実 施 日： 3月21日（木・祝）日帰り
▶募集人員： 限定 42名（応募多数の場合は抽選になります）
▶参 加 費： 大人・子供共通３,000 円（会員及び同居家族登録者）　一般料金 6,000 円
 子　供（4歳～小学生までの同居家族登録者）
 同伴者 6,000 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。
 　  注意事項  ①ＪＡＬ機体整備工場は小学生未満のお子様は安全上の理由で見学できません。
 　　　　　　②昼食は横浜中華街で自由昼食となり 14時過ぎとなりますので、バスの中で召し上がれる
 　　　　　　　軽食をご用意いたします。

▶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
▶交　　通： 大型バス 1台
▶締め切り： 1 月 24 日（木）17時までに互助会窓口必着

チキンラーメン作りの予約（3ヶ月前）が取れなかった場合は見学のみとなります。

チケットあっせん2 0 1 9
申込み多数の場合は抽選　注 締切日に投函されても間に合いません
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 　　　　　　　軽食をご用意いたします。

▶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
▶交　　通： 大型バス 1台
▶締め切り： 1 月 24 日（木）17時までに互助会窓口必着

チキンラーメン作りの予約（3ヶ月前）が取れなかった場合は見学のみとなります。

チケットあっせん2 0 1 9
申込み多数の場合は抽選　注 締切日に投函されても間に合いません
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調布市勤労者互助会

1 2 9 5

奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド　

◆会　　期 ２月９日（土）～４月７日（日）
◆休 室 日 月曜日、２月12日(火)　※ただし、２月11日(月・祝)、４月１日(月)は開室
◆開室時間 ９時30分～17時30分（入室は閉室の30分前まで）
◆夜間開室 金曜日、３月23日(土)、30日(土)、４月６日(土)は9時30分～20時
 （入室は閉室の30分前まで）
◆会　　場 東京都美術館
◆価　　格 一般700円（前売券1,400円のところ） ※中学生以下は無料
◆販売期間 １月７日（月）～31日（木） ※予定数に達し次第終了　
◆販売方法 互助会窓口で会員証をご提示の上、お買い求めください。※1会員2枚迄　

本展は、1970年に刊行された美術史家・辻惟雄による『奇想の系譜』に基づく、江戸時代の
「奇想の絵画」の決定版です。岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、歌川国芳に、
白隠慧鶴、鈴木其一を加えた8人の代表作を一堂に会し、重要文化財を多数含む展示を
予定しています。豊かな想像力、奇想天外な発想にみちた江戸絵画の魅力を紹介。
現代の目を通した新しい「奇想の系譜」を発信します。

窓口販売
会員証を

ご提示下さい
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さがみ湖イルミリオン入園券 2019年1/7（月）～2/11（月・祝）有効

大 人 800円× 名（通常1,000円）

小 人・ペット（犬） 500円× 名（通常700円）
※大人：中学生以上、小人：3歳～小学生、ペット（犬）は、体高50ｃｍ以下の中型犬・小型犬に限ります。
※１枚で5名様まで利用できます。（コピー可） ※本券を切り取り、施設窓口へご提出ください。※本券を
切り取り、利用当日に料金を添えて入場窓口へご提出下さい。※神奈川県相模原市緑区若柳1634

℡：0570-037-353 ※営業時間等詳細はお問い合わせください。
※転売等の不正防止のため、身分証の提示を求めることがあります。

フジヤマスノーリゾートイエティ リフト券 2019年1/8日（火）～2/11（月・祝）有効

平日 土休日 ナイター（15：30～）

大 人
2,500円× 名
（通常3,500円）

3,000円× 名
（通常4,000円）

1,800円× 名
（通常2,500円）

小人・
シニア

1,500円× 名
（通常2,500円）

2,000円× 名
（通常3,000円）

1,300円× 名
（通常2,000円）

※大人：中学生以上、小人：3歳～小学生、シニア:60歳以上（要証明※１枚で5名様まで利用できます。（コピー可） 本券を
切り取り、施設窓口へご提出ください。※静岡県裾野市須山字藤原2428 ℡：055-998-0636 ※営業時間等詳細はお問
い合わせください。※転売等の不正防止のため、身分証の提示を求めることがあります。

2019年1/8（火）～2/11（月・祝）有効

期間 フリーパス （スケート滑走込）

大 人 4,600円× 名 （通常5,700円）

中高生 4,200円× 名 （通常5,200円）

小学生 3,500円× 名 （通常4,300円）

1,800円× 名 （通常2,000円）

1/26(土)、27(日)2日間限定クーポン

フリーパス（スケート滑走込） 乗り物3回券

4,200円× 名（通常5,700円） 3,300円× 名

3,500円× 名（通常5,200円） 3,300円× 名

2,700円× 名（通常4,300円） 2,000円× 名

1,800円× 名（通常2,000円） 1,350円× 名

※大人：18歳以上、幼児：1歳以上、シニア：65歳以上※１枚で5名様まで利用できます。（コピー可）※本券を切り取り、受付窓口へご提出ください。

※「絶凶・戦慄迷宮」は別途料金がかかります。※住所：山梨県富士吉田市新西原5-3-1、 TEL：0555-23-2111 ※休園日等お問合せください。

※1/26、1/27は当日現金のみ有効。※1/26、27の2日間は施設利用補助券併用不可※転売等の不正防止のため、身分証の提示を求めることがあります。

幼児・シニア
・障がい者

＊調布市勤労者互助会の皆様へ  ＊FUJIYAMA倶楽部より冬のお得なご案内＊調布市勤労者互助会の皆様へ  ＊FUJIYAMA倶楽部より冬のお得なご案内
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事務局からのお知らせ
★小・中学校の入学祝い金(10,000円)の申請は４月１日からです。
　就学通知書のコピーを忘れずに取っておいて下さい。
 申請には平成31年度ガイドブック（３月号と同梱）に綴じられている給付申請書と教育委員会から送られて来
る就学通知書のコピーが必要です。

 給付申請書はホームページからもプリントできます。
★住所変更、同居家族の変更などは速やかに変更届を提出してください。
 今期も木島平のお米、りんご・山形のさくらんぼ・バスツアーなど、毎回たくさんのご応募をありがとうござ
います。

 ご応募に際し会員登録時の住所データ・同居家族データを参照して受付作業を行いますが申込住所が登録
住所と異なっているケースや家族登録がないケースがございます。

 事前に変更手続きを行っていただけますと今後の受付作業をスムーズに行えますのでよろしくお願いいたし
ます。

 変更届けはガイドブックに綴られています。ホームページからもプリントできます。
★永年勤続者祝い金（商品券１万円分）の贈呈を行いました。
 毎年同一事業所に15年間勤務した従業員の会員を対象に商品券を贈呈しています。
 30年度は40事業所65名が対象となりました。
★年末年始の開館日
 年末は12月28日（金）迄　
 年始は１月４日（金）から但し１５時まで　
　１月７日（月）より通常業務

伊豆 伊東温泉「ホテルラヴィエ川良」

住　所：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。

伊豆 畑家温泉「大仙家」

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

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。

伊豆の民宿・ホテル旅館利用補助
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
詳しくは、平成30年度ガイドブック13頁をご覧下さい。

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
４施設で年間2泊分まで
補助します!!（3歳以上）
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