
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：小湊鐵道トロッコ列車と最高級マスクメロン堪能！

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。

海ほたるＰＡ
（休憩）東京湾アクアライン

 
養老渓谷駅

(乗車)

市原鶴舞ＩＣ上総牛久駅
(下車)小湊鐵道里山トロッコ４

調布
7：00Process

行程 調布 IC 海ほたるＰＡ
（休憩）東京湾アクアライン 東京湾アクアライン

道の駅とみうら＋富浦マート＋お百姓市場
（お買物）

安田農園
マスクメロン堪能

百年古民家レストラン・季の音
昼食／和食懐石膳

調布
18：45頃

道の駅とみうら百年古民家レストラン・季の音 安田農園

海ほたるPA富浦マート

お百姓市場

Information

ゴールデンウィーク10連休のお知らせ
４月 27日（土）～５月６日（月）までお休みさせていただきます。
５月７日（火）より通常業務となります。

旅行取扱：さくらツーリスト

★ 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

伊豆の民宿・ホテル旅館利用補助

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。

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

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

同居の家族1,500円を
４施設で年間 3 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 8,100円～
小学生 7,560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

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

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 8,100円～
小学生 7,560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

令和元年度 レクリエーション事業
バスツアー・国内ツアー事業
 No         実施日 曜日 　　　　　　　　　   　　　事業名
 １ ５月19日 日 富津海岸潮干狩りとスパ三日月で入浴・ランチバイキング

 ２ ７月６日 土 涼風そよぐ里山 小湊鐵道トロッコ列車と房総の最高級マスクメロンを堪能！

 ３ ９月８日 日 リニア見学と清里ハイランドパークでランチバイキング
    一宮ぶどう狩り巨峰食べ放題・お土産付

 ４ 10月19～20日 土～日 秋色の新潟　山岳紅葉の絶景・奥只見湖クルーズ＆八海山ロープウェー

 ５ 10月27～29日 日～火 連合会合同旅行　２泊３日　北海道・函館方面

 ６ １月下旬 土・日 三嶋大社初詣と伊豆いちご狩り、関東最大級さがみこイルミリオン

 ７ ３月28日 土 一般公開！皇居乾通り桜の通り抜け　
    東京湾ランチクルーズと豊洲新市場＆築地場外市場

その他のレクリエーション事業・各種セミナー
No　　　 実施日 曜日 事業名
 1 ８月２日 金 『納涼の夕べ』

      ガイドと登る高尾山ハイキング
 2 10 月５日又は６日 土・日 薬王院護摩修行と写経体験
      昼食は薬膳料理

 3 11 月 17 日 日 ゴルフ大会

 ４ ２月 15 日～17 日 土～月 木島平スキー・スノボーツアー
      （２泊３日）

南伊豆 南伊豆

中伊豆東伊豆

受付
終了

メロン
1/2カット◆実 施 日

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交　　通
◆締め切り

７月６日（土）日帰り７月６日（土）日帰り
70名（最小催行人数60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8,000円（会員及び同居家族登録者）   一般料金12,000円
子供6,000円（小学生までの同居家族登録者に限ります）
同伴者大人10,000円
※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
31年度ガイドブック綴じ込みの『事業参加申込書』を
ＦＡＸか郵送してください
ホームページからもお申込みできます
★ハガキでの応募は受け付けておりません
 ☆同居家族の場合は事前登録が必要です
大型バス２台
５月22日（水）17時までに互助会窓口必着

お楽しみの昼食は百年古民家「季の音」で至極の海鮮優雅御膳をいただきます

朝食にサンドイッチをご用意いたします♪

贅沢な
グルメツアー !
おなかも心も
　　　大満足 !!

７月５日～８月2 9 日東京ドーム巨人戦
◆場　　所 東京ドーム
◆販売価格 指定席Ｂ 4,000 円（通常 5,000 円）

※△の試合は 3,500 円〈全試合 TDC グルメチケット付〉
　　（有効期限がございます　おつりは出ません）
◆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.①～⑦…５月 17 日（金）
　No.⑧～⑲…６月 28 日（金）
　各日共 17 時互助会事務局必着

涼風そよぐ里山 小湊鐵道トロッコ列車と
房総の最高級マスクメロンを堪能！
涼風そよぐ里山 小湊鐵道トロッコ列車と
房総の最高級マスクメロンを堪能！

開 期： ５月 25日（土）～６月 30日（日）
料 金： 入場券▶おとな 240 円（通常 300 円のところ）
 プラネタリウム観覧付入場券▶大人 700 円（通常 900 円のところ）

淡い赤や紫に目に鮮やかな青い花

色とりどりの紫陽花が今年も見ごろを迎えます。

水車小屋や旧町役場など博物館ならではの

昔の建物との競演をお楽しみください。

府中市郷土の森博物館 特別優待券互助会窓口配布のご案内

No  観戦日 対戦カード 開始時間

 ① ７月５日㈮ △DeNA 18時
 ② 7月６日㈯ △DeNA 18時
 ③ ７月７日㈰ △DeNA 14時
 ④ ７月26日㈮ △阪神 18時
 ⑤ ７月30日㈫ △広島 18時
 ⑥ ７月31日㈬ △広島 18時
 ⑦ ８月１日㈭ △広島 18時
 ⑧ ８月９日㈮ △ヤクルト 18時
 ⑨ ８月10日㈯ 　ヤクルト 14時
 ⑩ ８月11日㈰ 　ヤクルト 14時

No  観戦日 対戦カード 開始時間

 ⑪ ８月16日㈮ △阪神 18時
 ⑫ ８月17日㈯ 　阪神 14時
 ⑬ ８月18日㈰ 　阪神 13時
 ⑭ ８月23日㈮ △DeNA 18時
 ⑮ ８月24日㈯ 　DeNA 18時
 ⑯ ８月25日㈰ 　DeNA 14時
 ⑰ ８月27日㈫ △広島 18時
 ⑱ ８月28日㈬ △広島 18時
 ⑲ ８月29日㈭ △広島 18時

郷土の森郷土の森

あじさいあじさい
まつりまつり

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……3,472人

事業所数…527所
（平成31年3月末日現在）

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246号

令和元年5月１日発行



小椋 佳「歌談の会」 坂本 冬美 

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。

■有効期間…６月１日（土）～９月30日（月） 
■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22日（水）

ご注意
 下さい

◆日　時 ６月23日（日）12時開演
◆会　場 明治座
◆価　格 Ｓ席(１階席、２階席)
 8,000円(通常13,000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 ５月16日(木)　17時互助会事務局必着

楽しみ　悲しみ　笑いも　涙も　
生きていればこその　
味わいと　瞳綻ばせて　見晴るかす

恋　桜－いま花明かり－
～恋に喧嘩に笑いと涙
　ふたりの芸者の心の旅路～

坂本冬美オンステージ2019 
艶歌の桜道

◆日　時 ６月22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)
 ※未就学児の入場不可
◆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 5月16日(木)　17時互助会事務局必着

☆時間帯 月～木曜日：17時30分～21時30分
 金曜日：17時30分～22時
 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） 3,700円（通常料金6,000円）
　（月～木） シニア（65才以上）  3,400円（通常料金5,600円）
 小人（小学生） 1,800円（通常料金3,400円）
 幼児（４才～小学生未満） 1,000円（通常料金2,100円）
 ※税金、サービス料込
 ※金・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・シニア1,000円／小児・幼児400円（税金、サービス料込）
☆内　容 １月24日にリニューアルオープン、ライブ演出スポットを
 増強し、出来立ての演出を目の前でご覧いただくよにな
 りました。料金にはソフトドリンクが含まれます。
 ※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）

京王プラザホテル（新宿）
本館２階／スーパーブッフェ「グラスコート」

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
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。

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 2 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 14 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

第１部

第２部

ふるさとの味宅送便

「初夏の味」

山
形
県
東
根
市
か
ら
の
産
地
直
送

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 3,000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31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20日（月）17時互助会窓口必着締め切り

「
佐
藤
錦
」

さ
く
ら
ん
ほ
の
王
様

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 
チケットあっせん2 0 1 9 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

泉 ピン子
友情出演

  ファミリーミュージカル
『カモメに飛ぶことを教えた猫』

特別公演

◆日　時 ７月13日（土）11時開演
◆会　場 調布市グリーンホール　大ホール
◆価　格 S席大人3,500円
 （通常 5,400 円のところ )
 Ｓ席小学生以下2,000円
 （通常 3,240 円のところ）
◆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・小学生以下を明記して下さい
 　無い場合は大人とみなします
 　公演当日３歳以上有料（ひざ上観劇不可）
 　3歳未満の着席観劇は有料
◆締切り ５月16日(木)　17時互助会事務局必着

◆日　時 ７月21日（日）13時30分開演
◆会　場 キャッツ・シアター（東京大井町）
◆価　格 Ｓ席大人9,000円
 ( 通常 11,880 円のところ )
 Ｓ席子供4,000円
 （通常 5,940 円のところ）
 ※子供…公演当日3才以上、
 　　　　小学6年生まで
◆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
 ※２歳以下入場不可
◆締切り ５月20日(月)　17時互助会事務局必着

落語家としては言うに及ばず、

役者、脚本家など、

才能あふれるきらめく

　　　　二人の競演です。

◆日　時 ７月７日（日）18時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場　ふるさとホール
◆価　格 全席指定2,500円(通常3,800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 ５月16日(木)　17時互助会事務局必着

昇太×志らく× きらめき競演
府中の森  劇場笑第248回

劇団四季

『キャッツ』劇団四季

◆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2020年３月31日（火）
◆対象施設 95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 1,000円　※大人料金のみ
 （販売価格2,200円のところ）
◆販売期間 ５月８日（水）～
 ※売切れ次第終了

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】
東京を中心とする95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！

会員証を
ご提示下さい

窓口販売 東京・ミュージアム
ぐるっとパス2019

都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内

※利用の際は

事前予約が

必要です

第一部

第二部

☆時間帯 11時30分～15時の間の２時間
 ※除外日なし
☆価　格 2,600円（通常4,300円）
 ※税、サービス料込
☆内　容 「フランセーズ」コース
 メニュー例
 ● 前菜（宮城県女川産帆立貝とメカジキのエスカベッシュ)
 ● 魚料理（江戸前サーモンのプランチャー焼き）
 ● メインディッシュ（熊本県産あか牛のビトック 
    フォアグラを添えて）
 ● デザート（苺のティラミス）
 ● パン(コーヒー、紅茶 または ハーブティー)
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小椋 佳「歌談の会」 坂本 冬美 

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。

■有効期間…６月１日（土）～９月30日（月） 
■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22日（水）

ご注意
 下さい

◆日　時 ６月23日（日）12時開演
◆会　場 明治座
◆価　格 Ｓ席(１階席、２階席)
 8,000円(通常13,000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 ５月16日(木)　17時互助会事務局必着

楽しみ　悲しみ　笑いも　涙も　
生きていればこその　
味わいと　瞳綻ばせて　見晴るかす

恋　桜－いま花明かり－
～恋に喧嘩に笑いと涙
　ふたりの芸者の心の旅路～

坂本冬美オンステージ2019 
艶歌の桜道

◆日　時 ６月22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)
 ※未就学児の入場不可
◆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 5月16日(木)　17時互助会事務局必着

☆時間帯 月～木曜日：17時30分～21時30分
 金曜日：17時30分～22時
 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） 3,700円（通常料金6,000円）
　（月～木） シニア（65才以上）  3,400円（通常料金5,600円）
 小人（小学生） 1,800円（通常料金3,400円）
 幼児（４才～小学生未満） 1,000円（通常料金2,100円）
 ※税金、サービス料込
 ※金・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・シニア1,000円／小児・幼児400円（税金、サービス料込）
☆内　容 １月24日にリニューアルオープン、ライブ演出スポットを
 増強し、出来立ての演出を目の前でご覧いただくよにな
 りました。料金にはソフトドリンクが含まれます。
 ※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）

京王プラザホテル（新宿）
本館２階／スーパーブッフェ「グラスコート」

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
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。

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 2 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 14 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

第１部

第２部

ふるさとの味宅送便

「初夏の味」

山
形
県
東
根
市
か
ら
の
産
地
直
送

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 3,000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31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20日（月）17時互助会窓口必着締め切り

「
佐
藤
錦
」

さ
く
ら
ん
ほ
の
王
様

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 
チケットあっせん2 0 1 9 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

泉 ピン子
友情出演

  ファミリーミュージカル
『カモメに飛ぶことを教えた猫』

特別公演

◆日　時 ７月13日（土）11時開演
◆会　場 調布市グリーンホール　大ホール
◆価　格 S席大人3,500円
 （通常 5,400 円のところ )
 Ｓ席小学生以下2,000円
 （通常 3,240 円のところ）
◆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・小学生以下を明記して下さい
 　無い場合は大人とみなします
 　公演当日３歳以上有料（ひざ上観劇不可）
 　3歳未満の着席観劇は有料
◆締切り ５月16日(木)　17時互助会事務局必着

◆日　時 ７月21日（日）13時30分開演
◆会　場 キャッツ・シアター（東京大井町）
◆価　格 Ｓ席大人9,000円
 ( 通常 11,880 円のところ )
 Ｓ席子供4,000円
 （通常 5,940 円のところ）
 ※子供…公演当日3才以上、
 　　　　小学6年生まで
◆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
 ※２歳以下入場不可
◆締切り ５月20日(月)　17時互助会事務局必着

落語家としては言うに及ばず、

役者、脚本家など、

才能あふれるきらめく

　　　　二人の競演です。

◆日　時 ７月７日（日）18時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場　ふるさとホール
◆価　格 全席指定2,500円(通常3,800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 ５月16日(木)　17時互助会事務局必着

昇太×志らく× きらめき競演
府中の森  劇場笑第248回

劇団四季

『キャッツ』劇団四季

◆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2020年３月31日（火）
◆対象施設 95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 1,000円　※大人料金のみ
 （販売価格2,200円のところ）
◆販売期間 ５月８日（水）～
 ※売切れ次第終了

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】
東京を中心とする95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！

会員証を
ご提示下さい

窓口販売 東京・ミュージアム
ぐるっとパス2019

都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内都心の 有名ホテル食事券あっせんのご案内

※利用の際は

事前予約が

必要です

第一部

第二部

☆時間帯 11時30分～15時の間の２時間
 ※除外日なし
☆価　格 2,600円（通常4,300円）
 ※税、サービス料込
☆内　容 「フランセーズ」コース
 メニュー例
 ● 前菜（宮城県女川産帆立貝とメカジキのエスカベッシュ)
 ● 魚料理（江戸前サーモンのプランチャー焼き）
 ● メインディッシュ（熊本県産あか牛のビトック 
    フォアグラを添えて）
 ● デザート（苺のティラミス）
 ● パン(コーヒー、紅茶 または ハーブティー)
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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：小湊鐵道トロッコ列車と最高級マスクメロン堪能！

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。

海ほたるＰＡ
（休憩）東京湾アクアライン

 
養老渓谷駅

(乗車)

市原鶴舞ＩＣ上総牛久駅
(下車)小湊鐵道里山トロッコ４

調布
7：00Process

行程 調布 IC 海ほたるＰＡ
（休憩）東京湾アクアライン 東京湾アクアライン

道の駅とみうら＋富浦マート＋お百姓市場
（お買物）

安田農園
マスクメロン堪能

百年古民家レストラン・季の音
昼食／和食懐石膳

調布
18：45頃

道の駅とみうら百年古民家レストラン・季の音 安田農園

海ほたるPA富浦マート

お百姓市場

Information

ゴールデンウィーク10連休のお知らせ
４月 27日（土）～５月６日（月）までお休みさせていただきます。
５月７日（火）より通常業務となります。

旅行取扱：さくらツーリスト

★ 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

伊豆の民宿・ホテル旅館利用補助

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。

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

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

同居の家族1,500円を
４施設で年間 3 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 8,100円～
小学生 7,560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

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

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 8,100円～
小学生 7,560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

令和元年度 レクリエーション事業
バスツアー・国内ツアー事業
 No         実施日 曜日 　　　　　　　　　   　　　事業名
 １ ５月19日 日 富津海岸潮干狩りとスパ三日月で入浴・ランチバイキング

 ２ ７月６日 土 涼風そよぐ里山 小湊鐵道トロッコ列車と房総の最高級マスクメロンを堪能！

 ３ ９月８日 日 リニア見学と清里ハイランドパークでランチバイキング
    一宮ぶどう狩り巨峰食べ放題・お土産付

 ４ 10月19～20日 土～日 秋色の新潟　山岳紅葉の絶景・奥只見湖クルーズ＆八海山ロープウェー

 ５ 10月27～29日 日～火 連合会合同旅行　２泊３日　北海道・函館方面

 ６ １月下旬 土・日 三嶋大社初詣と伊豆いちご狩り、関東最大級さがみこイルミリオン

 ７ ３月28日 土 一般公開！皇居乾通り桜の通り抜け　
    東京湾ランチクルーズと豊洲新市場＆築地場外市場

その他のレクリエーション事業・各種セミナー
No　　　 実施日 曜日 事業名
 1 ８月２日 金 『納涼の夕べ』

      ガイドと登る高尾山ハイキング
 2 10 月５日又は６日 土・日 薬王院護摩修行と写経体験
      昼食は薬膳料理

 3 11 月 17 日 日 ゴルフ大会

 ４ ２月 15 日～17 日 土～月 木島平スキー・スノボーツアー
      （２泊３日）

南伊豆 南伊豆

中伊豆東伊豆

受付
終了

メロン
1/2カット◆実 施 日

◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交　　通
◆締め切り

７月６日（土）日帰り７月６日（土）日帰り
70名（最小催行人数60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8,000円（会員及び同居家族登録者）   一般料金12,000円
子供6,000円（小学生までの同居家族登録者に限ります）
同伴者大人10,000円
※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
31年度ガイドブック綴じ込みの『事業参加申込書』を
ＦＡＸか郵送してください
ホームページからもお申込みできます
★ハガキでの応募は受け付けておりません
 ☆同居家族の場合は事前登録が必要です
大型バス２台
５月22日（水）17時までに互助会窓口必着

お楽しみの昼食は百年古民家「季の音」で至極の海鮮優雅御膳をいただきます

朝食にサンドイッチをご用意いたします♪

贅沢な
グルメツアー !
おなかも心も
　　　大満足 !!

７月５日～８月2 9 日東京ドーム巨人戦
◆場　　所 東京ドーム
◆販売価格 指定席Ｂ 4,000 円（通常 5,000 円）

※△の試合は 3,500 円〈全試合 TDC グルメチケット付〉
　　（有効期限がございます　おつりは出ません）
◆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.①～⑦…５月 17 日（金）
　No.⑧～⑲…６月 28 日（金）
　各日共 17 時互助会事務局必着

涼風そよぐ里山 小湊鐵道トロッコ列車と
房総の最高級マスクメロンを堪能！
涼風そよぐ里山 小湊鐵道トロッコ列車と
房総の最高級マスクメロンを堪能！

開 期： ５月 25日（土）～６月 30日（日）
料 金： 入場券▶おとな 240 円（通常 300 円のところ）
 プラネタリウム観覧付入場券▶大人 700 円（通常 900 円のところ）

淡い赤や紫に目に鮮やかな青い花

色とりどりの紫陽花が今年も見ごろを迎えます。

水車小屋や旧町役場など博物館ならではの

昔の建物との競演をお楽しみください。

府中市郷土の森博物館 特別優待券互助会窓口配布のご案内

No  観戦日 対戦カード 開始時間

 ① ７月５日㈮ △DeNA 18時
 ② 7月６日㈯ △DeNA 18時
 ③ ７月７日㈰ △DeNA 14時
 ④ ７月26日㈮ △阪神 18時
 ⑤ ７月30日㈫ △広島 18時
 ⑥ ７月31日㈬ △広島 18時
 ⑦ ８月１日㈭ △広島 18時
 ⑧ ８月９日㈮ △ヤクルト 18時
 ⑨ ８月10日㈯ 　ヤクルト 14時
 ⑩ ８月11日㈰ 　ヤクルト 14時

No  観戦日 対戦カード 開始時間

 ⑪ ８月16日㈮ △阪神 18時
 ⑫ ８月17日㈯ 　阪神 14時
 ⑬ ８月18日㈰ 　阪神 13時
 ⑭ ８月23日㈮ △DeNA 18時
 ⑮ ８月24日㈯ 　DeNA 18時
 ⑯ ８月25日㈰ 　DeNA 14時
 ⑰ ８月27日㈫ △広島 18時
 ⑱ ８月28日㈬ △広島 18時
 ⑲ ８月29日㈭ △広島 18時

郷土の森郷土の森

あじさいあじさい
まつりまつり
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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……3,472人

事業所数…527所
（平成31年3月末日現在）

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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