
ツアー・イベント申込方法

1 例：奥只見湖クルーズ＆八海山ロープウェー
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込み下さい。
締切日に投函されても間に合いません。
※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
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。
切手は62円です。不足の場合は無効となります。
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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

氏名

10/19
（土）

10/20
（日）

（出発）
調布
6:30

調布 IC
（見学／トンネル）

日本三大渓谷・
清津峡渓谷

（昼食）
かま炊きめしや

こめ太郎

（ロープウェイ乗車）
八海山ロープウェイ

（見学・試飲・買物）
魚沼の里
（八海酒造）

（宿泊）
越後湯沢温泉 

NASPA ニューオータニ

（到着）
調布
19:00

（昼食／へぎそば）
角屋そば

本店

（買物）
道の駅

ゆのたに
調布 IC

（出発）
越後湯沢温泉

NASPA ニューオータニ
8:30

（通過）
奥只見シルバーライン
（22.6 キロのトンネル）

　　（見学・乗船）
奥只見ダム……奥只見

（下船）
銀山平

奥只見湖遊覧船

大人　18歳以上 

6,800円（通常料金 7,400円）

中人（中学・高校生）12～17歳

5,900円（通常料金 6,400円）

小人（幼児・小学生）4～11歳
4,400円（通常料金 4,800円）

◆実施期間　2019年９月１日㈰～９月30日㈪　　　◆販売期間　2019年８月１日㈭～９月30日㈪ 18時まで
◆パスポートの購入方法
　　❶「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用サイト（URL：dcp.go2tdr.com）にアクセス
　　❷「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『パスポートのご購入はこちらから』のボタンをクリック
　　❸「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用トップ画面にリンクするので、下記を入力

 　団体番号　 1295 プランパスワード　 thanks20191
　　※入園制限中のパークではご利用いただけません。 ※本パスポートから他のパスポートへの変更（他のパスポートから本パスポートへの変更も）はできません。

※通常料金は予告なく変更になる場合があります。

今年は43事業所100名と昨年を上回る参加となりました。
総合司会は㈱三誠の渡部理事。抽選司会は女性初の㈱山田屋本
店の秋沢理事。令和を迎えての初めてのフラパーティーは両司会
者の巧みなトークのもと、例年にも負けず大盛り上がりとなりまし
た。バンドは毎年恒例の『アロハハワイアンズ』と『ハーラウ　フ
ラ』の皆さん。会場は南国ムードたっぷりなハワイアン一色に！！
メインイベントの抽選会では全員に景品が当たり、大盛り上がり
の中、美空ひばりの「川のながれのように」をバンドの演奏とフラ
の踊りに合わせて全員で熱唱しました。おみやげとしてユウキ食
品㈱様より地中海のシーソルト／マカダミアオイル／ラズベリー&
レモン飲料の３種類をいただき、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・団体の方々にこの場を
お借りて御礼申し上げます。
★協賛事業所名（敬称略・順不同）
調布市役所・千歳計装・㈱三晴工業・㈱山田屋本店・㈲大日の出プランニング・㈲
特殊バネ研究所・㈱シモヤマ・平井設備㈱・㈱やまぐち・カスタムテーラーサトウ・
㈱フクヤサービス・㈱築・イオンシネマシアタス調布・㈱よみうりランド・木島平観光㈱・
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・㈱セラヴィ―リゾート泉郷・サンリオピューロランド・㈱東京ドーム・
メガロス調布・㈲サンコン・丘の湯・㈱三誠・㈱田中土質基礎研究所・ユウキ食品㈱

フラパーティーの実施報告書

◆実 施 日：◆実 施 日：

◆募集人員：
◆参 加 費：

◆申込方法：

◆交　　通：
◆締め切り：

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)
２名１室27,000円（通常料金37,000円）
３名１室26,000円（通常料金35,900円）
★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。
31年度ガイドブック綴じ込みの『事業参加申込書』に記入
の上、ＦＡＸか郵送してください。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１台
9月19日（木）17時までに互助会窓口必着　　　

Process
行程

清津峡渓谷トンネル清津峡渓谷トンネル
日本三大渓谷で１度は見たい
絶景・紅葉と渓谷の競演も乞
うご期待♪

八海山ロープウェー八海山ロープウェー
360 度の大パノラマと眼下に
広がる紅葉のじゅうたん。

奥只見湖遊覧船奥只見湖遊覧船
大人気の紅葉観賞スポット
シルバーラインを通って秋の秘境へ。
鏡のような湖面からは美しい紅葉が。

１日目の朝は
嬉しいサンドイッチ付。
１日目の朝は
嬉しいサンドイッチ付。

ツアーのポイント

昼食もお楽しみ♪♪
１日目

かま炊きめしや「こめ太郎」の
釜炊きこしひかり膳
米どころ、南魚沼の真珠のような輝きでふっくら
美味しいこしひかり。
２日目

角屋そば本店
（元祖小千谷そば）のへぎそば

10月19日（土）～20日（日）１泊２日10月19日（土）～20日（日）１泊２日

※ 同伴者の料金は通常料
金より2,000円引

※ 同居家族の子供料金は
会員料金より3,000円引

※ 同伴者子供の設定はあ
りません。

旅行取扱：さくらツーリスト

事務局か ら の
お知らせ

★調布市商工会開催の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。

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

料　　金▶2,500 円（通常 5,400 円）大人・子供共通（3 歳以上）
入園 +アシカショー + 乗り物フリー

有効期限▶令和 2 年 3 月 31 日まで１会員年間４枚→８枚まで購入できるようになりました。
朗報 よみうりランドワンデーパス窓口販売中！！よみうりランドワンデーパス窓口販売中！！

◆会　　期 10月14日（月・祝）～11月24日（日）
 ※休館日▶月曜日と11月５日（火）
 　ただし10月14日(月・祝)と11月４日（月・休）は開館

◆会　　場 東京国立博物館　平成館
  (東京・上野公園)　　
◆価　　格 一般700円 (前売り1,500円のところ)
 ※中学生以下無料

◆枚　　数 30枚　１会員２枚まで

◆販売期間 9月17日（火）10時より　※予定数に達し次第終了

　正倉院の世界
  　　　皇室がまもり伝えた美

御即位記念
特別展

今、受け継がれる悠久の美。

正倉院宝物と法隆寺献納宝物の

代表作を公開。

会員証を
ご提示下さい

互助会
窓口販売

山岳紅葉の絶景秋色の新潟　秋色の新潟　

期間中、「東京ディズニーランド」又は「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日ご利用い
ただける、お得なパスポートです。「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」のみ
での販売となり（クレジット決済）、『コーポレートプログラム利用券』を併用できます。

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

「サンクス・フェスティバル」パスポート
2019年度

第１回

奥只見湖クルーズ奥只見湖クルーズ
八海山ロープウェー八海山ロープウェー
＆

山岳紅葉の絶景

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……3,523人

事業所数…525所
（令和元年8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248号

令和元年９月１日発行



会員証を
ご提示下さい

互助会
窓口販売

会員証を
ご提示下さい

互助会
窓口販売

ジャン＝ミシェル・バスキア
Untitled, 1982
Yusaku Maezawa Collection, Chiba
Artwork © Estate of Jean-Michel Basquiat. 
Licensed by Artestar, New York

https://drive.google.com/drive/folders/13EIiygHSWHorXTKM75eBZOmunj5iO-2T?usp=sharing

◆料　金 大人子供共通500円
 ※有料アトラクションは含みません
 ※３歳以下は無料
 　大人：中学生以上（通常1,500円）
 　子供：4歳以上小学生以下（通常1,000円）

◆有効期限 2020年3月31日まで
◆枚　数 40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19日（木) 
 17時互助会事務局必着

バスキア展
メイド・イン・ジャパン

◆会　　期 9月21日（土）～11月17日（日）
 ※休館日：9月24日(火)

◆会　　場 森アーツセンターギャラリー
 (六本木ヒルズ森タワー52階)　　

◆価　　格 一般1,000円
 (前売り1,900円のところ)

◆枚　　数 40枚　1会員2枚まで

◆販売期間 9月17日（火）10時より
 ※予定数に達し次第終了

1980年代、NYのアートシーンに旋風を巻き起こしたが、わずか
27歳で悲劇的な死を遂げた天才画家ジャン=ミシェル・バスキア。
世界各地から集めた約130点を展示する、日本オリジナル、
日本初となる本格的な展覧会です。

◆日　時 11月16日（土）14時開演
◆会　場 オリンパスホール八王子
◆価　格 全席指定
 一般3,000円(通常5,000円のところ)
 こども1,500円(通常2,500円)　
 ※３歳～中学生まで
 ※２歳以下入場不可　

◆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 9月20日（金)17時互助会事務局必着

ジブリの思い出がいっぱい
オーケストラによるドリームコンサート

イオンシネマ映画観賞券

スペシャルナビゲーター： 松田洋治　俳優・声優　
 「もののけ姫」アシタカ役

ムーミンバレーパーク入園チケット

◆日　時 10月2日（水）
 18時30分開演

◆会　場 調布市グリーンホール
 大ホール

◆価　格 全席指定6,000円
 (通常8,250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 9月12日（木) 17時互助会事務局必着

音楽劇 ふるあめりかに袖はぬらさじ

◆日　時 11月3日（日）12時開演
◆会　場 明治座
◆価　格 Ｓ席7,500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 9月19日（木) 17時互助会事務局必着

音楽劇として甦る不朽の名作

渡辺 美里
Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020

◆有効期限 10月１日（火）～令和２年３月31日（火）
◆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
◆販売期間 ９月17日（火）10時より　※予定数に達し次第終了

全国のイオンシネマで利用できます!!

【作】有吉佐和子　【潤色／演出】原田  諒（宝塚歌劇団）
【主演】大地真央

親 ル睦 ゴ フ 会大親 ル睦 ゴ フ 会大

★実 施 日 11月17日（日）
★場　　所 大月カントリークラブ
 山梨県大月市富浜町鳥沢7084番地
 TEL　0554－26－5559

★募集人員　40名
★スタート 午前７時（イン・アウト）

★参 加 費 会員及び同居家族　19,500円（通常22,500円）
 会員以外の同伴者　22,500円
 ※景品含みます。
★申込方法 31年度ガイドブック綴じ込みの『事業参加申込書』
 に記入の上、FAX か郵送してください。
 ★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。
★締 切 り ９月24日（火）

現地集合

１名参加大歓迎！！

キャディーと昼食付・パーティー費・景品代込みキャディーと昼食付・パーティー費・景品代込み

コンペの景品も乞うご期待！！
 (新ぺリア方式ハンディー上限なし)
コンペの景品も乞うご期待！！
 (新ぺリア方式ハンディー上限なし)

35th Anniversary 
勤労者互助会

今年３月埼玉県飯能市にオープン！いま話題のテーマパークです

ふるさとの味宅送便
秋の味 !!

毎年大好評!!

９月１９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 7,1００円） ５０セット

５ｋｇ あっせん価格 ２，２００円（通常価格 4,3００円） ２０セット

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 x 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 !

「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。

【締 切 り】

北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」

※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。

薬王院にて護摩焚き・精進料理の昼食・
写経体験と盛り沢山なコースです。ガイドと登る高尾山ハイキングガイドと登る高尾山ハイキング

ツアーのポイント

（護摩焚き・精進料理・写経）

（12：30～14：30）（～11：30） (8:45)出発
ケーブルカー清滝駅 ==＝= 高尾山山頂 ==＝ 薬王院 ==＝ 解散行 

程

◎薬　王　院 御護摩修行。煩悩を焼き清めるという御護摩焚き。
 精進料理の昼食。旬の食材を盛り込んだお料理。
 食後は写経をして心を清めていただきます。

◎高尾山山頂 ガイドと一緒に歩きます。
 普段は気づかない高尾山の魅力が発見できるかも。
 山登りに適した服装でご参加ください。

◆実 施 日 10月５日（土）　
◆コ ー ス 稲荷山コース…歩行距離　3.6km
 滝や川があるマイナスイオンたっぷりの「水の
 コース」（状況に依り変更する場合もあります）
◆集　　合 8時45分　ケーブルカー清滝駅
◆募集人員 20名　※応募多数の場合は抽選となります。
◆参 加 費 2,500円（会員及び同居家族）　一般料金4,850円
 同伴者4,000円（会員以外）
 ★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。

◆申込方法 31年度ガイドブック綴じ込みの『事業参加申込
 書』に記入の上、FAX か郵送してください。
 ★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。

◆締 切 り 9月12日(木)

新
企
画

2 3
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互助会
窓口販売

会員証を
ご提示下さい

互助会
窓口販売

ジャン＝ミシェル・バスキア
Untitled, 1982
Yusaku Maezawa Collection, Chiba
Artwork © Estate of Jean-Michel Basquiat. 
Licensed by Artestar, New York

https://drive.google.com/drive/folders/13EIiygHSWHorXTKM75eBZOmunj5iO-2T?usp=sharing

◆料　金 大人子供共通500円
 ※有料アトラクションは含みません
 ※３歳以下は無料
 　大人：中学生以上（通常1,500円）
 　子供：4歳以上小学生以下（通常1,000円）

◆有効期限 2020年3月31日まで
◆枚　数 40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19日（木) 
 17時互助会事務局必着

バスキア展
メイド・イン・ジャパン

◆会　　期 9月21日（土）～11月17日（日）
 ※休館日：9月24日(火)

◆会　　場 森アーツセンターギャラリー
 (六本木ヒルズ森タワー52階)　　

◆価　　格 一般1,000円
 (前売り1,900円のところ)

◆枚　　数 40枚　1会員2枚まで

◆販売期間 9月17日（火）10時より
 ※予定数に達し次第終了

1980年代、NYのアートシーンに旋風を巻き起こしたが、わずか
27歳で悲劇的な死を遂げた天才画家ジャン=ミシェル・バスキア。
世界各地から集めた約130点を展示する、日本オリジナル、
日本初となる本格的な展覧会です。

◆日　時 11月16日（土）14時開演
◆会　場 オリンパスホール八王子
◆価　格 全席指定
 一般3,000円(通常5,000円のところ)
 こども1,500円(通常2,500円)　
 ※３歳～中学生まで
 ※２歳以下入場不可　

◆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 9月20日（金)17時互助会事務局必着

ジブリの思い出がいっぱい
オーケストラによるドリームコンサート

イオンシネマ映画観賞券

スペシャルナビゲーター： 松田洋治　俳優・声優　
 「もののけ姫」アシタカ役

ムーミンバレーパーク入園チケット

◆日　時 10月2日（水）
 18時30分開演

◆会　場 調布市グリーンホール
 大ホール

◆価　格 全席指定6,000円
 (通常8,250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 9月12日（木) 17時互助会事務局必着

音楽劇 ふるあめりかに袖はぬらさじ

◆日　時 11月3日（日）12時開演
◆会　場 明治座
◆価　格 Ｓ席7,500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 9月19日（木) 17時互助会事務局必着

音楽劇として甦る不朽の名作

渡辺 美里
Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020

◆有効期限 10月１日（火）～令和２年３月31日（火）
◆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
◆販売期間 ９月17日（火）10時より　※予定数に達し次第終了

全国のイオンシネマで利用できます!!

【作】有吉佐和子　【潤色／演出】原田  諒（宝塚歌劇団）
【主演】大地真央

親 ル睦 ゴ フ 会大親 ル睦 ゴ フ 会大

★実 施 日 11月17日（日）
★場　　所 大月カントリークラブ
 山梨県大月市富浜町鳥沢7084番地
 TEL　0554－26－5559

★募集人員　40名
★スタート 午前７時（イン・アウト）

★参 加 費 会員及び同居家族　19,500円（通常22,500円）
 会員以外の同伴者　22,500円
 ※景品含みます。
★申込方法 31年度ガイドブック綴じ込みの『事業参加申込書』
 に記入の上、FAX か郵送してください。
 ★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。
★締 切 り ９月24日（火）

現地集合

１名参加大歓迎！！

キャディーと昼食付・パーティー費・景品代込みキャディーと昼食付・パーティー費・景品代込み

コンペの景品も乞うご期待！！
 (新ぺリア方式ハンディー上限なし)
コンペの景品も乞うご期待！！
 (新ぺリア方式ハンディー上限なし)

35th Anniversary 
勤労者互助会

今年３月埼玉県飯能市にオープン！いま話題のテーマパークです

ふるさとの味宅送便
秋の味 !!

毎年大好評!!

９月１９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 7,1００円） ５０セット

５ｋｇ あっせん価格 ２，２００円（通常価格 4,3００円） ２０セット

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 x 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 !

「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。

【締 切 り】

北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」北信州『木島平』四季の味シリーズ「秋の味」

※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。

薬王院にて護摩焚き・精進料理の昼食・
写経体験と盛り沢山なコースです。ガイドと登る高尾山ハイキングガイドと登る高尾山ハイキング

ツアーのポイント

（護摩焚き・精進料理・写経）

（12：30～14：30）（～11：30） (8:45)出発
ケーブルカー清滝駅 ==＝= 高尾山山頂 ==＝ 薬王院 ==＝ 解散行 

程

◎薬　王　院 御護摩修行。煩悩を焼き清めるという御護摩焚き。
 精進料理の昼食。旬の食材を盛り込んだお料理。
 食後は写経をして心を清めていただきます。

◎高尾山山頂 ガイドと一緒に歩きます。
 普段は気づかない高尾山の魅力が発見できるかも。
 山登りに適した服装でご参加ください。

◆実 施 日 10月５日（土）　
◆コ ー ス 稲荷山コース…歩行距離　3.6km
 滝や川があるマイナスイオンたっぷりの「水の
 コース」（状況に依り変更する場合もあります）
◆集　　合 8時45分　ケーブルカー清滝駅
◆募集人員 20名　※応募多数の場合は抽選となります。
◆参 加 費 2,500円（会員及び同居家族）　一般料金4,850円
 同伴者4,000円（会員以外）
 ★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。

◆申込方法 31年度ガイドブック綴じ込みの『事業参加申込
 書』に記入の上、FAX か郵送してください。
 ★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。

◆締 切 り 9月12日(木)
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ツアー・イベント申込方法

1 例：奥只見湖クルーズ＆八海山ロープウェー
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込み下さい。
締切日に投函されても間に合いません。
※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
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。
切手は62円です。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

氏名

10/19
（土）

10/20
（日）

（出発）
調布
6:30

調布 IC
（見学／トンネル）

日本三大渓谷・
清津峡渓谷

（昼食）
かま炊きめしや

こめ太郎

（ロープウェイ乗車）
八海山ロープウェイ

（見学・試飲・買物）
魚沼の里
（八海酒造）

（宿泊）
越後湯沢温泉 

NASPA ニューオータニ

（到着）
調布
19:00

（昼食／へぎそば）
角屋そば

本店

（買物）
道の駅

ゆのたに
調布 IC

（出発）
越後湯沢温泉

NASPA ニューオータニ
8:30

（通過）
奥只見シルバーライン
（22.6 キロのトンネル）

　　（見学・乗船）
奥只見ダム……奥只見

（下船）
銀山平

奥只見湖遊覧船

大人　18歳以上 

6,800円（通常料金 7,400円）

中人（中学・高校生）12～17歳

5,900円（通常料金 6,400円）

小人（幼児・小学生）4～11歳
4,400円（通常料金 4,800円）

◆実施期間　2019年９月１日㈰～９月30日㈪　　　◆販売期間　2019年８月１日㈭～９月30日㈪ 18時まで
◆パスポートの購入方法
　　❶「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用サイト（URL：dcp.go2tdr.com）にアクセス
　　❷「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『パスポートのご購入はこちらから』のボタンをクリック
　　❸「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用トップ画面にリンクするので、下記を入力

 　団体番号　 1295 プランパスワード　 thanks20191
　　※入園制限中のパークではご利用いただけません。 ※本パスポートから他のパスポートへの変更（他のパスポートから本パスポートへの変更も）はできません。

※通常料金は予告なく変更になる場合があります。

今年は43事業所100名と昨年を上回る参加となりました。
総合司会は㈱三誠の渡部理事。抽選司会は女性初の㈱山田屋本
店の秋沢理事。令和を迎えての初めてのフラパーティーは両司会
者の巧みなトークのもと、例年にも負けず大盛り上がりとなりまし
た。バンドは毎年恒例の『アロハハワイアンズ』と『ハーラウ　フ
ラ』の皆さん。会場は南国ムードたっぷりなハワイアン一色に！！
メインイベントの抽選会では全員に景品が当たり、大盛り上がり
の中、美空ひばりの「川のながれのように」をバンドの演奏とフラ
の踊りに合わせて全員で熱唱しました。おみやげとしてユウキ食
品㈱様より地中海のシーソルト／マカダミアオイル／ラズベリー&
レモン飲料の３種類をいただき、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・団体の方々にこの場を
お借りて御礼申し上げます。
★協賛事業所名（敬称略・順不同）
調布市役所・千歳計装・㈱三晴工業・㈱山田屋本店・㈲大日の出プランニング・㈲
特殊バネ研究所・㈱シモヤマ・平井設備㈱・㈱やまぐち・カスタムテーラーサトウ・
㈱フクヤサービス・㈱築・イオンシネマシアタス調布・㈱よみうりランド・木島平観光㈱・
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・㈱セラヴィ―リゾート泉郷・サンリオピューロランド・㈱東京ドーム・
メガロス調布・㈲サンコン・丘の湯・㈱三誠・㈱田中土質基礎研究所・ユウキ食品㈱

フラパーティーの実施報告書

◆実 施 日：◆実 施 日：

◆募集人員：
◆参 加 費：

◆申込方法：

◆交　　通：
◆締め切り：

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)
２名１室27,000円（通常料金37,000円）
３名１室26,000円（通常料金35,900円）
★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。
31年度ガイドブック綴じ込みの『事業参加申込書』に記入
の上、ＦＡＸか郵送してください。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１台
9月19日（木）17時までに互助会窓口必着　　　

Process
行程

清津峡渓谷トンネル清津峡渓谷トンネル
日本三大渓谷で１度は見たい
絶景・紅葉と渓谷の競演も乞
うご期待♪

八海山ロープウェー八海山ロープウェー
360 度の大パノラマと眼下に
広がる紅葉のじゅうたん。

奥只見湖遊覧船奥只見湖遊覧船
大人気の紅葉観賞スポット
シルバーラインを通って秋の秘境へ。
鏡のような湖面からは美しい紅葉が。

１日目の朝は
嬉しいサンドイッチ付。
１日目の朝は
嬉しいサンドイッチ付。

ツアーのポイント

昼食もお楽しみ♪♪
１日目

かま炊きめしや「こめ太郎」の
釜炊きこしひかり膳
米どころ、南魚沼の真珠のような輝きでふっくら
美味しいこしひかり。
２日目

角屋そば本店
（元祖小千谷そば）のへぎそば

10月19日（土）～20日（日）１泊２日10月19日（土）～20日（日）１泊２日

※ 同伴者の料金は通常料
金より2,000円引

※ 同居家族の子供料金は
会員料金より3,000円引

※ 同伴者子供の設定はあ
りません。

旅行取扱：さくらツーリスト

事務局か ら の
お知らせ

★調布市商工会開催の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。

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

料　　金▶2,500 円（通常 5,400 円）大人・子供共通（3 歳以上）
入園 +アシカショー + 乗り物フリー

有効期限▶令和 2 年 3 月 31 日まで１会員年間４枚→８枚まで購入できるようになりました。
朗報 よみうりランドワンデーパス窓口販売中！！よみうりランドワンデーパス窓口販売中！！

◆会　　期 10月14日（月・祝）～11月24日（日）
 ※休館日▶月曜日と11月５日（火）
 　ただし10月14日(月・祝)と11月４日（月・休）は開館

◆会　　場 東京国立博物館　平成館
  (東京・上野公園)　　
◆価　　格 一般700円 (前売り1,500円のところ)
 ※中学生以下無料

◆枚　　数 30枚　１会員２枚まで

◆販売期間 9月17日（火）10時より　※予定数に達し次第終了

　正倉院の世界
  　　　皇室がまもり伝えた美

御即位記念
特別展

今、受け継がれる悠久の美。

正倉院宝物と法隆寺献納宝物の

代表作を公開。

会員証を
ご提示下さい

互助会
窓口販売

山岳紅葉の絶景秋色の新潟　秋色の新潟　

期間中、「東京ディズニーランド」又は「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日ご利用い
ただける、お得なパスポートです。「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」のみ
での販売となり（クレジット決済）、『コーポレートプログラム利用券』を併用できます。

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

「サンクス・フェスティバル」パスポート
2019年度

第１回

奥只見湖クルーズ奥只見湖クルーズ
八海山ロープウェー八海山ロープウェー
＆

山岳紅葉の絶景

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……3,523人

事業所数…525所
（令和元年8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
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