
ツアー・イベント申込方法

1 例：伊豆いちご狩りとさがみ湖イルミリオン
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63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
切手は
63円です!!
ご注意下さい。

（出発）
調布
8:00

（到着）
調布

19:00 予定

ちょっぴりお土産付♪
えびせんべいの里

御殿場店

東名高速道路 特上かに天重ランチ
かに料理御殿場甲羅本店　八宏園

11:20～12:30

新鮮な魚介類等や干物などのお買物
約30店舗のお土産屋が並ぶ

沼津漁港

旬なあまいいちご立ったまま食べ放題！
伊豆長岡いちご狩りセンター

幻想的な素晴らしい光の演出☆
さがみ湖イルミリオン 

Process行程

旅行取扱：全国ネットツーリスト

◆会　　期 2019年11月19日（火）～2020年１月19日（日）
◆会　　場 東京都江戸東京博物館　１階特別展示室
◆価　　格 一般600円（前売り券1,200円のところ）
 65才以上・小・中・高校生300円（前売り券500円のところ)

◆販売期間 11月13日（水）より　※１会員２枚まで　※予定数に達し次第終了
※2019年11月20日・12月18日、2020年1月15日はシルバーデーにより、
　65歳以上の方は特別展観覧料が無料です。年齢を証明できるものをご提示ください。
※次の場合は特別展観覧料金が無料
　未就学児童・身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳を
　お持ちの方と、その付き添いの方（2名まで）

歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演大浮世絵展事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

共済給付（２月～９月）
◆お悔やみ申し上げます 65件
◆傷病お見舞い申し上げます 41件
◆ご出生おめでとうございます 34件
◆還暦おめでとうございます 32件

◆古希おめでとうございます 29件
◆金婚・銀婚おめでとうございます 7件
◆ご結婚おめでとうございます 11件
◆ご入学おめでとうございます 134件
 計353件

新規加入事業（２月～９月）
相田文具店 国領町３丁目
むさしの深大寺窯 深大寺元町５丁目
魚と酒菜 猿側 調布ヶ丘２丁目

（株）BLUE JAM 深大寺東町７丁目
くしのはな 西つつじヶ丘３丁目

事務局か ら の
お知らせ

★この度の台風19号により住宅災害に遭われた方は、災害見舞金が
　給付される場合がございますので、事務局までご相談下さい。

★10月よりハガキが63円に値上がりいたしました。
　チケットの応募の際、不足の場合は無効となりますのでお気を付け下さい。

◆実 施 日：
◆募集人員：
◆参 加 費：

◆申込方法：
◆交　　通：
◆締め切り：

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11,500円
子　供  5,000円（４歳～小学生までの同居家族登録者）
同伴者10,000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
大型バス2台
11月22日（金）17時までに互助会窓口必着

※昼食は沼津のかに料理専門店で
　名物「特上かに天重ランチ」を
　ご堪能下さい。

フリーパス
料　　金 700円　※大人・子供（３歳以上）共通
 （通常：大人3,300円・子供2,800円）
 ※１会員年間 10 枚まで

内　　容 入園＋乗物乗り放題＋プール（夏期）
有効期限 令和２年３月31日まで

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

伊豆長岡いちご狩り
旬な甘いイチゴを
食べ放題

沼津漁港でお買いもの
新鮮な魚介類や干物のお店
が並びます。

さがみ湖イルミリオン
関東三大イルミネーション。
幻想的な光の演出・輝きの
大パノラマにうっとり。

ツ
ア
ー
の
魅
力

１月25日（土）日帰り

伊豆いちご狩りと伊豆いちご狩りと
さがみ湖イルミリオンさがみ湖イルミリオン

オール
シーズン

券

※来期はリニューアルの為、営業が縮小されますのでフリーパスのあっせんは
　ございません。今期中（有効期限３月末まで）にお楽しみください。

美味しいイチゴ「あきひめ」か「紅ほっぺ」をお腹いっぱい召し上がれ！！

来春も
 行きます。

★調布市商工会定期健康診断を受けた事業所は、受診料
補助申請をお忘れなく。申請できる期限は1年以内です。

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…526所

（令和元年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249号

令和元年11月１日発行
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ふるさとの味宅送便
毎年大好評!!

冬の味 !!

第19回東京国際キルトフェスティバル
－布と針と糸の祭典－

日本最大級のネット遊具をはじめ、
楽しさいっぱいの屋内施設です。

国内最大規模のキルトの祭典。
【特別企画】 ♪キルトが奏でるミュージック♪
 英国キルト・布の宝石の旅
 ～アンティークから現代アートまで～

全国から選抜した祭り・伝統芸能を披露
「第11回 全国ご当地どんぶり選手権」や「にぎわい市」
など、日本の“美味い”が盛り沢山

【出演】落語：桂　雀 ・々春風亭一之輔・隅田川馬石　ほか

◆日　時 ３月14日（土） 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（3,800円のところ）

◆枚　数 30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 11月19日（火） 17時互助会事務局必着

◆開催期間 2020年１月10日(金)～19日(日)
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 800円
 （前売券 1,600 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13日（水）より
 １会員４枚まで
 ※予定数に達し次第終了

◆開催期間 2020年１月23日(木)～29日(水)
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 1,000円
 （前売券 2,000 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13日（水）より
 １会員２枚まで
 ※予定数に達し次第終了

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22日（金）17時互助会窓口必着
※この度の台風19号の被害に依り、りんごの出荷に影響が出そうです。
　確保できる個数に依りましては抽選となる場合がございます事を予めご了承ください。

※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。
※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

◆日　時 １月４日（土） 12時30分開演
◆会　場 オリンパスホール八王子　
◆価　格 全席指定2,000円
 （3,300円のところ)

◆枚　数 20枚　1会員2枚まで
 ※１歳以上は有料
 　１歳未満は膝上に限り無料

◆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18日(月) 17時互助会事務局必着

今回のミュージカルテーマは『西遊記』
世界の名作をちょっと不思議なミュージカル仕立ての
オリジナルストーリーでお届けします。 ◆日　時 １月９日（木）

 12時30分開演

◆会　場 調布市グリーンホール
 大ホール

◆価　格 Ｓ席5,000円
 （7,500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 11月20日（水） 17時互助会事務局必着

全編上映ライブ・コンサート

◆日　時 ２月11日（火・祝） 13時開演
◆会　場 積水ハウスミュージカルシアター
 四季劇場　【夏】（大井町）
◆価　格 大人8,800円
 （11,000円のところ）
 子供（3歳以上）4,000円
 （5,500円のところ）

◆枚　数 30枚　１会員３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 11月22日（金） 17時互助会事務局必着
 当選の場合、チケットのお渡しは12月以降となります。

◆日　時 2月15日（土）
 14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4,000円
 （5,800円のところ）

◆枚　数 30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20日（水） 17時互助会事務局必着

女神たちの饗宴～Ｆavorite Ｃlassic Ｍelody～

◆有効期間 ３月31日（火）まで
 ※休館日：水曜日（祝日の場合は
 　翌木曜日休館）、年末年始
◆料　　金 子ども（６ヵ月～小学生）
 “平日フリーパス”　700円
 （通常1,400円のところ）
 ※子どもだけでの入館はできません。
 大人（中学生以上）“平日限定入館券”　500円
 （通常700円のところ)

◆販売期間 11月13日（水）より
 １会員４枚まで　※売り切れ次第終了

ふるさと祭り東京2020
－日本のまつり・故郷の味－

京王あそびの森　ＨＵＧＨＵＧ＜ハグハグ＞
平日フリーパス・入館券

ローマ・イタリア管弦楽団
「ローマの休日」

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2019劇団四季　ライオンキング

だいすけお兄さんの世界迷名作劇場
2019-20

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18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 な々飲食店で、
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

新
企
画

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

〈住　　所〉 日野市程久保 3-36-60
〈アクセス〉 京王線・多摩モノレール
 多摩動物公園駅下車すぐ

ホームページからも

申込みができます！

春・噺家繚乱
第253回 府中の森 笑 劇場

ポスターキルト制作：上田葉子

パート
3

2 3



ふるさとの味宅送便
毎年大好評!!

冬の味 !!

第19回東京国際キルトフェスティバル
－布と針と糸の祭典－

日本最大級のネット遊具をはじめ、
楽しさいっぱいの屋内施設です。

国内最大規模のキルトの祭典。
【特別企画】 ♪キルトが奏でるミュージック♪
 英国キルト・布の宝石の旅
 ～アンティークから現代アートまで～

全国から選抜した祭り・伝統芸能を披露
「第11回 全国ご当地どんぶり選手権」や「にぎわい市」
など、日本の“美味い”が盛り沢山

【出演】落語：桂　雀 ・々春風亭一之輔・隅田川馬石　ほか

◆日　時 ３月14日（土） 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（3,800円のところ）

◆枚　数 30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 11月19日（火） 17時互助会事務局必着

◆開催期間 2020年１月10日(金)～19日(日)
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 800円
 （前売券 1,600 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13日（水）より
 １会員４枚まで
 ※予定数に達し次第終了

◆開催期間 2020年１月23日(木)～29日(水)
◆会　　場 東京ドーム
◆価　　格 1,000円
 （前売券 2,000 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13日（水）より
 １会員２枚まで
 ※予定数に達し次第終了

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22日（金）17時互助会窓口必着
※この度の台風19号の被害に依り、りんごの出荷に影響が出そうです。
　確保できる個数に依りましては抽選となる場合がございます事を予めご了承ください。

※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。
※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

◆日　時 １月４日（土） 12時30分開演
◆会　場 オリンパスホール八王子　
◆価　格 全席指定2,000円
 （3,300円のところ)

◆枚　数 20枚　1会員2枚まで
 ※１歳以上は有料
 　１歳未満は膝上に限り無料

◆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18日(月) 17時互助会事務局必着

今回のミュージカルテーマは『西遊記』
世界の名作をちょっと不思議なミュージカル仕立ての
オリジナルストーリーでお届けします。 ◆日　時 １月９日（木）

 12時30分開演

◆会　場 調布市グリーンホール
 大ホール

◆価　格 Ｓ席5,000円
 （7,500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 11月20日（水） 17時互助会事務局必着

全編上映ライブ・コンサート

◆日　時 ２月11日（火・祝） 13時開演
◆会　場 積水ハウスミュージカルシアター
 四季劇場　【夏】（大井町）
◆価　格 大人8,800円
 （11,000円のところ）
 子供（3歳以上）4,000円
 （5,500円のところ）

◆枚　数 30枚　１会員３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 11月22日（金） 17時互助会事務局必着
 当選の場合、チケットのお渡しは12月以降となります。

◆日　時 2月15日（土）
 14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4,000円
 （5,800円のところ）

◆枚　数 30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20日（水） 17時互助会事務局必着

女神たちの饗宴～Ｆavorite Ｃlassic Ｍelody～

◆有効期間 ３月31日（火）まで
 ※休館日：水曜日（祝日の場合は
 　翌木曜日休館）、年末年始
◆料　　金 子ども（６ヵ月～小学生）
 “平日フリーパス”　700円
 （通常1,400円のところ）
 ※子どもだけでの入館はできません。
 大人（中学生以上）“平日限定入館券”　500円
 （通常700円のところ)

◆販売期間 11月13日（水）より
 １会員４枚まで　※売り切れ次第終了

ふるさと祭り東京2020
－日本のまつり・故郷の味－

京王あそびの森　ＨＵＧＨＵＧ＜ハグハグ＞
平日フリーパス・入館券

ローマ・イタリア管弦楽団
「ローマの休日」

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2019劇団四季　ライオンキング

だいすけお兄さんの世界迷名作劇場
2019-20

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18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 な々飲食店で、
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

新
企
画

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

〈住　　所〉 日野市程久保 3-36-60
〈アクセス〉 京王線・多摩モノレール
 多摩動物公園駅下車すぐ

ホームページからも

申込みができます！

春・噺家繚乱
第253回 府中の森 笑 劇場

ポスターキルト制作：上田葉子

パート
3

2 3



ツアー・イベント申込方法

1 例：伊豆いちご狩りとさがみ湖イルミリオン
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63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
切手は
63円です!!
ご注意下さい。

（出発）
調布
8:00

（到着）
調布

19:00 予定

ちょっぴりお土産付♪
えびせんべいの里

御殿場店

東名高速道路 特上かに天重ランチ
かに料理御殿場甲羅本店　八宏園

11:20～12:30

新鮮な魚介類等や干物などのお買物
約30店舗のお土産屋が並ぶ

沼津漁港

旬なあまいいちご立ったまま食べ放題！
伊豆長岡いちご狩りセンター

幻想的な素晴らしい光の演出☆
さがみ湖イルミリオン 

Process行程

旅行取扱：全国ネットツーリスト

◆会　　期 2019年11月19日（火）～2020年１月19日（日）
◆会　　場 東京都江戸東京博物館　１階特別展示室
◆価　　格 一般600円（前売り券1,200円のところ）
 65才以上・小・中・高校生300円（前売り券500円のところ)

◆販売期間 11月13日（水）より　※１会員２枚まで　※予定数に達し次第終了
※2019年11月20日・12月18日、2020年1月15日はシルバーデーにより、
　65歳以上の方は特別展観覧料が無料です。年齢を証明できるものをご提示ください。
※次の場合は特別展観覧料金が無料
　未就学児童・身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳を
　お持ちの方と、その付き添いの方（2名まで）

歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演大浮世絵展事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

共済給付（２月～９月）
◆お悔やみ申し上げます 65件
◆傷病お見舞い申し上げます 41件
◆ご出生おめでとうございます 34件
◆還暦おめでとうございます 32件

◆古希おめでとうございます 29件
◆金婚・銀婚おめでとうございます 7件
◆ご結婚おめでとうございます 11件
◆ご入学おめでとうございます 134件
 計353件

新規加入事業（２月～９月）
相田文具店 国領町３丁目
むさしの深大寺窯 深大寺元町５丁目
魚と酒菜 猿側 調布ヶ丘２丁目

（株）BLUE JAM 深大寺東町７丁目
くしのはな 西つつじヶ丘３丁目

事務局か ら の
お知らせ

★この度の台風19号により住宅災害に遭われた方は、災害見舞金が
　給付される場合がございますので、事務局までご相談下さい。

★10月よりハガキが63円に値上がりいたしました。
　チケットの応募の際、不足の場合は無効となりますのでお気を付け下さい。

◆実 施 日：
◆募集人員：
◆参 加 費：

◆申込方法：
◆交　　通：
◆締め切り：

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11,500円
子　供  5,000円（４歳～小学生までの同居家族登録者）
同伴者10,000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
大型バス2台
11月22日（金）17時までに互助会窓口必着

※昼食は沼津のかに料理専門店で
　名物「特上かに天重ランチ」を
　ご堪能下さい。

フリーパス
料　　金 700円　※大人・子供（３歳以上）共通
 （通常：大人3,300円・子供2,800円）
 ※１会員年間 10 枚まで

内　　容 入園＋乗物乗り放題＋プール（夏期）
有効期限 令和２年３月31日まで

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

伊豆長岡いちご狩り
旬な甘いイチゴを
食べ放題

沼津漁港でお買いもの
新鮮な魚介類や干物のお店
が並びます。

さがみ湖イルミリオン
関東三大イルミネーション。
幻想的な光の演出・輝きの
大パノラマにうっとり。

ツ
ア
ー
の
魅
力

１月25日（土）日帰り

伊豆いちご狩りと伊豆いちご狩りと
さがみ湖イルミリオンさがみ湖イルミリオン

オール
シーズン

券

※来期はリニューアルの為、営業が縮小されますのでフリーパスのあっせんは
　ございません。今期中（有効期限３月末まで）にお楽しみください。

美味しいイチゴ「あきひめ」か「紅ほっぺ」をお腹いっぱい召し上がれ！！

来春も
 行きます。

★調布市商工会定期健康診断を受けた事業所は、受診料
補助申請をお忘れなく。申請できる期限は1年以内です。

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…526所

（令和元年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249号

令和元年11月１日発行
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