
ツアー・イベント申込方法

1 例：富津海岸潮干狩りとスパ三日月で入浴とバイキング
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。
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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）
調布市

7:00

（到着）
調布市

16:30 予定
調布 IC

調布ＩＣ
休憩

海ほたるＰＡ
潮干狩り

富津海岸

お買物＊ちょっぴりおみやげ付！
房総四季の蔵 館山自動車道 ランチバイキングとご入浴等

スパ三日月 龍宮城

Process行程

旅行取扱：全国ネットツーリスト



 

 

 

 

 


 

 







スパ三日月で入浴と
ランチバイキング

共済給付（８月～１月）
◆お悔やみ申し上げます 46件
◆傷病お見舞い申し上げます 27件
◆ご出生おめでとうございます 28件
◆還暦おめでとうございます 13件
◆古希おめでとうございます 14件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 9件
◆ご結婚おめでとうございます 16件
◆ご入学おめでとうございます 8件
◆災害お見舞い申し上げます 5件
 計166件

新規加入事業（10 月～１月）
㈱ばさら厨房 布田１丁目

ほほえみ動物病院 深大寺元町 1 丁目

ティーアンドエヌミュージック㈱ 深大寺元町 3 丁目

アップル 東つつじヶ丘１丁目

事務局か ら の
お知らせ

配布

お願い

完売
休止

申請

★バスツアーの申し込みは令和２年度のガイドブック綴じ込
みの「事業参加申書書」又はホームページをご利用くださ
い。ハガキでは受け付けられません。又、会員以外の方が
会員の名前を借りて参加することはできません。された場
合は当日でも差額を請求いたします。

★３月26日（木）は会費（4月・5月・6月）の口座引き落とし日
です。

　会費が未納の場合、会員サービスが受けられませんのでご注
意ください。

★あっせんしたチケット類のインターネット／金券ショップな
どへの転売は固く禁止しております。販売の際、チケット番
号を管理しておりますので判明した場合は今後あっせんが
できなくなります。

★スポーツクラブメガロスの都度利用券（有効期限３月末迄）
は完売いたしました。

　４月以降の都度利用券の販売は３月末を予定しています。
詳しくは事務局までお問合わせ下さい。

★令和２年度就学祝い金（小・中学校入学）の申請は４月１日
（水）からです。

★「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」
を互助会窓口にて配布いたします。１枚につき1,000円の
利用補助券を会員の皆様に、年間２枚配布いたします。

　※３月２３日（月）より
　☆有効期限… ４月１日～2021年３月31日
　☆申込方法… 互助会事務局窓口で配布（会員証が必要です）
　☆利用対象… ①パークチケット　②ディズニーホテル
 ③ファンダフル・ディズニー年会費
　☆詳細は、東京ディズニーリゾートHP「コーポレートプロ

グラム」にてご確認下さい

★西武園ゆうえんちは、４月１日よりリニューアルの為、営業
が縮小されますのでフリーパスのあっせんはありません。

◆ 実 施 日◆ 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

５月24日（日）日帰り５月24日（日）日帰り
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 6,000円（会員及び同居家族登録者）　一般料金 10,350円
子　供 4,000円（小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 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
ハガキでの応募は不可
★同居家族の場合は事前登録が必要です

大型バス２台

３月19日（木）　17時までに互助会窓口必着

スパ三日月で入浴と
ランチバイキング

スパ三日月で入浴と

大人も子供も楽しめちゃう　

今年も
行きます♪♪

富津海岸潮干狩りと富津海岸潮干狩りと富津海岸潮干狩りと

ランチバイキング

毎年恒例の潮干狩り♪♪　

令和２年度版「互助会活用ガイドブック」（保存版）を同封しました
お得な情報が満載！！ 各種申請用紙が綴じられていますので１年間保存して下さい。

（木更津）（木更津）

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２年２月１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251号

令和２年３月１日発行
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互助会だより
５月号掲載予定

★新宿京王プラザホテル＜グラスコート＞
★小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

―ご注意下さい ―
 ４ホテル合わせて１会員４枚まで 

今後
の

予定

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

ワンデーパス ※１会員年間４枚まで

３月24日（火）10時から販売開始!!

◆日　時 ５月13日（水）18時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 Ｓ席6,500円
 （8,300円のところ）
 ※３歳以下入場不可
◆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 3月16日(月)　17時互助会事務局必着

主演：彩風咲奈
演目：ミュージカル・ロマン『炎のボレロ』
　　　ネオダイナミック・ショー『Music Revolution! -New Spirit-』

【出演者】 柴田理恵、久本雅美、佐藤正宏、梅垣義明、
 大久保ノブオ　ほか

約７年ぶりのカバーアルバム発売とともに
全国ツアー開催決定！

◆日　時 ①５月27日（水）18時開演
 ②５月31日（日）14時30分開演
◆会　場 なかのZERO　大ホール
◆価　格 6,500円（9,800円のところ）
◆枚　数 ５月27日（水）10枚　
 ５月31日（日）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
 希望日①または②を選んで明記してください
 両方の申し込みはできません
 明記がない場合は無効といたします
◆締切り 3月19日(木)　17時互助会事務局必着

◆日　時 ６月４日（木）
 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7,900円
 （定価扱い）
 未就学児入場不可
◆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 3月11日(水)　17時互助会事務局必着

絢香 ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２０
“遊音倶楽部～2nd grade～”

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」

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

◆会　場 Bunkamura ザ・ミュージアム
 （渋谷・東急百貨店本店横）
◆会　期 ３月18日（水）～５月11日（月）
◆休館日 ４月14日（火）
◆価　格 一般600円（前売り1,400円のところ）
 ※3月18日（水）から４月５日（日）まで
 　小学生は入館料無料です。
◆枚　数 限定30枚　※1会員2枚まで

超写実絵画の襲来　ホキ美術館所蔵事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

◆日　時 ５月17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 Ａ席大人7,000円
 （通常 8,800 円のところ）
 Ａ席子供3,500円
 （通常 4,400 円のところ）
 ※子供…公演当日3才以上、
 　　　　小学6年生まで
◆枚　数 40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
 ※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 ３月18日(水)　17時互助会事務局必着

◆有効期限 ４月１日（水）～９月30日（水）
◆販売価格 １枚800円
 （一般料金1,800円）

◆枚　　数 １会員４枚まで

◆販売期間 ４月１日（水）～４月30日（木）

全国のイオンシネマで利用できます!!

イオンシネマ映画観賞券

◆料　　金 大人・子供（３歳以上）共通　2,500円
 （通常大人18歳～64歳　5,500円）
◆内　　容 入園＋乗物フリー＋アシカショー（開催時のみ）
 ※「グッジョバ!!」エリア含む
  プールの利用はできません。
 （プールの入場券は７月号で販売予定）
◆利用期間 2020年４月１日～2021年３月31日まで
◆販売枚数 450枚　※売切次第終了!!

「法隆寺金堂壁画と百済観音」

◆会　場 東京国立博物館　特別4室・特別5室（上野公園）
◆会　期 ３月13日（金）～５月10日（日）
◆休館日 月曜日、但し３月30日（月）、５月４日（月・祝）は開館
◆価　格 一般500円（前売り1,100円のところ）
 ※中学生以下は無料
 ※障がい者とその介護者1名は無料（入館の際に障がい者手帳などをご提示ください）

◆枚　数 限定50枚　※１会員２枚まで

特別展

スパ ラクーア入館料と館内のトリートメント＆ビューティー店舗の施術（複数メニューから１つ選択可）
がセットになった“お得な平日限定チケット”。

【スパ平日入館料】 2,900円 + トリートメント施術代6,600～7,600円相当込み
営業時間 11時～翌朝９時　※本チケットご利用可能時間は11時30分～22時
料　　金 5,000円（最大10,500円相当）
 ※深夜１時～早朝６時の滞在には、深夜割増料金がかかります。
有効期間 ４月１日（水）～６月30日（火）の平日
 ※４月13日（月）・14日（火）は休館日
枚　　数 100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 ３月16日（月） 17時互助会事務局必着

東京ドーム天然温泉
「スパ ラクーア平日限定 トリートメント付きチケット」

　　　　　　 ［利用上のご注意］
○ トリートメントご利用については事前予約が必要です。
 （希望日の２週間前～前日までに各店舗までお電話下さい。）
○ 詳しくはチケット券面をご確認下さい。
○ 施設に関する情報はホームページにてご確認下さい。
 https://www.laqua.jp/spa

宝塚歌劇　雪組公演 『キャッツ』劇団四季

■利用有効期間…４月６日（月）～８月31日（月） ※利用の際は事前予約が必要です
■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 ※１頁下段をご参照下さい
■締切り…３月19日（木）

☆中国料理「翡翠宮（ひすいきゅう）」（1F）
☆時　間 11：30～14：30（全日）
☆価　格 3,000円（通常料金4,961円）　※子供料金は有りません。

☆メニュー例
　前菜盛り合わせ／スープ／点心
　バラエティプレート（黒酢酢豚、海老のマヨネーズソース、北京ダック など）

　桜海老入り昆布炒飯／杏仁ゼリー
　（メニューは一例です。仕入れ状況により変更される場合もあります）

ハイアット リージェンシー 東京
中国料理「翡翠宮（ひすいきゅう）」を
代表する料理の数々を少しずつお楽し
みいただける、 セットメニューをご用意
いたしました。
ゆったりとお食事を楽しみたいお客様
におすすめです。

☆時間帯 店舗により異なります。
 チケット購入後、各店舗にお問い
 合わせ下さい。
☆価　格 お一人様 2,000円（通常料金3,500円～4,100円相当）
 ※『リラッサ』及び『アーティスト カフェ』ご利用の４歳～小学生は
 　直接店舗での支払いがお得です。

☆店舗名 ■スーパーダイニング『リラッサ』  ※90分制
   洋・中・和・スイーツなどのブッフェ、ソフトドリンクバー付
 ■サウンドステージ&ダイニング『アーティスト カフェ』
  　※土日祝は、90分制
   メインディッシュ１品+ブッフェ（前菜・サラダ・季節のスープ・パン・ドルチェ）
   コーヒーまたは紅茶付
 ■中国料理『後楽園飯店』
   セットメニュー（前菜・料理２品・点心・ご飯・スープ・デザート・コーヒー）
 ■和食『春風萬里』
   三段弁当（小鉢・刺身・焼き物・煮物･天麩羅・香の物・赤出汁・ご飯・デザート）
   ［茶碗蒸し・茶蕎麦付き］平日のみドリンクバー付き

東京ドームホテル
４店舗共通「レストランランチ券」

（リラッサイメージ）

（イメージ）

チケットの詳細は
こちらから

有名ホテル食事券あっせんのご案内

都心の

※写真は公演内容とは異なります©宝塚歌劇団

野田 弘志《聖なるもの THE-Ⅳ》
2013年 油彩・パネル・キャンバス

石黒 賢一郎《存在の在処》
2001～2011年 油彩・パネル・綿布

生島 浩《5：55》
2007～2010年 油彩・キャンバス
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互助会だより
５月号掲載予定

★新宿京王プラザホテル＜グラスコート＞
★小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

―ご注意下さい ―
 ４ホテル合わせて１会員４枚まで 

今後
の

予定

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

ワンデーパス ※１会員年間４枚まで

３月24日（火）10時から販売開始!!

◆日　時 ５月13日（水）18時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 Ｓ席6,500円
 （8,300円のところ）
 ※３歳以下入場不可
◆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 3月16日(月)　17時互助会事務局必着

主演：彩風咲奈
演目：ミュージカル・ロマン『炎のボレロ』
　　　ネオダイナミック・ショー『Music Revolution! -New Spirit-』

【出演者】 柴田理恵、久本雅美、佐藤正宏、梅垣義明、
 大久保ノブオ　ほか

約７年ぶりのカバーアルバム発売とともに
全国ツアー開催決定！

◆日　時 ①５月27日（水）18時開演
 ②５月31日（日）14時30分開演
◆会　場 なかのZERO　大ホール
◆価　格 6,500円（9,800円のところ）
◆枚　数 ５月27日（水）10枚　
 ５月31日（日）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
 希望日①または②を選んで明記してください
 両方の申し込みはできません
 明記がない場合は無効といたします
◆締切り 3月19日(木)　17時互助会事務局必着

◆日　時 ６月４日（木）
 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7,900円
 （定価扱い）
 未就学児入場不可
◆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 3月11日(水)　17時互助会事務局必着

絢香 ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２０
“遊音倶楽部～2nd grade～”

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」

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

◆会　場 Bunkamura ザ・ミュージアム
 （渋谷・東急百貨店本店横）
◆会　期 ３月18日（水）～５月11日（月）
◆休館日 ４月14日（火）
◆価　格 一般600円（前売り1,400円のところ）
 ※3月18日（水）から４月５日（日）まで
 　小学生は入館料無料です。
◆枚　数 限定30枚　※1会員2枚まで

超写実絵画の襲来　ホキ美術館所蔵事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

◆日　時 ５月17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 Ａ席大人7,000円
 （通常 8,800 円のところ）
 Ａ席子供3,500円
 （通常 4,400 円のところ）
 ※子供…公演当日3才以上、
 　　　　小学6年生まで
◆枚　数 40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
 ※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 ３月18日(水)　17時互助会事務局必着

◆有効期限 ４月１日（水）～９月30日（水）
◆販売価格 １枚800円
 （一般料金1,800円）

◆枚　　数 １会員４枚まで

◆販売期間 ４月１日（水）～４月30日（木）

全国のイオンシネマで利用できます!!

イオンシネマ映画観賞券

◆料　　金 大人・子供（３歳以上）共通　2,500円
 （通常大人18歳～64歳　5,500円）
◆内　　容 入園＋乗物フリー＋アシカショー（開催時のみ）
 ※「グッジョバ!!」エリア含む
  プールの利用はできません。
 （プールの入場券は７月号で販売予定）
◆利用期間 2020年４月１日～2021年３月31日まで
◆販売枚数 450枚　※売切次第終了!!

「法隆寺金堂壁画と百済観音」

◆会　場 東京国立博物館　特別4室・特別5室（上野公園）
◆会　期 ３月13日（金）～５月10日（日）
◆休館日 月曜日、但し３月30日（月）、５月４日（月・祝）は開館
◆価　格 一般500円（前売り1,100円のところ）
 ※中学生以下は無料
 ※障がい者とその介護者1名は無料（入館の際に障がい者手帳などをご提示ください）

◆枚　数 限定50枚　※１会員２枚まで

特別展

スパ ラクーア入館料と館内のトリートメント＆ビューティー店舗の施術（複数メニューから１つ選択可）
がセットになった“お得な平日限定チケット”。

【スパ平日入館料】 2,900円 + トリートメント施術代6,600～7,600円相当込み
営業時間 11時～翌朝９時　※本チケットご利用可能時間は11時30分～22時
料　　金 5,000円（最大10,500円相当）
 ※深夜１時～早朝６時の滞在には、深夜割増料金がかかります。
有効期間 ４月１日（水）～６月30日（火）の平日
 ※４月13日（月）・14日（火）は休館日
枚　　数 100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 ３月16日（月） 17時互助会事務局必着

東京ドーム天然温泉
「スパ ラクーア平日限定 トリートメント付きチケット」

　　　　　　 ［利用上のご注意］
○ トリートメントご利用については事前予約が必要です。
 （希望日の２週間前～前日までに各店舗までお電話下さい。）
○ 詳しくはチケット券面をご確認下さい。
○ 施設に関する情報はホームページにてご確認下さい。
 https://www.laqua.jp/spa

宝塚歌劇　雪組公演 『キャッツ』劇団四季

■利用有効期間…４月６日（月）～８月31日（月） ※利用の際は事前予約が必要です
■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 ※１頁下段をご参照下さい
■締切り…３月19日（木）

☆中国料理「翡翠宮（ひすいきゅう）」（1F）
☆時　間 11：30～14：30（全日）
☆価　格 3,000円（通常料金4,961円）　※子供料金は有りません。

☆メニュー例
　前菜盛り合わせ／スープ／点心
　バラエティプレート（黒酢酢豚、海老のマヨネーズソース、北京ダック など）

　桜海老入り昆布炒飯／杏仁ゼリー
　（メニューは一例です。仕入れ状況により変更される場合もあります）

ハイアット リージェンシー 東京
中国料理「翡翠宮（ひすいきゅう）」を
代表する料理の数々を少しずつお楽し
みいただける、 セットメニューをご用意
いたしました。
ゆったりとお食事を楽しみたいお客様
におすすめです。

☆時間帯 店舗により異なります。
 チケット購入後、各店舗にお問い
 合わせ下さい。
☆価　格 お一人様 2,000円（通常料金3,500円～4,100円相当）
 ※『リラッサ』及び『アーティスト カフェ』ご利用の４歳～小学生は
 　直接店舗での支払いがお得です。

☆店舗名 ■スーパーダイニング『リラッサ』  ※90分制
   洋・中・和・スイーツなどのブッフェ、ソフトドリンクバー付
 ■サウンドステージ&ダイニング『アーティスト カフェ』
  　※土日祝は、90分制
   メインディッシュ１品+ブッフェ（前菜・サラダ・季節のスープ・パン・ドルチェ）
   コーヒーまたは紅茶付
 ■中国料理『後楽園飯店』
   セットメニュー（前菜・料理２品・点心・ご飯・スープ・デザート・コーヒー）
 ■和食『春風萬里』
   三段弁当（小鉢・刺身・焼き物・煮物･天麩羅・香の物・赤出汁・ご飯・デザート）
   ［茶碗蒸し・茶蕎麦付き］平日のみドリンクバー付き

東京ドームホテル
４店舗共通「レストランランチ券」

（リラッサイメージ）

（イメージ）

チケットの詳細は
こちらから

有名ホテル食事券あっせんのご案内

都心の

※写真は公演内容とは異なります©宝塚歌劇団

野田 弘志《聖なるもの THE-Ⅳ》
2013年 油彩・パネル・キャンバス

石黒 賢一郎《存在の在処》
2001～2011年 油彩・パネル・綿布

生島 浩《5：55》
2007～2010年 油彩・キャンバス
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ツアー・イベント申込方法

1 例：富津海岸潮干狩りとスパ三日月で入浴とバイキング
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）
調布市

7:00

（到着）
調布市

16:30 予定
調布 IC

調布ＩＣ
休憩

海ほたるＰＡ
潮干狩り

富津海岸

お買物＊ちょっぴりおみやげ付！
房総四季の蔵 館山自動車道 ランチバイキングとご入浴等

スパ三日月 龍宮城

Process行程

旅行取扱：全国ネットツーリスト



 

 

 

 

 


 

 







スパ三日月で入浴と
ランチバイキング

共済給付（８月～１月）
◆お悔やみ申し上げます 46件
◆傷病お見舞い申し上げます 27件
◆ご出生おめでとうございます 28件
◆還暦おめでとうございます 13件
◆古希おめでとうございます 14件

◆金婚・銀婚おめでとうございます 9件
◆ご結婚おめでとうございます 16件
◆ご入学おめでとうございます 8件
◆災害お見舞い申し上げます 5件
 計166件

新規加入事業（10 月～１月）
㈱ばさら厨房 布田１丁目

ほほえみ動物病院 深大寺元町 1 丁目

ティーアンドエヌミュージック㈱ 深大寺元町 3 丁目

アップル 東つつじヶ丘１丁目

事務局か ら の
お知らせ

配布

お願い

完売
休止

申請

★バスツアーの申し込みは令和２年度のガイドブック綴じ込
みの「事業参加申書書」又はホームページをご利用くださ
い。ハガキでは受け付けられません。又、会員以外の方が
会員の名前を借りて参加することはできません。された場
合は当日でも差額を請求いたします。

★３月26日（木）は会費（4月・5月・6月）の口座引き落とし日
です。

　会費が未納の場合、会員サービスが受けられませんのでご注
意ください。

★あっせんしたチケット類のインターネット／金券ショップな
どへの転売は固く禁止しております。販売の際、チケット番
号を管理しておりますので判明した場合は今後あっせんが
できなくなります。

★スポーツクラブメガロスの都度利用券（有効期限３月末迄）
は完売いたしました。

　４月以降の都度利用券の販売は３月末を予定しています。
詳しくは事務局までお問合わせ下さい。

★令和２年度就学祝い金（小・中学校入学）の申請は４月１日
（水）からです。

★「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券」
を互助会窓口にて配布いたします。１枚につき1,000円の
利用補助券を会員の皆様に、年間２枚配布いたします。

　※３月２３日（月）より
　☆有効期限… ４月１日～2021年３月31日
　☆申込方法… 互助会事務局窓口で配布（会員証が必要です）
　☆利用対象… ①パークチケット　②ディズニーホテル
 ③ファンダフル・ディズニー年会費
　☆詳細は、東京ディズニーリゾートHP「コーポレートプロ

グラム」にてご確認下さい

★西武園ゆうえんちは、４月１日よりリニューアルの為、営業
が縮小されますのでフリーパスのあっせんはありません。

◆ 実 施 日◆ 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

５月24日（日）日帰り５月24日（日）日帰り
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 6,000円（会員及び同居家族登録者）　一般料金 10,350円
子　供 4,000円（小学生までの同居家族登録者）
同伴者大人 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
ハガキでの応募は不可
★同居家族の場合は事前登録が必要です

大型バス２台

３月19日（木）　17時までに互助会窓口必着

スパ三日月で入浴と
ランチバイキング

スパ三日月で入浴と

大人も子供も楽しめちゃう　

今年も
行きます♪♪

富津海岸潮干狩りと富津海岸潮干狩りと富津海岸潮干狩りと

ランチバイキング

毎年恒例の潮干狩り♪♪　

令和２年度版「互助会活用ガイドブック」（保存版）を同封しました
お得な情報が満載！！ 各種申請用紙が綴じられていますので１年間保存して下さい。

（木更津）（木更津）

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２年２月１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251号

令和２年３月１日発行
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