
ツアー・イベント申込方法
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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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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。

事務局からのお知らせ
定期健康診断

受診料・補助のご案内

調布市商工会の定期健康診断をされた
互助会会員の皆様方へは、お一人につき
2,000円の補助をいたします。受診後、互
助会に補助申請を行ってください。

◎定期健康診断◎

●日　程 10月５日（月）～
 　　10月９日（金）
 ８時から11時30分まで
 ※健診時間は予約制です
 　（各日15名まで）

●会　場 調布市商工会

●受診料 １名10,000円

●申　込 調布市商工会
  ＴＥＬ042－485－2214

★会費（10・11・12月分）の口座振替日は9月26日（土）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。

★お願い
勤労者互助会事務局へお電話にてお問い合わせを頂く際には会
員番号とお名前をお知らせください。円滑かつ迅速な御対応をさ
せて頂けるよう努めて参りますのでご協力をお願い申し上げます。

★職員異動のお知らせ
　転入 勤労者互助会事務局担当職員
 岩崎　弥左子 （令和２年７月１３日付）

この度、勤労者互助会事務局を担当することになりました岩崎と
申します。
これから会員の皆様方のお役に立てるよう、日々、誠心誠意努力
をいたします。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

　退職 勤労者互助会事務局担当職員
 高野　眞弓 （令和２年８月３１日付）

特典付き

◇営業時間

期間により異なりますので、

または下記へお問合せください。

◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島
◇交通

電 車：横浜シーサイドライン

「八景島駅」下車徒歩すぐ

車 ：首都高速湾岸線

「幸浦出口」より国道 号線経由

◇問合せ： ﾃﾚﾌｫﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

◇公式 ：

◇注意

臨時休園に伴う期間延長などは行いません。

いつもご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご契約企業の皆さまへ日頃の感謝を込めて、特別料金で利用できる「感謝月間」を実施いたします。
この機会に是非かわいい海の動物たちに会いにきてください！！

お名前：

【アクアリゾーツパス】 水族館 施設パス
一般料金 感謝月間特別料金

●大人・高校生 円 円 名

●小・中学生 円 円 名

●幼児 才以上 円 円 名

●シニア 才以上 円 円 名

【ワンデーパス】 アクアリゾーツパス プレジャーランドパス）
一般料金 感謝月間特別料金

●大人・高校生 円 円 名

●小・中学生 円 円 名

●幼児 才以上 円 円 名

●シニア 才以上 円 円 名

※本券1枚で、5名さままで有効 ※チケット購入の際、必ず本券をご提出ください

※他の割引券・補助券 等との併用不可 ※コピー可 発 行：調布市勤労者互助会

 5kg あっせん価格 2,200円（通常価格4,300円） 20セット
 10kg あっせん価格 3,800円（通常価格7,100円） 50セット

互助会活用ガイドブック（綴込み）「四季の味覚（あっせん販売）申込書」に必要事項をご記入の上、FAX または
郵送にてお申込みください。ホームページからもお申込みが可能です！！
❶「秋の味」〇㎏　　❷会員番号　　❸会員氏名　　❹会員住所　　❺電話番号　　
❻配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する場合のみ） 　❼配達希望時間

９月23日（水） １７時互助会事務局必着

申込方法

締 切 り

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

木島平村の契約農家から
木島平米（こしひかり）の

新米をご自宅まで直送します。

木島平村の契約農家から
木島平米（こしひかり）の

新米をご自宅まで直送します。

★野沢菜茶漬け（油炒め）

★菜の花しめじ（混ぜご飯のもと）

★きのこ釜めし（炊き込みご飯のもと）

※応募は１会員１セット、ご家族での応募は１世帯１セットといたします。
※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月中旬となります。お支払いは振込用紙を同封いたします。

今回に限り特別に！！ 人気の特産３品
（2,000円相当）をプレゼント！！
今回に限り特別に！！ 人気の特産３品

（2,000円相当）をプレゼント！！

木 島 平 の
人 気 商 品

特別
企画

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……3,446人
事業所数…523所

（令和２年８月１１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254号

令和２年９月１日発行
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平日
９時～17時

お誕生日・ご出産・ご入学・
ご卒業等のお祝いに

お誕生日・ご出産・ご入学・
ご卒業等のお祝いに

【出演】 林家正蔵・柳家花緑・林家彦いち
 隅田川馬石・林家たま平
◆日　時 11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
 （通常3,800円のところ）
 ※新型コロナウイルス対策として今後会場・
 　料金等を変更する場合があります。
◆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
 ご参照ください。
◆締切り ９月24日（木）
 １７時互助会事務局必着

◆日　時 11月５日（木）
 18時30分開演
 （17時30分開場）
◆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
 ご参照ください。
◆締切り ９月17日（木）　17時互助会事務局必着

◆価　　格 法人利用チケット　１枚500円
 ※利用時に別途利用料1,100円を
 　現地にてお支払いください
 （通常一般利用料3,300円）

◆枚　　数 １会員１ヵ月４枚まで
◆有効期限 2021年３月31日（水）

◆日　　時 10月31日（土） 13時開演
◆会　　場 自由劇場（東京・浜松町）
◆価　　格 Ｓ席7,000円（通常11,000円のところ）
 ※大人・子供共通

◆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」をご参照ください。
 ※２歳以下、入場不可

◆申込開始 ９月６日（日）
◆申込締切 ９月24日（木） １７時互助会事務局必着
※感染症対策のためお客様同士の間隔を空けた席位置となる可能性がございます。

ロボット・イン・ザ・ガーデン

メガロス調布
首都圏25店舗・中部・東海２店舗、
計27店舗でご利用になれます。

SPORTS
CLUB

イオンシネマ映画観賞券

◆有効期限 2020年11月30日（月）
◆販売価格 １枚800円（一般料金1,800円）

◆枚　　数 １会員８枚まで
 ※既に４枚ご購入頂いた方も追加で４枚をお求め
 　頂けます。

全国のイオンシネマで利用できます!!

◆有効期限 2025年12月31日
◆価　　格 １セット▶【1,000円券×５枚】4,000円
 （通常5,000円のところ）

◆枚　　数 １会員４セットまで
 ※応募多数の場合は抽選となります。

◆申  込  み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
◆締  切  り ９月23日（水） １７時互助会事務局必着

こども商品券　～プレゼントにも最適！！～
全国約5,500の加盟店で玩具、ベビー・こども用品、遊園地の入場券、
タクシー運賃のお支払いなどにご利用頂けるギフト券です。

◆有効期限 最初に利用した日から２ヶ月間
 ※但し、最終有効期限は2021年３月31日（水）
◆入場可能施設 多摩動物公園・日本科学未来館・
 葛西臨海水族園・相田みつを美術館など
◆割引対象施設 東京国立博物館・上野の森美術館
 （指定の展示に１回の利用が可能）
◆販  売  数 20冊　１会員２冊まで
◆価　　格 1,000円（通常2,200円）
 ※大人料金のみ

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】
東京近郊99施設の入場券または割引券が
セットになったお得なチケットブックです。
動物園や植物園等でもお使い頂けますので
レジャーに是非ご活用ください。

東京・ミュージアム
ぐるっとパス2020

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

◆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 遊園地入園＋のりもの乗り放題（一部制限あり）
 ※アシカショー（開催時のみ）
 ※プールの利用はできません。
 ※ご利用の際には、よみうりランドHPで
 　ご確認の上、お出かけください。

◆有効期限 2021年３月31日（水）まで

◆枚　　数 １会員年間８枚まで
 ※既に４枚ご購入頂いた方も追加で４枚を
 　お求め頂けます。
 ※売切次第終了とさせて頂きます。

劇団四季
ミュージカル

「時は今華の賑わい」
第259回 府中の森 笑 劇場 わがまま音楽会

～ピアノクインテット編～高嶋ちさ子

ＫＩＮＧ＆ＱＵＥＥＮ展  ― 名画で読み解く 英国王室物語 ―

エリザベス女王・チャールズ皇太子・ウィリアム王子夫妻など日本のメディアにも頻繁に登場し、世界中の注目を集め続ける
イギリス王室。その気品の満ちた歴史と伝統の物語を絵画・写真等の肖像から存分にお届けします。
ロイヤルファミリーの魅力を名画にて是非ご堪能ください！！
◆会　　期 2020年10月10日（土）～2021年１月11日（月・祝）
◆会　　場 上野の森美術館（東京・上野公園）
◆開館時間 10時～17時
 ※会期中無休／※金曜日は20時まで／※最終入館は、閉館の30分前
◆価　　格 月別入場チケット（10月・11月・12月）
 平日1,600円、土日祝1,800円　※一般のみのあっせんです。
◆販売期間 10月入場券　９月１日（火）～９月30日（水）
 11月入場券　10月１日（木）～10月30日（金）
 12月入場券　11月２日（月）～11月30日（月）
◆枚　　数 各月10枚　１会員２枚まで

ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵

16年ぶ
りの劇

団四季

オリジナ
ルミュー

ジカル16年ぶ
りの劇

団四季

オリジナ
ルミュー

ジカル
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レジャーに是非ご活用ください。

東京・ミュージアム
ぐるっとパス2020

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

◆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 遊園地入園＋のりもの乗り放題（一部制限あり）
 ※アシカショー（開催時のみ）
 ※プールの利用はできません。
 ※ご利用の際には、よみうりランドHPで
 　ご確認の上、お出かけください。

◆有効期限 2021年３月31日（水）まで

◆枚　　数 １会員年間８枚まで
 ※既に４枚ご購入頂いた方も追加で４枚を
 　お求め頂けます。
 ※売切次第終了とさせて頂きます。

劇 団四季
ミュージカル

「時は今華の賑わい」
第259回 府中の森 笑 劇場 わがまま音楽会

～ピアノクインテット編～高嶋ちさ子

ＫＩＮＧ＆ＱＵＥＥＮ展  ― 名画で読み解く 英国王室物語 ―

エリザベス女王・チャールズ皇太子・ウィリアム王子夫妻など日本のメディアにも頻繁に登場し、世界中の注目を集め続ける
イギリス王室。その気品の満ちた歴史と伝統の物語を絵画・写真等の肖像から存分にお届けします。
ロイヤルファミリーの魅力を名画にて是非ご堪能ください！！
◆会　　期 2020年10月10日（土）～2021年１月11日（月・祝）
◆会　　場 上野の森美術館（東京・上野公園）
◆開館時間 10時～17時
 ※会期中無休／※金曜日は20時まで／※最終入館は、閉館の30分前
◆価　　格 月別入場チケット（10月・11月・12月）
 平日1,600円、土日祝1,800円　※一般のみのあっせんです。
◆販売期間 10月入場券　９月１日（火）～９月30日（水）
 11月入場券　10月１日（木）～10月30日（金）
 12月入場券　11月２日（月）～11月30日（月）
◆枚　　数 各月10枚　１会員２枚まで

ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵

16年ぶ
りの劇

団四季

オリジナ
ルミュー

ジカル16年ぶ
りの劇

団四季

オリジナ
ルミュー

ジカル



ツアー・イベント申込方法

1
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。

事務局からのお知らせ
定期健康診断

受診料・補助のご案内

調布市商工会の定期健康診断をされた
互助会会員の皆様方へは、お一人につき
2,000円の補助をいたします。受診後、互
助会に補助申請を行ってください。

◎定期健康診断◎

●日　程 10月５日（月）～
 　　10月９日（金）
 ８時から11時30分まで
 ※健診時間は予約制です
 　（各日15名まで）

●会　場 調布市商工会

●受診料 １名10,000円

●申　込 調布市商工会
  ＴＥＬ042－485－2214

★会費（10・11・12月分）の口座振替日は9月26日（土）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。

★お願い
勤労者互助会事務局へお電話にてお問い合わせを頂く際には会
員番号とお名前をお知らせください。円滑かつ迅速な御対応をさ
せて頂けるよう努めて参りますのでご協力をお願い申し上げます。

★職員異動のお知らせ
　転入 勤労者互助会事務局担当職員
 岩崎　弥左子 （令和２年７月１３日付）

この度、勤労者互助会事務局を担当することになりました岩崎と
申します。
これから会員の皆様方のお役に立てるよう、日々、誠心誠意努力
をいたします。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

　退職 勤労者互助会事務局担当職員
 高野　眞弓 （令和２年８月３１日付）

特典付き

◇営業時間

期間により異なりますので、

または下記へお問合せください。

◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島
◇交通

電 車：横浜シーサイドライン

「八景島駅」下車徒歩すぐ

車 ：首都高速湾岸線

「幸浦出口」より国道 号線経由

◇問合せ： ﾃﾚﾌｫﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

◇公式 ：

◇注意

臨時休園に伴う期間延長などは行いません。

いつもご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご契約企業の皆さまへ日頃の感謝を込めて、特別料金で利用できる「感謝月間」を実施いたします。
この機会に是非かわいい海の動物たちに会いにきてください！！

お名前：

【アクアリゾーツパス】 水族館 施設パス
一般料金 感謝月間特別料金

●大人・高校生 円 円 名

●小・中学生 円 円 名

●幼児 才以上 円 円 名

●シニア 才以上 円 円 名

【ワンデーパス】 アクアリゾーツパス プレジャーランドパス）
一般料金 感謝月間特別料金

●大人・高校生 円 円 名

●小・中学生 円 円 名

●幼児 才以上 円 円 名

●シニア 才以上 円 円 名

※本券1枚で、5名さままで有効 ※チケット購入の際、必ず本券をご提出ください

※他の割引券・補助券 等との併用不可 ※コピー可 発 行：調布市勤労者互助会

 5kg あっせん価格 2,200円（通常価格4,300円） 20セット
 10kg あっせん価格 3,800円（通常価格7,100円） 50セット

互助会活用ガイドブック（綴込み）「四季の味覚（あっせん販売）申込書」に必要事項をご記入の上、FAX または
郵送にてお申込みください。ホームページからもお申込みが可能です！！
❶「秋の味」〇㎏　　❷会員番号　　❸会員氏名　　❹会員住所　　❺電話番号　　
❻配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する場合のみ） 　❼配達希望時間

９月23日（水） １７時互助会事務局必着

申込方法

締 切 り

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

木島平村の契約農家から
木島平米（こしひかり）の

新米をご自宅まで直送します。

木島平村の契約農家から
木島平米（こしひかり）の

新米をご自宅まで直送します。

★野沢菜茶漬け（油炒め）

★菜の花しめじ（混ぜご飯のもと）

★きのこ釜めし（炊き込みご飯のもと）

※応募は１会員１セット、ご家族での応募は１世帯１セットといたします。
※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月中旬となります。お支払いは振込用紙を同封いたします。

今回に限り特別に！！ 人気の特産３品
（2,000円相当）をプレゼント！！
今回に限り特別に！！ 人気の特産３品

（2,000円相当）をプレゼント！！

木 島 平 の
人 気 商 品

特別
企画

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……3,446人
事業所数…523所

（令和２年８月１１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254号

令和２年９月１日発行
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