
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。
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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。

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 8,250円～
小学生 7,700円
幼　児（３歳から） 5,500円
乳　児 1,650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 8,800円より
（バイキング）
※休前日は3,300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 10,000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 8,250円～
小学生 7,700円
幼　児（３歳から） 5,500円
乳　児 1,650円（施設使用料）
※寝具・食事無

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 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!

南伊豆 南伊豆

中伊豆東伊豆

佐藤錦（Ｌ玉・１㎏）バラ詰め　斡旋価格 3,000円

事務局か ら の
お知らせ

★人間ドック受診料および定期健康診断料の補助要件ついて
　「互助会活用ガイドブック」10ページの１.に記載の通り、従来は年度内１会員どちらかの補助適用とさせ
て頂いておりましたが、令和３年４月よりその条件を廃止いたしました。
　どちらも申請をして頂けますので、どうぞご活用ください。

★エンジョイドリーム割引券について
　上記割引券の2021年度版をこの互助会だより５月号に折り込みました。
　１会員様１枚（６枚綴り）のみの配布となりますのでご了承ください。
　また掲載の施設詳細（開園時間など）は直接、各施設へとお問い合わせください。

★令和３年度の就学祝い金（小・中学校入学）の申請について
　４月１日より令和３年度分の就学祝い金給付申請の受付を開始いたしました。
　ガイドブック巻末綴込みの給付申請書に必要事項を記載の上、就学通知書等の写しを添付し事務局へご
提出ください。

発送予定

支払方法

申込方法

個　　数

締 切 り

40箱　※応募多数の場合は抽選となります。

令和３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または郵送にてお申し込みください。
ホームページからもお申し込みいただけます。 

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ください。
振込確認後、順次発送とさせて頂きます。

６月中旬頃からを予定しておりますが、天候によっては発送時期が前後することが
ございます。

５月17日（月）  17時互助会事務局必着
※天候により色・サイズにばらつきがございますのでご了承下さい
※応募は１会員１箱・ご家族での応募は１世帯１箱とさせて頂きます
※応募多数の場合は抽選とし、発表は発送をもって代えさせて頂きます
※配達は関東地方のみ、贈答用としては承りかねますのでご自宅用としてお楽しみください

40箱　※応募多数の場合は抽選となります。

令和３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または郵送にてお申し込みください。
ホームページからもお申し込みいただけます。 

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ください。
振込確認後、順次発送とさせて頂きます。

６月中旬頃からを予定しておりますが、天候によっては発送時期が前後することが
ございます。

５月17日（月）  17時互助会事務局必着
※天候により色・サイズにばらつきがございますのでご了承下さい
※応募は１会員１箱・ご家族での応募は１世帯１箱とさせて頂きます
※応募多数の場合は抽選とし、発表は発送をもって代えさせて頂きます
※配達は関東地方のみ、贈答用としては承りかねますのでご自宅用としてお楽しみください

一般販売
5,200円( (

山形県東根市生まれ
の品種、

山形県東根市生まれ
の品種、

さくらんぼの王様「佐
藤錦」を特別価格に

て
さくらんぼの王様「佐

藤錦」を特別価格に
て

甘くてほのかに酸っ
ぱい初夏の味をお楽

しみ下さい！！

甘くてほのかに酸っ
ぱい初夏の味をお楽

しみ下さい！！

斡旋いたします。斡旋いたします。

ふるさとの味宅急便

「初夏の味」

「佐藤錦」山形県東根市より
産地直送！！

会員向けのお得な情報満載
調 布 市 会員数……３，４３２人

事業所数…５１９所
（令和3年4月20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258号

令和３年５月１日発行

〒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   https://www.chofu-kg.jp

4 1



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

◆日　　時 令和３年７月16日（金）　18時～20時
◆会　　場 調布クレストンホテル（調布パルコ８階）宴会場
◆定　　員 60名（互助会会員様のみ）
 ※応募多数の場合は抽選となります。
 ※会員以外の方が会員の方のご名義でご参加されることは固くお断りいたします

◆参 加 費 4,000円（一般価格8,700円）
 ※コースお料理・お飲み物・サービス料込み
◆申込方法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」をご参照ください
◆締め切り ５月19日（水）　17時互助会事務局必着
 ※感染症の拡大状況により、中止となる場合がございます
 ※定員数は４月１日現在の会場規程により算出しており、変更となる場合がございます

お待たせいたしました！！ 大好評の「納涼パーティー・フラの夕べ」の復活です！！
ハワイアンを聴きながらフラダンスとコースのお食事をご堪能下さい！！
お待たせいたしました！！ 大好評の「納涼パーティー・フラの夕べ」の復活です！！
ハワイアンを聴きながらフラダンスとコースのお食事をご堪能下さい！！

納涼ハワイアンフラパーティー納涼ハワイアンフラパーティー

◆有効期間 最初に利用した日から２ヶ月
 ※但し、最終有効期限は令和４年３月31日（木）
◆対象施設 99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回のみご利用頂けます
 ※「入場できる展示」と「割引券として使える展示」
 　があります
◆販  売  数 20冊　１会員２冊まで　
◆価　　格 1,000円（通常2,500円）※大人料金のみ
◆販売期間 ５月11日（火）より　※売切次第終了とさせて頂きます

美術館・博物館等の共通入場券＆割引券
【ぐるっとお得にミュージアム巡り】
東京を中心とする99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お得で便利なチケットブックです！！

東京・ミュージアム
ぐるっとパス2021

イオンシネマ映画観賞券

◆有効期限 令和３年５月１日（土）～10月31日（日）
◆販売価格 １枚800円（一般料金1,800円）

◆枚　　数 100枚　１会員年間４枚まで　
◆販売期間 ４月26日（月）より
 ※売切次第終了とさせて頂きます

全国のイオンシネマで利用できます！！

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　5,800円）

◆内　　容 入園＋乗物＋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

◆有効期限 2022年３月31日（木）まで

◆枚　　数 200枚　１会員年間４枚まで
 ※売切次第終了とさせて頂きます

◆有効期限 令和３年６月１日より３年間
◆価　　格 １コード 4,000円（通常5,000相当）

◆枚　　数 100コード　１会員２コードまで
◆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 ５月19日（水)　17時互助会事務局必着

待望の新劇場「四季劇場〔秋〕」、こけら落とし公演！！
演劇界に燦然と輝く傑作が刻む、新たな歴史の
１ページをお見逃しなく！！
◆日　時 令和３年８月７日（土）  13時開演
◆会　場 清水建設ミュージカルシアター
  JR東日本四季劇場［秋］
◆価　格 Ｓ席大人・子供（3歳以上）共通
 7,000円（通常12,100円）
 ※膝上観劇不可、２歳以下入場不可
◆枚　数 20枚　１会員２枚まで
 ※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 ５月21日（金） 17時互助会事務局必着

◆日　時 令和３年７月３日（土）　14時開演
◆会　場 調布市文化会館たづくり
 くすのきホール
◆価　格 一般2,000円（通常5,000円）

◆枚　数 ５枚　１会員１枚まで
 ※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 ５月10日（月）　17時互助会事務局必着

◆有効期限 あじさいまつり実施期間を含めた有効期間
 令和３年５月29日（土）～８月31日（火）
 ※あじさいまつり実施は５月29日（土）～７月４日（日）
◆券　　種 プラネタリウム観覧付き入場券 
◆価　　格 大人 400円　　
 中学生以下200円
 ※４歳未満 入場無料
◆枚　　数 100枚　１会員５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 ５月20日（木）　17時互助会事務局必着
※休館日、開館時間その他詳細は、施設ＨＰでご確認ください。

プラネタリウム観覧付き入場券

和製シティ・ポップスの代表格「ドラマティック・レイン」、
「クリスマスキャロルの頃には」などのヒット曲から
最新の楽曲まで、時間旅行をお楽しみください。
ドラムを叩きながら歌う“叩き語り”も見逃せない！
◆日　時 令和３年７月10日（土）
 18時開演
◆会　場 調布市グリーンホール　大ホール 
◆価　格 一般4,000円（通常6,800円）
 ※未就学児入場不可
◆枚　数 20枚　１会員２枚まで
 ※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 ５月21日（金）　１７時互助会事務局必着

稲垣潤一  コンサート2021

ヴァイオリン・リサイタル
調布国際音楽祭２０２１

木嶋 真優

◆日　時 令和３年７月17日（土）
 17時開演
◆会　場 明治座（日本橋）

◆価　格 Ｓ席6,000円（通常12,000円）

◆枚　数 10枚　１会員２枚まで
 ※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 ５月21日（金）　17時互助会事務局必着

『オペラ座の怪人』劇 団四季
ミュージカル

東京
公演

メディアでも大活躍の人気ヴァイオリニスト・木嶋真優さん
によるリサイタルです！！
調布で演奏が聴ける貴重な機会！！是非ご堪能ください！！

ムード歌謡グループ“純烈”が明治座にて初めての
主演公演！！
第二部では豪華な日替わりゲストも
登場いたします！！お楽しみに！！

純烈 公演

最新型プラネタリウムが映し出す一億個の星と、
四季を通じて楽しめるフィールドミュージアムです！
あじさいまつりも開催！！どうぞお楽しみ下さい！！

ローソン、サンドラッグ、東急ハンズなど幅広いお店で使えるデジタルギフト。
口座登録など一切不要。スマートフォンさえあればどなたでも使えます！

©TANKA.

お楽しみ
抽選会も
あります♪♪

クオ・カード ペイ

※QUOカードPayは、スマートフォン以外の携帯電話およびタブ
レットではご利用できません。

※QUOカードPayは、カードタイプのQUOカードとは異なるサ
ービスです。使えるお店などが異なりますのでご注意ください。

QUOカードPayの使い方
①事務局で「ご利用案内」を受け取る

②「QUOカードPay」のアプリをダウンロード
（メールアドレスをご登録ください）

③「ご利用案内」記載のコードをアプリに入力

④QUOカードPayが使えるようになります！
　店舗のレジでバーコードをお見せください

使えるお店は
たくさん！
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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

◆日　　時 令和３年７月16日（金）　18時～20時
◆会　　場 調布クレストンホテル（調布パルコ８階）宴会場
◆定　　員 60名（互助会会員様のみ）
 ※応募多数の場合は抽選となります。
 ※会員以外の方が会員の方のご名義でご参加されることは固くお断りいたします

◆参 加 費 4,000円（一般価格8,700円）
 ※コースお料理・お飲み物・サービス料込み
◆申込方法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」をご参照ください
◆締め切り ５月19日（水）　17時互助会事務局必着
 ※感染症の拡大状況により、中止となる場合がございます
 ※定員数は４月１日現在の会場規程により算出しており、変更となる場合がございます

お待たせいたしました！！ 大好評の「納涼パーティー・フラの夕べ」の復活です！！
ハワイアンを聴きながらフラダンスとコースのお食事をご堪能下さい！！
お待たせいたしました！！ 大好評の「納涼パーティー・フラの夕べ」の復活です！！
ハワイアンを聴きながらフラダンスとコースのお食事をご堪能下さい！！

納涼ハワイアンフラパーティー納涼ハワイアンフラパーティー

◆有効期間 最初に利用した日から２ヶ月
 ※但し、最終有効期限は令和４年３月31日（木）
◆対象施設 99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回のみご利用頂けます
 ※「入場できる展示」と「割引券として使える展示」
 　があります
◆販  売  数 20冊　１会員２冊まで　
◆価　　格 1,000円（通常2,500円）※大人料金のみ
◆販売期間 ５月11日（火）より　※売切次第終了とさせて頂きます

美術館・博物館等の共通入場券＆割引券
【ぐるっとお得にミュージアム巡り】
東京を中心とする99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お得で便利なチケットブックです！！

東京・ミュージアム
ぐるっとパス2021

イオンシネマ映画観賞券

◆有効期限 令和３年５月１日（土）～10月31日（日）
◆販売価格 １枚800円（一般料金1,800円）

◆枚　　数 100枚　１会員年間４枚まで　
◆販売期間 ４月26日（月）より
 ※売切次第終了とさせて頂きます

全国のイオンシネマで利用できます！！

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　5,800円）

◆内　　容 入園＋乗物＋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

◆有効期限 2022年３月31日（木）まで

◆枚　　数 200枚　１会員年間４枚まで
 ※売切次第終了とさせて頂きます

◆有効期限 令和３年６月１日より３年間
◆価　　格 １コード 4,000円（通常5,000相当）

◆枚　　数 100コード　１会員２コードまで
◆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 ５月19日（水)　17時互助会事務局必着

待望の新劇場「四季劇場〔秋〕」、こけら落とし公演！！
演劇界に燦然と輝く傑作が刻む、新たな歴史の
１ページをお見逃しなく！！
◆日　時 令和３年８月７日（土）  13時開演
◆会　場 清水建設ミュージカルシアター
  JR東日本四季劇場［秋］
◆価　格 Ｓ席大人・子供（3歳以上）共通
 7,000円（通常12,100円）
 ※膝上観劇不可、２歳以下入場不可
◆枚　数 20枚　１会員２枚まで
 ※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 ５月21日（金） 17時互助会事務局必着

◆日　時 令和３年７月３日（土）　14時開演
◆会　場 調布市文化会館たづくり
 くすのきホール
◆価　格 一般2,000円（通常5,000円）

◆枚　数 ５枚　１会員１枚まで
 ※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 ５月10日（月）　17時互助会事務局必着

◆有効期限 あじさいまつり実施期間を含めた有効期間
 令和３年５月29日（土）～８月31日（火）
 ※あじさいまつり実施は５月29日（土）～７月４日（日）
◆券　　種 プラネタリウム観覧付き入場券 
◆価　　格 大人 400円　　
 中学生以下200円
 ※４歳未満 入場無料
◆枚　　数 100枚　１会員５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 ５月20日（木）　17時互助会事務局必着
※休館日、開館時間その他詳細は、施設ＨＰでご確認ください。

プラネタリウム観覧付き入場券

和製シティ・ポップスの代表格「ドラマティック・レイン」、
「クリスマスキャロルの頃には」などのヒット曲から
最新の楽曲まで、時間旅行をお楽しみください。
ドラムを叩きながら歌う“叩き語り”も見逃せない！
◆日　時 令和３年７月10日（土）
 18時開演
◆会　場 調布市グリーンホール　大ホール 
◆価　格 一般4,000円（通常6,800円）
 ※未就学児入場不可
◆枚　数 20枚　１会員２枚まで
 ※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 ５月21日（金）　１７時互助会事務局必着

稲垣潤一  コンサート2021

ヴァイオリン・リサイタル
調布国際音楽祭２０２１

木嶋 真優

◆日　時 令和３年７月17日（土）
 17時開演
◆会　場 明治座（日本橋）

◆価　格 Ｓ席6,000円（通常12,000円）

◆枚　数 10枚　１会員２枚まで
 ※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 ５月21日（金）　17時互助会事務局必着

『オペラ座の怪人』劇 団四季
ミュージカル

東京
公演

メディアでも大活躍の人気ヴァイオリニスト・木嶋真優さん
によるリサイタルです！！
調布で演奏が聴ける貴重な機会！！是非ご堪能ください！！

ムード歌謡グループ“純烈”が明治座にて初めての
主演公演！！
第二部では豪華な日替わりゲストも
登場いたします！！お楽しみに！！

純烈 公演

最新型プラネタリウムが映し出す一億個の星と、
四季を通じて楽しめるフィールドミュージアムです！
あじさいまつりも開催！！どうぞお楽しみ下さい！！

ローソン、サンドラッグ、東急ハンズなど幅広いお店で使えるデジタルギフト。
口座登録など一切不要。スマートフォンさえあればどなたでも使えます！

©TANKA.

お楽しみ
抽選会も
あります♪♪

クオ・カード ペイ

※QUOカードPayは、スマートフォン以外の携帯電話およびタブ
レットではご利用できません。

※QUOカードPayは、カードタイプのQUOカードとは異なるサ
ービスです。使えるお店などが異なりますのでご注意ください。

QUOカードPayの使い方
①事務局で「ご利用案内」を受け取る

②「QUOカードPay」のアプリをダウンロード
（メールアドレスをご登録ください）

③「ご利用案内」記載のコードをアプリに入力

④QUOカードPayが使えるようになります！
　店舗のレジでバーコードをお見せください

使えるお店は
たくさん！

2 3



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。

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 8,250円～
小学生 7,700円
幼　児（３歳から） 5,500円
乳　児 1,650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 8,800円より
（バイキング）
※休前日は3,300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 10,000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 8,250円～
小学生 7,700円
幼　児（３歳から） 5,500円
乳　児 1,650円（施設使用料）
※寝具・食事無

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 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!

南伊豆 南伊豆

中伊豆東伊豆

佐藤錦（Ｌ玉・１㎏）バラ詰め　斡旋価格 3,000円

事務局か ら の
お知らせ

★人間ドック受診料および定期健康診断料の補助要件ついて
　「互助会活用ガイドブック」10ページの１.に記載の通り、従来は年度内１会員どちらかの補助適用とさせ
て頂いておりましたが、令和３年４月よりその条件を廃止いたしました。
　どちらも申請をして頂けますので、どうぞご活用ください。

★エンジョイドリーム割引券について
　上記割引券の2021年度版をこの互助会だより５月号に折り込みました。
　１会員様１枚（６枚綴り）のみの配布となりますのでご了承ください。
　また掲載の施設詳細（開園時間など）は直接、各施設へとお問い合わせください。

★令和３年度の就学祝い金（小・中学校入学）の申請について
　４月１日より令和３年度分の就学祝い金給付申請の受付を開始いたしました。
　ガイドブック巻末綴込みの給付申請書に必要事項を記載の上、就学通知書等の写しを添付し事務局へご
提出ください。

発送予定

支払方法

申込方法

個　　数

締 切 り

40箱　※応募多数の場合は抽選となります。

令和３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または郵送にてお申し込みください。
ホームページからもお申し込みいただけます。 

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ください。
振込確認後、順次発送とさせて頂きます。

６月中旬頃からを予定しておりますが、天候によっては発送時期が前後することが
ございます。

５月17日（月）  17時互助会事務局必着
※天候により色・サイズにばらつきがございますのでご了承下さい
※応募は１会員１箱・ご家族での応募は１世帯１箱とさせて頂きます
※応募多数の場合は抽選とし、発表は発送をもって代えさせて頂きます
※配達は関東地方のみ、贈答用としては承りかねますのでご自宅用としてお楽しみください

40箱　※応募多数の場合は抽選となります。

令和３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または郵送にてお申し込みください。
ホームページからもお申し込みいただけます。 

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ください。
振込確認後、順次発送とさせて頂きます。

６月中旬頃からを予定しておりますが、天候によっては発送時期が前後することが
ございます。

５月17日（月）  17時互助会事務局必着
※天候により色・サイズにばらつきがございますのでご了承下さい
※応募は１会員１箱・ご家族での応募は１世帯１箱とさせて頂きます
※応募多数の場合は抽選とし、発表は発送をもって代えさせて頂きます
※配達は関東地方のみ、贈答用としては承りかねますのでご自宅用としてお楽しみください

一般販売
5,200円( (

山形県東根市生まれ
の品種、

山形県東根市生まれ
の品種、

さくらんぼの王様「佐
藤錦」を特別価格に

て
さくらんぼの王様「佐

藤錦」を特別価格に
て

甘くてほのかに酸っ
ぱい初夏の味をお楽

しみ下さい！！

甘くてほのかに酸っ
ぱい初夏の味をお楽

しみ下さい！！

斡旋いたします。斡旋いたします。

ふるさとの味宅急便

「初夏の味」

「佐藤錦」山形県東根市より
産地直送！！

会員向けのお得な情報満載
調 布 市 会員数……３，４３２人

事業所数…５１９所
（令和3年4月20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258号

令和３年５月１日発行

〒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   https://www.chofu-kg.jp
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