
ツアー・イベント申込方法
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イベント名　例：日帰りバスツアー
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

★会費（１０・１１・１２月分）について
　口座振替日は９月27日（月）です。残高のご確認をお願いいたします。

★調布市商工会 定期健康診断の受診料補助について
　調布市商工会の健康診断を受診された互助会加入の事業所には、１名に付き2,000円の補助をいたしま

す。健康診断受診後、互助会事務局に領収書をご持参のうえ、申請をして頂きますよう、お願い申し上げ
ます。

★2021年度エンジョイドリーム割引券　掲載施設閉館のお知らせ
　配布済みの2021年度エンジョイドリーム割引券に掲載されている以下の施設が閉館となります。ご利

用の際にはご注意ください。
　●東京お台場大江戸温泉物語 令和３年９月５日　閉館
　●京急　油壷マリンパーク 令和３年９月30日　閉館

Process
行　程

（出発）

調布市文化会館
「たづくり」

7:00

調布 IC 八王子JCT

上田菅平 IC 小諸 IC小諸 IC 八王子JCT

鶴ヶ島 JCT

鶴ヶ島 JCT

小諸 IC
（休憩）

高坂ＳＡ
8:05～8:20

（休憩）

上里ＳＡ
16:30～16:45

（見学／紅葉鑑賞）

小諸城址  懐古園
9:45～11:05

（昼食／松茸御膳「紅葉」）

信州上田・きのこむら深山
11:50～13:10

（お買物）

うえだ食彩館ゆとりの里
「直売センター」

13:40～14:20

（りんご狩り）

松井農園
14:45～15:30

（到着）

調布市文化会館
「たづくり」

18:15

◇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。

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

※プレジャーランドパス＝アトラクションフリーパス
発 行：調布市勤労者互助会

◇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。

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

※プレジャーランドパス＝アトラクションフリーパス
発 行：調布市勤労者互助会

松茸収穫日本
一！

松茸収穫日本
一！

◆実 施 日 令和３年11月14日（日）日帰り
◆交　　通 大型バス１台
 （感染予防対策として乗車定員を通常の半数とさせて頂きます）

◆募集人数 40名（最小催行人数25名）　※応募多数の場合は抽選となります

◆参 加 費 会員および令和３年９月１日現在、お届出済みの同居ご家族
 （１名につき）
 大　人 7,500円 （一般価格12,731円）
 同伴者 12,000円
 ※お子様（小学生以下）の料金設定はありません
 ※会員以外の方が会員名義でご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または同居家族から同伴者へ変更する
場合には差額をお支払い頂きますのでご注意ください

◆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 切 り ９月24日（金）　17時互助会事務局必着

日帰りバスツアー日帰りバスツアー

信州上田の「松茸御前」・
小諸懐古園の紅葉
信州上田の「松茸御前」・
小諸懐古園の紅葉

旅行取扱
さくらツーリスト株式会社

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   https://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,425人
事業所数…516所

（令和３年７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260号

令和３年９月１日発行
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センチュリーサザンタワー

小田急ホテル

ランチ券

レストラン４店舗共通

東京ドームホテル
ランチ券

◆日　時 令和３年11月３日（水・祝）14時開演
◆会　場 調布市グリーンホール　大ホール
◆価　格 一般3,500円（通常6,000円）
 ※未就学児童入場不可
◆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 ９月27日（月） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受け
 　できません

ユニクロギフトカードは、全国のユニクロ店舗、
またはオンラインストアでご利用頂けます。

ユニクロギフトカード

フォレスタコンサートin 調布

◆日　時 ①令和３年11月３日（水・祝）
 　12時30分開演（市村・濱田出演)
 ②令和３年11月６日（土）
 　17時30分開演（武田・ソニン出演）
◆会　場 東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
◆価　格 Ｓ席大人7,000円（通常12,600円）
◆枚　数 ①②各６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 ９月14日（火） 17時互助会事務局必着
 ※締め切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません

ミュージカル『オリバー！』

◆日　時 令和３年11月７日（日）12時30分開演
◆会　場 NOMURA野村證券ミュージカルシアター  JR東日本四季劇場［春］（浜松町）
◆価　格 Ｓ席大人 7,000円 （通常13,750円）
 　　子供（3歳以上小学生以下） 3,500円 （通常  6,875円）
 ※膝上観劇不可、２歳以下入場不可
 ※割引での斡旋価格は劇団四季ではなく、当互助会の補助によるものです
◆枚　数 30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 ９月14日（火） 17時互助会事務局必着
 ※締め切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません

ミュージカル『アナと雪の女王』

【出演者】 柴田理恵・久本雅美・佐藤正宏・梅垣義明・
 すずまさ　他出演！！
◆日　時 ①令和３年10月30日（土）
 　18時開演
 ②令和３年10月31日（日）
 　14時開演
 ※①②どちらの公演をご希望さ
 　れるかを必ずご記入ください
◆会　場 新宿文化センター　大ホール
◆価　格 Ｓ席6,000円（通常9,800円）
◆枚　数 ①②各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 ９月22日（水） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受け
 　できません

WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」
実力派コーラスグループ
「フォレスタ」の

美声を是非、調布で！！

日本中に“アナ雪旋風”を巻き起こした超人気作が、
より深くドラマチックなミュージカルになって、ついに登場！！

「メリー・ポピンズ」、「レ・ミゼラブル」の
プロデューサーが贈る、2021年最高の話題作！！
市村正親／武田真治（Ｗキャスト）・
濱田めぐみ／ソニン（Ｗキャスト）出演

親 ル睦 ゴ フ 会大親 ル睦 ゴ フ 会大

☆実  施  日 令和３年11月７日（日）　現地集合・解散
☆スタート  ８時12分～　I Nスタート
☆会　　場 大月カントリークラブ
 山梨県大月市富浜町鳥沢7084番地
 電話0554－26－5559
☆募集人数 24名
☆プレー費 19,500円（キャディー費・昼食付き）
 ※当日、現地にて各自ご精算ください
 ※70歳以上は、ゴルフ利用税が免除されます（証明書必要）

☆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

☆参 加 費 3,000円
 ※会員および８月１日現在、お届出済みの同居ご家族の
 　参加費は調布市勤労者互助会が3,000円負担します
 ※会員以外の方は当日3,000円を徴収いたします
☆そ  の  他  競技方法・表彰式等の詳細は後日ご連絡いたし

ます
☆締  切  り ９月22日（水）17時互助会事務局必着

勤労者互助会

★時 間 帯 店舗により異なります、ご予約の際に各店舗へ
お問い合わせください

★店 舗 名 スーパーダイニング「リラッサ」、中華料理「後楽
園飯店」、和食「春風萬里」、スカイラウンジ＆ダイ
ニング「アーティスト カフェ」

★価　　格 2,000円（通常4,100円相当）
 ※お子様が「リラッサ」及び「アーティストカフェ」を

　ご利用の場合は現地払いの方がお得です

★有効期限 令和４年３月31日（木）
★募集枚数 200枚　１会員４枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります

★申込方法 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　９月24日（金） 17時互助会事務局必着

★内　　容
　「リラッサ」 「北海道フェア」第一弾
 10月31日（日）まで開催！！

 90 分制の洋・中・和・スイーツブッフェ
 ＜ソフトドリンクバー付き＞
　「後楽園飯店」 前菜・料理２品・点心・ご飯・スープ・

デザート・コーヒー
　「春風萬里」 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
 ＜平日のみコーヒーまたは紅茶付き＞
　「アーティスト カフェ」
 パノラマランチコース
　 本日のアンティパストミスト・本日のパ

スタ・選べるメインディッシュ・ドルチェ

★時 間 帯 11時30分～16時（２時間制・ラストオーダー15時）
★価　　格 2,500円(通常4,500円)
★有効期限 令和４年３月31日（木）
 ※除外日▶令和４年１月１日（土・祝）～１月３日（月）
★募集枚数 100枚　１会員４枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります
★申込方法 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 ９月24日（金） 17時互助会事務局必着

地上100メートルの眺望！！
高層20階「サザンタワーダイニング」での
優雅なランチタイムを！！
★内　　容
　コース名「フランセーズ」
　前菜・スープ・メインディッシュ盛り合わせ・デザート・

コーヒーまたは紅茶

◆有効期限 令和３年10月４日（月）から３年間
 ※有効期限後のカードは無効となり、残高の
 　払い戻しはいたしません

◆価　　格 4,000円（通常5,000円）

◆枚　　数 200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22日（水） 17時互助会事務局必着
 ※締め切り後のキャンセルはいかなる場合でも
 　お受けできません
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センチュリーサザンタワー

小田急ホテル

ランチ券

レストラン４店舗共通

東京ドームホテル
ランチ券

◆日　時 令和３年11月３日（水・祝）14時開演
◆会　場 調布市グリーンホール　大ホール
◆価　格 一般3,500円（通常6,000円）
 ※未就学児童入場不可
◆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 ９月27日（月） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受け
 　できません

ユニクロギフトカードは、全国のユニクロ店舗、
またはオンラインストアでご利用頂けます。

ユニクロギフトカード

フォレスタコンサートin 調布

◆日　時 ①令和３年11月３日（水・祝）
 　12時30分開演（市村・濱田出演)
 ②令和３年11月６日（土）
 　17時30分開演（武田・ソニン出演）
◆会　場 東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
◆価　格 Ｓ席大人7,000円（通常12,600円）
◆枚　数 ①②各６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 ９月14日（火） 17時互助会事務局必着
 ※締め切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません

ミュージカル『オリバー！』

◆日　時 令和３年11月７日（日）12時30分開演
◆会　場 NOMURA野村證券ミュージカルシアター  JR東日本四季劇場［春］（浜松町）
◆価　格 Ｓ席大人 7,000円 （通常13,750円）
 　　子供（3歳以上小学生以下） 3,500円 （通常  6,875円）
 ※膝上観劇不可、２歳以下入場不可
 ※割引での斡旋価格は劇団四季ではなく、当互助会の補助によるものです
◆枚　数 30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 ９月14日（火） 17時互助会事務局必着
 ※締め切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません

ミュージカル『アナと雪の女王』

【出演者】 柴田理恵・久本雅美・佐藤正宏・梅垣義明・
 すずまさ　他出演！！
◆日　時 ①令和３年10月30日（土）
 　18時開演
 ②令和３年10月31日（日）
 　14時開演
 ※①②どちらの公演をご希望さ
 　れるかを必ずご記入ください
◆会　場 新宿文化センター　大ホール
◆価　格 Ｓ席6,000円（通常9,800円）
◆枚　数 ①②各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 ９月22日（水） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受け
 　できません

WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」
実力派コーラスグループ
「フォレスタ」の

美声を是非、調布で！！

日本中に“アナ雪旋風”を巻き起こした超人気作が、
より深くドラマチックなミュージカルになって、ついに登場！！

「メリー・ポピンズ」、「レ・ミゼラブル」の
プロデューサーが贈る、2021年最高の話題作！！
市村正親／武田真治（Ｗキャスト）・
濱田めぐみ／ソニン（Ｗキャスト）出演

親 ル睦 ゴ フ 会大親 ル睦 ゴ フ 会大

☆実  施  日 令和３年11月７日（日）　現地集合・解散
☆スタート  ８時12分～　I Nスタート
☆会　　場 大月カントリークラブ
 山梨県大月市富浜町鳥沢7084番地
 電話0554－26－5559
☆募集人数 24名
☆プレー費 19,500円（キャディー費・昼食付き）
 ※当日、現地にて各自ご精算ください
 ※70歳以上は、ゴルフ利用税が免除されます（証明書必要）

☆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

☆参 加 費 3,000円
 ※会員および８月１日現在、お届出済みの同居ご家族の
 　参加費は調布市勤労者互助会が3,000円負担します
 ※会員以外の方は当日3,000円を徴収いたします
☆そ  の  他  競技方法・表彰式等の詳細は後日ご連絡いたし

ます
☆締  切  り ９月22日（水）17時互助会事務局必着

勤労者互助会

★時 間 帯 店舗により異なります、ご予約の際に各店舗へ
お問い合わせください

★店 舗 名 スーパーダイニング「リラッサ」、中華料理「後楽
園飯店」、和食「春風萬里」、スカイラウンジ＆ダイ
ニング「アーティスト カフェ」

★価　　格 2,000円（通常4,100円相当）
 ※お子様が「リラッサ」及び「アーティストカフェ」を

　ご利用の場合は現地払いの方がお得です

★有効期限 令和４年３月31日（木）
★募集枚数 200枚　１会員４枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります

★申込方法 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　９月24日（金） 17時互助会事務局必着

★内　　容
　「リラッサ」 「北海道フェア」第一弾
 10月31日（日）まで開催！！

 90 分制の洋・中・和・スイーツブッフェ
 ＜ソフトドリンクバー付き＞
　「後楽園飯店」 前菜・料理２品・点心・ご飯・スープ・

デザート・コーヒー
　「春風萬里」 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
 ＜平日のみコーヒーまたは紅茶付き＞
　「アーティスト カフェ」
 パノラマランチコース
　 本日のアンティパストミスト・本日のパ

スタ・選べるメインディッシュ・ドルチェ

★時 間 帯 11時30分～16時（２時間制・ラストオーダー15時）
★価　　格 2,500円(通常4,500円)
★有効期限 令和４年３月31日（木）
 ※除外日▶令和４年１月１日（土・祝）～１月３日（月）
★募集枚数 100枚　１会員４枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります
★申込方法 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 ９月24日（金） 17時互助会事務局必着

地上100メートルの眺望！！
高層20階「サザンタワーダイニング」での
優雅なランチタイムを！！
★内　　容
　コース名「フランセーズ」
　前菜・スープ・メインディッシュ盛り合わせ・デザート・

コーヒーまたは紅茶

◆有効期限 令和３年10月４日（月）から３年間
 ※有効期限後のカードは無効となり、残高の
 　払い戻しはいたしません

◆価　　格 4,000円（通常5,000円）

◆枚　　数 200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22日（水） 17時互助会事務局必着
 ※締め切り後のキャンセルはいかなる場合でも
 　お受けできません



ツアー・イベント申込方法

1
2
3
4

イベント名　例：日帰りバスツアー
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

★会費（１０・１１・１２月分）について
　口座振替日は９月27日（月）です。残高のご確認をお願いいたします。

★調布市商工会 定期健康診断の受診料補助について
　調布市商工会の健康診断を受診された互助会加入の事業所には、１名に付き2,000円の補助をいたしま

す。健康診断受診後、互助会事務局に領収書をご持参のうえ、申請をして頂きますよう、お願い申し上げ
ます。

★2021年度エンジョイドリーム割引券　掲載施設閉館のお知らせ
　配布済みの2021年度エンジョイドリーム割引券に掲載されている以下の施設が閉館となります。ご利

用の際にはご注意ください。
　●東京お台場大江戸温泉物語 令和３年９月５日　閉館
　●京急　油壷マリンパーク 令和３年９月30日　閉館

Process
行　程

（出発）

調布市文化会館
「たづくり」

7:00

調布 IC 八王子JCT

上田菅平 IC 小諸 IC小諸 IC 八王子JCT

鶴ヶ島 JCT

鶴ヶ島 JCT

小諸 IC
（休憩）

高坂ＳＡ
8:05～8:20

（休憩）

上里ＳＡ
16:30～16:45

（見学／紅葉鑑賞）

小諸城址  懐古園
9:45～11:05

（昼食／松茸御膳「紅葉」）

信州上田・きのこむら深山
11:50～13:10

（お買物）

うえだ食彩館ゆとりの里
「直売センター」

13:40～14:20

（りんご狩り）

松井農園
14:45～15:30

（到着）

調布市文化会館
「たづくり」

18:15

◇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。

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

※プレジャーランドパス＝アトラクションフリーパス
発 行：調布市勤労者互助会

◇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。

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

※プレジャーランドパス＝アトラクションフリーパス
発 行：調布市勤労者互助会

松茸収穫日本
一！

松茸収穫日本
一！

◆実 施 日 令和３年11月14日（日）日帰り
◆交　　通 大型バス１台
 （感染予防対策として乗車定員を通常の半数とさせて頂きます）

◆募集人数 40名（最小催行人数25名）　※応募多数の場合は抽選となります

◆参 加 費 会員および令和３年９月１日現在、お届出済みの同居ご家族
 （１名につき）
 大　人 7,500円 （一般価格12,731円）
 同伴者 12,000円
 ※お子様（小学生以下）の料金設定はありません
 ※会員以外の方が会員名義でご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または同居家族から同伴者へ変更する
場合には差額をお支払い頂きますのでご注意ください

◆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 切 り ９月24日（金）　17時互助会事務局必着

日帰りバスツアー日帰りバスツアー

信州上田の「松茸御前」・
小諸懐古園の紅葉
信州上田の「松茸御前」・
小諸懐古園の紅葉

旅行取扱
さくらツーリスト株式会社

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   https://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,425人
事業所数…516所

（令和３年７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260号

令和３年９月１日発行

4 1


