
事務局からのお知らせ

★調布市商工会　定期健康診断の受診料補助の
　ご案内
　調布市商工会の定期健康診断を受診された互助会会
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、受診料の領収書を添付の上、互助会事務局へ
補助申請をお願い申し上げます。
　申請書は配布済みのガイドブック巻末に綴られている
ほか、調布市勤労者互助会のホームページからもダウ
ンロードが可能です。
　なお、申請期間は令和５年３月末までですので、お忘れ
なくご申請ください。

◆日　時 令和４年８月６日（土）　12時～14時30分
 ※受付時間　11時30分～

◆会　場 東京ドームホテル　Ｂ１宴会場「シンシア」

◆定　員 36 名

◆価　格 １名様 7,000 円（通常11,000 円）
 ※受講料・コースお料理代金込み
 ※飲料（ワンドリンク〈白ワインorソフトドリンク〉）付

◆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。
 ※お子様の料金設定はありません。
 ※１会員４名様までお申し込み頂けます。
 ※サンダル・短パン・ジーンズでのご参加はお控えください。

◆締切り ７月18日（月）　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。

親子で！ ご家族で！ お友達同士で！ 
お一人でも！ 是非ご参加ください！！

東京ドームホテル

夏休みテーブルマナー教室夏休みテーブルマナー教室

【テーブルマナーメニュー】

海の幸のサラダ仕立て
ブルグールとラタトゥイユ

【小麦・エビ・イカ・いくら・さけ・大豆】

コンソメロワイヤル　彩り野菜
【卵・牛肉・鶏肉】

すずきのソテー
レモン風味のラタトゥイユとズッキーニ飾り

ノイリー風味のクリームソース
【乳】

ローストビーフ
グレービーソースとホースラディッシュ

ポテトグラタンと温野菜
【乳・牛肉・鶏肉】

イチゴとレモンのムース　フルーツ添え
【卵・乳・小麦・オレンジ・キウイ・りんご・大豆・ゼラチン】

パンとバター　　コーヒー又は紅茶
【グラハムパン／小麦・乳、ロールパン／小麦、バター／乳】

★仕入れの都合によりメニュー内容を変更する場合がござ
います。
★本メニューには【　】内のアレルギー物質を含む原材料を
使用しております。

◆期　間 令和４年９月11日（日）～９月25日（日）
◆会　場 両国国技館
◆価　格 イスＡ席 6,000円（通常8,500円）
◆枚　数 20枚
 １会員　全期間合わせて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。
 ※第１希望・第２希望のお日にちをご明記ください。
 ※当落結果発表は令和４年８月15日以降・入場券の
 　お渡しは８月22日以降の予定でおりますので、
 　ご了承を頂ける方のみご応募ください。
◆締切り ７月19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。

※結果発表：締切後順次返信ハガキ等でお知らせします

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。

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ください。
ホームページからもお申込み出来ます。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申込みください。
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。
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ください。
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

チケット申込方法

氏名
切手は
63円です!!
ご注意ください。

（出発）

調布市
8:00

調布 IC 大月 IC

御殿場 IC 沼津 IC

長泉沼津 IC 御殿場 JCT 海老名 JCT 八王子JCT 調布 IC

河口湖 IC
（休憩）

談合坂ＳＡ
8:50～9:10

（休憩）

厚木ＰＡ
15:50～16:10

富士山をバックに約300万本の黄花コスモス観賞

山中湖花の都公園･清流の里
9:50～10:40

ゆったりくつろぐ足湯もあります！

富士山に一番近い道の駅！道の駅すばしり
10:50～11:10

人気の和食ランチ♪

地元でも評判の和食処ふくふく
11:30～12:30

お買い物

沼津名産の干物等のお土産も豊富な沼津漁港
13:10～13:40

高級マスクメロン１玉狩りと2/8 切試食付！

伊豆フルーツパーク
14:10～14:50

中央
自動車道

東富士五湖
道路

東名
高速道路

新東名高速道路 東名高速道路 中央自動車道圏央道 （到着）

調布市
17:00 予定

約300万本の黄花コスモス観賞と

高級マスクメロン１玉狩り！！

地元でも評判の和食処でゆったりランチと

沼津漁港でのお買い物で寛ぎの休日
を！！

約300万本の黄花コスモス観賞と

高級マスクメロン１玉狩り！！

地元でも評判の和食処でゆったりランチと

沼津漁港でのお買い物で寛ぎの休日
を！！

Process
行程

旅行取扱：全国ネットツーリスト

◆実　施　日 令和４年９月11日（日）日帰り
◆交　　　通 大型バス１台
◆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６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11,500円）
 同伴者 11,000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。
　　　　　　　 ★ハガキでの応募は受け付けておりません。
◆締　切　り ７月25日（月）　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

メロン１玉狩り

人気の和食ラン
チ

14

〒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

令和４年７月１日発行

会員向けのお得な情報満載

調布市勤労者互助会
会員数……3,480人
事業所数…515所
（令和４年5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ください

第２６5号
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◆日　時 ８月24日（水）　18時開演

◆出　演 高畑充希、伊礼彼方、海宝直人、上原理生　他

◆会　場 帝国劇場

◆価　格 Ｓ席　9,000円
 （通常15,000円）

◆枚　数 20枚

◆申込み 往復はがき
 ※１頁下段「チケット申込方法」
 　をご参照ください。

◆締切り ７月15日（金） 17時互助会事務局必着
 ※お申込み後のキャンセルはいかなる場合でも
 　お受けできません。

◆日　時 令和４年９月25日（日）　13時開演
◆会　場 電通四季劇場［海］(東京・汐留)
◆価　格 Ｓ席 大人7,500円（通常13,200円）
  子供（３歳以上小学校６年生以下)3,500円（通常6,600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 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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数を
 　ご記入ください。

◆締切り ７月27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。

◆日　時　令和４年８月28日（日）　14時開演
◆会　場 ＩＨＩステージアラウンド東京（江東区）
◆価　格 S席 大人4,000円（通常6,000円）
  子供（３歳～小学生）2,000円（通常3,000円）
 ※子供料金は３歳～小学生。中学生以上は大人料金となります。
 ※３歳未満入場不可。
 ※チケットはお一人様１枚必要です。
 　お子様のみで観劇不可。膝上観劇不可。
◆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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数をご記入ください。
◆締切り ７月26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。

陸を越え、海へ、空へ。究極の旅が始まる！
まるで生きて実在しているかのような世界観を
体験できる新感覚〝恐竜〞エンターテインメント！
【出演恐竜】 ティラノサウルス、トリケラトプス、アロサウルス、
 ステゴサウルス　その他盛りだくさん！

◆日　時 令和４年９月11日（日）
 18時15分開演
◆会　場 ＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアター
◆価　格 Ｓ席 9,000円
 ６歳～15歳 7,000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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数をご記入ください。
◆締切り ７月25日（月）　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。

DINO－A－LIVＥ ＰＲＥＭＩＵＭ
TIME ＤＩＶＥＲ　夏休みスペシャル

『ハリー・ポッターと呪いの子』舞
台

リアル恐竜ショー 恐竜パーク
児童文学を原作とした作品です！！
お子様のミュージカルデビューにもおすすめですので、
是非、夏休みにご家族で！！

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！
家族全員で、楽しく学べるリアル恐竜ショー！

『人間になりたがった猫』
劇団四季ミュージカル

『アラジン』劇 団四季
ミュージカル

東京
公演

調布 東京駅
8：36

金沢駅
11：05～11：20

（昼食）
ホテルウェルネス能登路

12：20～13：10

（見学）
能登金剛  巌門
14：00～15：00

（見学）
のと里山海山ミュージアム

15：40～16：20
金沢森本
IC

志賀（しか）の郷温泉
（ロイヤルホテル能登）

17：00

ホテル
9：00

金津
IC

福井北
IC

（昼食・散策）
東尋坊・やまに水産

11：45～13：15

（参拝）
永平寺

14：15～15：45
加賀
IC

山代温泉
（瑠璃光）
16：30

（休憩）
千里浜なぎさドライブウェイ

9：30～9：45

ホテル
8：30

（買物）
九谷満月
8：35～9：05

（散策）
近江町市場
10：10～11：00

（散策）
ひがし茶屋街
11：10～11：55

（入園・昼食）
兼六園・寄観亭
12：00～13：45

金沢西
IC

旅行取扱：株式会社スペース・プラン　※交通事情により前後しますのでご了承ください

薬王院にて護摩焚き・精進料理の
昼食をいただけるコースです。ガイドさんと登る高尾山ハイキングガイドさんと登る高尾山ハイキング

（護摩焚き・精進料理）

（12：30～14：30）（～11：30） （8：45）出発
ケーブルカー清滝駅 ==＝= 高尾山山頂 ==＝ 薬王院 ==＝ 解散行 

程

◎薬　王　院 御護摩修行。煩悩を焼き清めるという御護摩焚き。
 精進料理の昼食。旬の食材を盛り込んだお料理を 

いただけます。

◎高尾山山頂 ガイドと一緒に歩きます。
 普段は気づかない高尾山の魅力が発見できるかも。
 山登りに適した服装でご参加ください。
 ケーブルカーで高尾山山頂駅まで上がり、２号路・４号

路を歩きます。（２号路・４号路コース　約2.4km）

令和４年10月23日㊐～25日㊋
 ２泊３日
15名
※応募多数の場合は抽選となります。
会員および令和４年６月１日現在、
お届出済みの同居ご家族（１名につき）
１名１室 81,000 円（一般価格 103,000 円）
２名１室 69,000 円（一般価格   85,000 円）
３名１室 65,000 円（一般価格   81,000 円）
４名１室 63,000 円（一般価格   80,000 円）
※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。

連
合
会
合
同
旅
行

◆実 施 日

◆参 加 費

１頁下段「ツアー・イベント申込方法」を
ご参照ください。
★ハガキでの応募は受け付けておりません。

７月20日（水）　
17時互助会事務局必着

◆締 切 り

◆申込方法

◆募集人数

ツ ア ー の ポ イ ン ト

連
合
会
合
同
企
画

◆日　時　令和４年８月21日（日）　11時30分開演
◆会　場 自由劇場(東京・浜松町)
◆価　格 大人 4,000円（通常6,600円）
 子供（３歳以上小学校６年生以下）
  2,000円（通常3,300円）
 ※膝上観劇不可、2歳以下入場不可。
 ※公演当日3歳以上のお子様はお席をお求めください
 　（膝上観劇不可）。
 ※2歳以下のお子様を抱いてご覧になる場合は、お抱き
 　になる方の方より頭が出ないよう、後席へのご配慮を
 　お願いいたします（2歳以下の着席観劇有料）。
 ※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 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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数をご記入ください。
◆締切り ７月22日（金）　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。

◆日　時 令和４年８月２日（火）
 ①12時30分開演
 ②15時30分開演
◆会　場 たましんＲＩＳＵＲＵホール
 （立川市民会館）大ホール
◆価　格 全席指定2,000円（通常3,300円）
◆枚　数 ①10枚　②10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。
 ※①または②のいずれかと、ご希望の枚数をご記入ください。
◆締切り ７月14日（木）　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。

かがやき
505号

東京駅
17：52

金沢駅
14：00～14：47

はくたか
568号

10月
23日日

北陸の名湯と絶景スポット
２泊３日の旅！！

１
日
目

10月
24日月

２
日
目

10月
25日火

３
日
目

◆日　　時 令和４年10月１日（土）

◆集　　合 ケーブルカー清滝駅　８時45分　現地集合

◆募集人数 10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４年６月１日現在、お届出済みの
 同居ご家族（１名につき）
 1,500円（通常3,750円）
 上記の会員・ご家族以外の一般同伴者
 3,500円
 ※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。

◆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 ７月28日（木） 17時互助会事務局必着

2022年度帝国劇場ミュージカル

『ミス・サイゴン』

【主演】向井　理

「ひがし茶屋街」「千里浜なぎさドライブウェイ」

2 3
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◆日　時 ８月24日（水）　18時開演

◆出　演 高畑充希、伊礼彼方、海宝直人、上原理生　他

◆会　場 帝国劇場

◆価　格 Ｓ席　9,000円
 （通常15,000円）

◆枚　数 20枚

◆申込み 往復はがき
 ※１頁下段「チケット申込方法」
 　をご参照ください。

◆締切り ７月15日（金） 17時互助会事務局必着
 ※お申込み後のキャンセルはいかなる場合でも
 　お受けできません。

◆日　時 令和４年９月25日（日）　13時開演
◆会　場 電通四季劇場［海］(東京・汐留)
◆価　格 Ｓ席 大人7,500円（通常13,200円）
  子供（３歳以上小学校６年生以下)3,500円（通常6,600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 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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数を
 　ご記入ください。

◆締切り ７月27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。

◆日　時　令和４年８月28日（日）　14時開演
◆会　場 ＩＨＩステージアラウンド東京（江東区）
◆価　格 S席 大人4,000円（通常6,000円）
  子供（３歳～小学生）2,000円（通常3,000円）
 ※子供料金は３歳～小学生。中学生以上は大人料金となります。
 ※３歳未満入場不可。
 ※チケットはお一人様１枚必要です。
 　お子様のみで観劇不可。膝上観劇不可。
◆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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数をご記入ください。
◆締切り ７月26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。

陸を越え、海へ、空へ。究極の旅が始まる！
まるで生きて実在しているかのような世界観を
体験できる新感覚〝恐竜〞エンターテインメント！
【出演恐竜】 ティラノサウルス、トリケラトプス、アロサウルス、
 ステゴサウルス　その他盛りだくさん！

◆日　時 令和４年９月11日（日）
 18時15分開演
◆会　場 ＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアター
◆価　格 Ｓ席 9,000円
 ６歳～15歳 7,000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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数をご記入ください。
◆締切り ７月25日（月）　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。

DINO－A－LIVＥ ＰＲＥＭＩＵＭ
TIME ＤＩＶＥＲ　夏休みスペシャル

『ハリー・ポッターと呪いの子』舞
台

リアル恐竜ショー 恐竜パーク
児童文学を原作とした作品です！！
お子様のミュージカルデビューにもおすすめですので、
是非、夏休みにご家族で！！

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！
家族全員で、楽しく学べるリアル恐竜ショー！

『人間になりたがった猫』
劇団四季ミュージカル

『アラジン』劇団四季
ミュージカル

東京
公演

調布 東京駅
8：36

金沢駅
11：05～11：20

（昼食）
ホテルウェルネス能登路

12：20～13：10

（見学）
能登金剛  巌門
14：00～15：00

（見学）
のと里山海山ミュージアム

15：40～16：20
金沢森本
IC

志賀（しか）の郷温泉
（ロイヤルホテル能登）

17：00

ホテル
9：00

金津
IC

福井北
IC

（昼食・散策）
東尋坊・やまに水産

11：45～13：15

（参拝）
永平寺

14：15～15：45
加賀
IC

山代温泉
（瑠璃光）
16：30

（休憩）
千里浜なぎさドライブウェイ

9：30～9：45

ホテル
8：30

（買物）
九谷満月
8：35～9：05

（散策）
近江町市場
10：10～11：00

（散策）
ひがし茶屋街
11：10～11：55

（入園・昼食）
兼六園・寄観亭
12：00～13：45

金沢西
IC

旅行取扱：株式会社スペース・プラン　※交通事情により前後しますのでご了承ください

薬王院にて護摩焚き・精進料理の
昼食をいただけるコースです。ガイドさんと登る高尾山ハイキングガイドさんと登る高尾山ハイキング

（護摩焚き・精進料理）

（12：30～14：30）（～11：30） （8：45）出発
ケーブルカー清滝駅 ==＝= 高尾山山頂 ==＝ 薬王院 ==＝ 解散行 

程

◎薬　王　院 御護摩修行。煩悩を焼き清めるという御護摩焚き。
 精進料理の昼食。旬の食材を盛り込んだお料理を 

いただけます。

◎高尾山山頂 ガイドと一緒に歩きます。
 普段は気づかない高尾山の魅力が発見できるかも。
 山登りに適した服装でご参加ください。
 ケーブルカーで高尾山山頂駅まで上がり、２号路・４号

路を歩きます。（２号路・４号路コース　約2.4km）

令和４年10月23日㊐～25日㊋
 ２泊３日
15名
※応募多数の場合は抽選となります。
会員および令和４年６月１日現在、
お届出済みの同居ご家族（１名につき）
１名１室 81,000 円（一般価格 103,000 円）
２名１室 69,000 円（一般価格   85,000 円）
３名１室 65,000 円（一般価格   81,000 円）
４名１室 63,000 円（一般価格   80,000 円）
※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。

連
合
会
合
同
旅
行

◆実 施 日

◆参 加 費

１頁下段「ツアー・イベント申込方法」を
ご参照ください。
★ハガキでの応募は受け付けておりません。

７月20日（水）　
17時互助会事務局必着

◆締 切 り

◆申込方法

◆募集人数

ツ ア ー の ポ イ ン ト

連
合
会
合
同
企
画

◆日　時　令和４年８月21日（日）　11時30分開演
◆会　場 自由劇場(東京・浜松町)
◆価　格 大人 4,000円（通常6,600円）
 子供（３歳以上小学校６年生以下）
  2,000円（通常3,300円）
 ※膝上観劇不可、2歳以下入場不可。
 ※公演当日3歳以上のお子様はお席をお求めください
 　（膝上観劇不可）。
 ※2歳以下のお子様を抱いてご覧になる場合は、お抱き
 　になる方の方より頭が出ないよう、後席へのご配慮を
 　お願いいたします（2歳以下の着席観劇有料）。
 ※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 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。
 ※大人・子供それぞれご希望の枚数をご記入ください。
◆締切り ７月22日（金）　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。

◆日　時 令和４年８月２日（火）
 ①12時30分開演
 ②15時30分開演
◆会　場 たましんＲＩＳＵＲＵホール
 （立川市民会館）大ホール
◆価　格 全席指定2,000円（通常3,300円）
◆枚　数 ①10枚　②10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。
 ※①または②のいずれかと、ご希望の枚数をご記入ください。
◆締切り ７月14日（木）　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。

かがやき
505号

東京駅
17：52

金沢駅
14：00～14：47

はくたか
568号

10月
23日日

北陸の名湯と絶景スポット
２泊３日の旅！！

１
日
目

10月
24日月

２
日
目

10月
25日火

３
日
目

◆日　　時 令和４年10月１日（土）

◆集　　合 ケーブルカー清滝駅　８時45分　現地集合

◆募集人数 10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４年６月１日現在、お届出済みの
 同居ご家族（１名につき）
 1,500円（通常3,750円）
 上記の会員・ご家族以外の一般同伴者
 3,500円
 ※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。

◆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 ７月28日（木） 17時互助会事務局必着

2022年度帝国劇場ミュージカル

『ミス・サイゴン』

【主演】向井　理

「ひがし茶屋街」「千里浜なぎさドライブウェイ」
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事務局からのお知らせ

★調布市商工会　定期健康診断の受診料補助の
　ご案内
　調布市商工会の定期健康診断を受診された互助会会
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、受診料の領収書を添付の上、互助会事務局へ
補助申請をお願い申し上げます。
　申請書は配布済みのガイドブック巻末に綴られている
ほか、調布市勤労者互助会のホームページからもダウ
ンロードが可能です。
　なお、申請期間は令和５年３月末までですので、お忘れ
なくご申請ください。

◆日　時 令和４年８月６日（土）　12時～14時30分
 ※受付時間　11時30分～

◆会　場 東京ドームホテル　Ｂ１宴会場「シンシア」

◆定　員 36 名

◆価　格 １名様 7,000 円（通常11,000 円）
 ※受講料・コースお料理代金込み
 ※飲料（ワンドリンク〈白ワインorソフトドリンク〉）付

◆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。
 ※お子様の料金設定はありません。
 ※１会員４名様までお申し込み頂けます。
 ※サンダル・短パン・ジーンズでのご参加はお控えください。

◆締切り ７月18日（月）　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。

親子で！ ご家族で！ お友達同士で！ 
お一人でも！ 是非ご参加ください！！

東京ドームホテル

夏休みテーブルマナー教室夏休みテーブルマナー教室

【テーブルマナーメニュー】

海の幸のサラダ仕立て
ブルグールとラタトゥイユ

【小麦・エビ・イカ・いくら・さけ・大豆】

コンソメロワイヤル　彩り野菜
【卵・牛肉・鶏肉】

すずきのソテー
レモン風味のラタトゥイユとズッキーニ飾り

ノイリー風味のクリームソース
【乳】

ローストビーフ
グレービーソースとホースラディッシュ

ポテトグラタンと温野菜
【乳・牛肉・鶏肉】

イチゴとレモンのムース　フルーツ添え
【卵・乳・小麦・オレンジ・キウイ・りんご・大豆・ゼラチン】

パンとバター　　コーヒー又は紅茶
【グラハムパン／小麦・乳、ロールパン／小麦、バター／乳】

★仕入れの都合によりメニュー内容を変更する場合がござ
います。
★本メニューには【　】内のアレルギー物質を含む原材料を
使用しております。

◆期　間 令和４年９月11日（日）～９月25日（日）
◆会　場 両国国技館
◆価　格 イスＡ席 6,000円（通常8,500円）
◆枚　数 20枚
 １会員　全期間合わせて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。
 ※第１希望・第２希望のお日にちをご明記ください。
 ※当落結果発表は令和４年８月15日以降・入場券の
 　お渡しは８月22日以降の予定でおりますので、
 　ご了承を頂ける方のみご応募ください。
◆締切り ７月19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。

※結果発表：締切後順次返信ハガキ等でお知らせします

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。

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ください。
ホームページからもお申込み出来ます。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申込みください。
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。
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ください。
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

チケット申込方法

氏名
切手は
63円です!!
ご注意ください。

（出発）

調布市
8:00

調布 IC 大月 IC

御殿場 IC 沼津 IC

長泉沼津 IC 御殿場 JCT 海老名 JCT 八王子JCT 調布 IC

河口湖 IC
（休憩）

談合坂ＳＡ
8:50～9:10

（休憩）

厚木ＰＡ
15:50～16:10

富士山をバックに約300万本の黄花コスモス観賞

山中湖花の都公園･清流の里
9:50～10:40

ゆったりくつろぐ足湯もあります！

富士山に一番近い道の駅！道の駅すばしり
10:50～11:10

人気の和食ランチ♪

地元でも評判の和食処ふくふく
11:30～12:30

お買い物

沼津名産の干物等のお土産も豊富な沼津漁港
13:10～13:40

高級マスクメロン１玉狩りと2/8 切試食付！

伊豆フルーツパーク
14:10～14:50

中央
自動車道

東富士五湖
道路

東名
高速道路

新東名高速道路 東名高速道路 中央自動車道圏央道 （到着）

調布市
17:00 予定

約300万本の黄花コスモス観賞と

高級マスクメロン１玉狩り！！

地元でも評判の和食処でゆったりランチと

沼津漁港でのお買い物で寛ぎの休日
を！！

約300万本の黄花コスモス観賞と

高級マスクメロン１玉狩り！！

地元でも評判の和食処でゆったりランチと

沼津漁港でのお買い物で寛ぎの休日
を！！

Process
行程

旅行取扱：全国ネットツーリスト

◆実　施　日 令和４年９月11日（日）日帰り
◆交　　　通 大型バス１台
◆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６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11,500円）
 同伴者 11,000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。
　　　　　　　 ★ハガキでの応募は受け付けておりません。
◆締　切　り ７月25日（月）　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

メロン１玉狩り

人気の和食ラン
チ
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