
東京ドームシティ得10チケット

◆有効期限 令和５年３月31日（金）

◆価　　格 １冊　2,000円　
 ※通常価格3,100円
 ※１会員・年間４枚まで　

◆枚　　数 100枚

◆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。

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
業所は、受診料の補助申請をお忘れなくお手続きくださ
い。申請期間は令和５年３月末日までです。

★各種変更届について
　婚姻・出生などで家族構成が変わったり、転居等により
住所に変更が生じた場合には、速やかに事務局へ変更
届をご提出ください。
　インフルエンザ予防接種費用補助など、同居のご家族も
対象となる事業もございますので、ご協力の程、お願い
申し上げます。

対　　象 会員本人および令和４年10月20日時点でお届出済みの同居ご家族
補 助 額 1,000 円（会員自己負担額 2,000 円以上の場合に限る）
人　　数 先着 500名　※到達次第、受付終了
接種対象期間　令和４年10月１日～令和５年２月末日
申請受付期間　令和４年11月１日（火）～令和５年３月３日（金）
 　　※期間内であっても先着 500名に到達次第、受付を終了いたします。
申請方法 申請受付期間内に必要書類を互助会事務局へご提出ください。
必要書類 ①インフルエンザ予防接種助成金交付申請書　
 　※事務局窓口にてご用意しております。
 　※互助会ホームページからもダウンロードが可能です。
 ②インフルエンザ予防接種料の領収書（写し）他
 　※領収書の写しは「インフルエンザ予防接種料金」、「接種日」、「接種者（会員本人および上記記載の対象家族）
 　　氏名」が明記されているものに限ります。
 　※領収書に「予防接種」のみで「インフルエンザ」と記載がない場合は、接種時に発行される「インフル
 　　エンザ予防接種済証」の写しを併せて添付してください。
 　※事業所が接種料を全額負担した場合は助成対象外とさせて頂きます。
 　※事業所・会員様で接種料を分割負担した場合等、詳細は事務局までお問い合わせください。

インフルエンザ予防接種費用 補助のご案内インフルエンザ予防接種費用 補助のご案内

一般販売していないお得なチケットです！！ 東京ドームシティの各施設（東京ドームシティ アトラクションズ・レス
トラン・宇宙ミュージアムTeNQ・スパ ラクーア等）にてお手持ちのポイントを自由に組み合わせてご利用頂けま
す！！期間限定イベント時も利用可！！ おすすめです！！

◆締 切 り 11月21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。

（出発）

調布市
8:00

東名川崎 IC 富士 IC

清水 IC 東名川崎 IC

（お買物）

ゆい桜えび館
10:50～11:30

（昼食／お買物）
まぐろ一般買い問屋  バンノウ水産

12:00～13:00
（散策）

日本平夢テラス
13:25～14:10

（30 分食べ放題）

いちご狩り
14:30～15:20

（到着）

調布市
18:30

東名道

東名道

※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。

Process
行程

旅行取扱：㈱スペースプラン

日帰りバスツアー日帰りバスツアー

◆実　施　日 

◆交　　　通 大型バス１台
◆募 集 人 数 34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４年10月20日時点でお届出済みの同居ご家族
 （１名につき）
 大人    9,500円（一般価格16,000円）
 同伴者  15,000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 11月22日（火）　17時互助会事務局必着

令和５年１月22日（日）日帰り
いちご狩り食べ比べと

グランブルーリゾートで行くグランブルーリゾートで行くグランブルーリゾートで行くグランブルーリゾートで行く

まぐろ10種類

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11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……3,452人
事業所数…511所
（令和４年9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
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ふるさとの味宅送便
毎年大好評!!

冬の味 !!

ホームペー
ジからも

申込みが
できます！

コメダ珈琲店　コメカ

◆価　　格 １枚4,000円
 ※通常価格5,000円相当
◆有効期限 最終チャージより２年間
◆枚　　数 100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 11月21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。

５kgセット（14玉または16玉入り）限定100箱 あっせん価格 2,000円（通常価格4,300円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
大好評のお米に引き続き、甘く熟したりんご（ふじ）をお宅まで直送します。 ※箱代・送料込み

11月18日（金）　17時互助会窓口必着

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」に必要事項をご記入の上、
FAXもしくは郵送でお申込み下さい。
①りんご５kg　　②会員番号　　③会員氏名　　④会員住所　　⑤電話番号
⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ） ⑦配達希望時間

申込方法

締 切 り

フジコ・ヘミング ピアノコンサート

◆日　時 令和４年12月17日（土）　15時開演

◆会　場 立川ステージガーデン

◆価　格 Ｓ席　6,000円（通常10,000円）
 ※未就学児童入場不可

◆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 11月22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。

◆日　時 令和５年１月29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・竹芝)

◆価　格 Ｓ席　大人8,000円（通常13,750円）
 　　　子供4,000円（３歳以上～小学校６年生以下・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
◆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必ず記載してください。
 ※記載の無い場合は全て大人料金にて手配させて頂きますのでご了承ください。

◆締切り 11月24日（木）　17時互助会事務局必着

『アナと雪の女王』劇団四季
ミュージカル

50
記念特別斡旋価格

互

助
会創立50

周
年

スパ ラクーア入館と館内エステ＆リラクゼーションサロンの施術がセットになったお得な
チケットです！！ 今回は更にお寛ぎ頂けるリラクゼーションメニューをラインナップした
プレミアムバージョンもご用意させて頂きました！！
◆価　　格
　A4,000 円（通常 10,500 円相当）
　　※スパ平日入館料 2,900 円＋
　　　リラクゼーション施術料 6,600 円～ 7,600 円

　B7,000 円（通常 13,900 円相当）
　　※スパ平日入館料 2,900 円＋
　　　リラクゼーション施術料 9,800 円～ 11,000 円

◆有効期限 令和５年２月 28日（火）

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア
A平日限定エステ＆リラクゼーション付きチケット
B平日限定エステ＆リラクゼーション付きチケット・プレミアム

価　　格 4,000 円（通常 5,000 円 )
有効期限 令和４年 12月１日（木）から２年間
募集枚数 100 枚　１会員２枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります

申込方法 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください
締  切  り 11 月 18 日（金）　17時互助会事務局必着

ケンタッキーフライドチキン　KFCカード5,000 円分

KFCカードは全国のケンタッキーフライドチキンの店頭にてご利用頂ける
プリペイドカードです。
※競技場・競馬場及び一部店舗を除く店舗でご利用いただけない店舗もございます。

チャージも
可能です！

１月場所 指定入場券
お土産付き

◆期　間 令和５年１月８日（日）～１月22日（日）
◆会　場 両国国技館
◆座　席 イスＡ席　※通常8,500円＆お土産5,000円相当
 （幕の内弁当・焼き鳥・缶ビール・お茶・お菓子・記念品）
◆価　格 10,000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（あれば）をご明記ください。
 ※結果発送は令和４年12月19日以降、入場券のお渡しは
 　12月26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 11月25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。

東京公演

全国のコメダ珈琲店でお使い頂ける
プリペイドカードです！！
当互助会での斡旋は今回が初！！
補助１，０００円分を付与いたします！！

※今年度は10kgの斡旋はございませんのでご了承ください。
※贈答用ではございませんので、会員様のご自宅にてお楽しみください。
※応募は、１会員１セット、ご家族での応募は１世帯１セットとします。
※あっせん価格には、りんご代、箱代、送料が含まれます。
※発送予定日は、12月中旬になります。お支払は、振込用紙を同封いたします。
※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。

◆募集枚数 各 60 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
　１頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
　ご応募の際にはABいずれか、もしくはそれぞれの
　希望枚数を必ず記載してください。
　記載の無い場合はAにてチケット手配をさせて
　頂きますのでご了承ください。
◆締 切 り 11月25日（金）　17時互助会事務局必着

事務局からのお知らせ

調布市勤労者互助会は本年６月30日をもちまして
創立50周年を迎えました。

創立50周年を記念して下記の事業を計画しておりますので
お知らせ致します。

創立50周年記念事業の概要
「会員の皆様とともに～これまでも　これからも　ずっと～」
①創立 50周年記念パンフレットの発行 約 3,600 部　11月下旬

②会員事業所名簿の発行 約 600部　11月下旬

③全会員に記念品配布（クオカード 500円分） 11月下旬

④ふるさとの味宅送便を 50周年記念価格であっせん
　•木島平の新米コシヒカリ５kg 100セット 互助会だより9月号で実施
　•木島平のりんご５kg 100セット 互助会だより11月号で実施
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ふるさとの味宅送便
毎年大好評!!

冬の味 !!

ホームペー
ジからも

申込みが
できます！

コメダ珈琲店　コメカ

◆価　　格 １枚4,000円
 ※通常価格5,000円相当
◆有効期限 最終チャージより２年間
◆枚　　数 100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 11月21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。

５kgセット（14玉または16玉入り）限定100箱 あっせん価格 2,000円（通常価格4,300円）

北信州『木島平』四季の味シリーズ「りんご」
大好評のお米に引き続き、甘く熟したりんご（ふじ）をお宅まで直送します。 ※箱代・送料込み

11月18日（金）　17時互助会窓口必着

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」に必要事項をご記入の上、
FAXもしくは郵送でお申込み下さい。
①りんご５kg　　②会員番号　　③会員氏名　　④会員住所　　⑤電話番号
⑥配達希望場所（会員住所以外に配達を希望する方のみ） ⑦配達希望時間

申込方法

締 切 り

フジコ・ヘミング ピアノコンサート

◆日　時 令和４年12月17日（土）　15時開演

◆会　場 立川ステージガーデン

◆価　格 Ｓ席　6,000円（通常10,000円）
 ※未就学児童入場不可

◆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 11月22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。

◆日　時 令和５年１月29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・竹芝)

◆価　格 Ｓ席　大人8,000円（通常13,750円）
 　　　子供4,000円（３歳以上～小学校６年生以下・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
◆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必ず記載してください。
 ※記載の無い場合は全て大人料金にて手配させて頂きますのでご了承ください。

◆締切り 11月24日（木）　17時互助会事務局必着

『アナと雪の女王』劇団四季
ミュージカル

50
記念特別斡旋価格

互

助
会創立50

周
年

スパ ラクーア入館と館内エステ＆リラクゼーションサロンの施術がセットになったお得な
チケットです！！ 今回は更にお寛ぎ頂けるリラクゼーションメニューをラインナップした
プレミアムバージョンもご用意させて頂きました！！
◆価　　格
　A4,000 円（通常 10,500 円相当）
　　※スパ平日入館料 2,900 円＋
　　　リラクゼーション施術料 6,600 円～ 7,600 円

　B7,000 円（通常 13,900 円相当）
　　※スパ平日入館料 2,900 円＋
　　　リラクゼーション施術料 9,800 円～ 11,000 円

◆有効期限 令和５年２月 28日（火）

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア
A平日限定エステ＆リラクゼーション付きチケット
B平日限定エステ＆リラクゼーション付きチケット・プレミアム

価　　格 4,000 円（通常 5,000 円 )
有効期限 令和４年 12月１日（木）から２年間
募集枚数 100 枚　１会員２枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります

申込方法 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください
締  切  り 11 月 18 日（金）　17時互助会事務局必着

ケンタッキーフライドチキン　KFCカード5,000 円分

KFCカードは全国のケンタッキーフライドチキンの店頭にてご利用頂ける
プリペイドカードです。
※競技場・競馬場及び一部店舗を除く店舗でご利用いただけない店舗もございます。

チャージも
可能です！

１月場所 指定入場券
お土産付き

◆期　間 令和５年１月８日（日）～１月22日（日）
◆会　場 両国国技館
◆座　席 イスＡ席　※通常8,500円＆お土産5,000円相当
 （幕の内弁当・焼き鳥・缶ビール・お茶・お菓子・記念品）
◆価　格 10,000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（あれば）をご明記ください。
 ※結果発送は令和４年12月19日以降、入場券のお渡しは
 　12月26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 11月25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。

東京公演

全国のコメダ珈琲店でお使い頂ける
プリペイドカードです！！
当互助会での斡旋は今回が初！！
補助１，０００円分を付与いたします！！

※今年度は10kgの斡旋はございませんのでご了承ください。
※贈答用ではございませんので、会員様のご自宅にてお楽しみください。
※応募は、１会員１セット、ご家族での応募は１世帯１セットとします。
※あっせん価格には、りんご代、箱代、送料が含まれます。
※発送予定日は、12月中旬になります。お支払は、振込用紙を同封いたします。
※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。

◆募集枚数 各 60 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
　１頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
　ご応募の際にはABいずれか、もしくはそれぞれの
　希望枚数を必ず記載してください。
　記載の無い場合はAにてチケット手配をさせて
　頂きますのでご了承ください。
◆締 切 り 11月25日（金）　17時互助会事務局必着

事務局からのお知らせ

調布市勤労者互助会は本年６月30日をもちまして
創立50周年を迎えました。

創立50周年を記念して下記の事業を計画しておりますので
お知らせ致します。

創立50周年記念事業の概要
「会員の皆様とともに～これまでも　これからも　ずっと～」
①創立 50周年記念パンフレットの発行 約 3,600 部　11月下旬

②会員事業所名簿の発行 約 600部　11月下旬

③全会員に記念品配布（クオカード 500円分） 11月下旬

④ふるさとの味宅送便を 50周年記念価格であっせん
　•木島平の新米コシヒカリ５kg 100セット 互助会だより9月号で実施
　•木島平のりんご５kg 100セット 互助会だより11月号で実施
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東京ドームシティ得10チケット

◆有効期限 令和５年３月31日（金）

◆価　　格 １冊　2,000円　
 ※通常価格3,100円
 ※１会員・年間４枚まで　

◆枚　　数 100枚

◆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。

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
業所は、受診料の補助申請をお忘れなくお手続きくださ
い。申請期間は令和５年３月末日までです。

★各種変更届について
　婚姻・出生などで家族構成が変わったり、転居等により
住所に変更が生じた場合には、速やかに事務局へ変更
届をご提出ください。
　インフルエンザ予防接種費用補助など、同居のご家族も
対象となる事業もございますので、ご協力の程、お願い
申し上げます。

対　　象 会員本人および令和４年10月20日時点でお届出済みの同居ご家族
補 助 額 1,000 円（会員自己負担額 2,000 円以上の場合に限る）
人　　数 先着 500名　※到達次第、受付終了
接種対象期間　令和４年10月１日～令和５年２月末日
申請受付期間　令和４年11月１日（火）～令和５年３月３日（金）
 　　※期間内であっても先着 500名に到達次第、受付を終了いたします。
申請方法 申請受付期間内に必要書類を互助会事務局へご提出ください。
必要書類 ①インフルエンザ予防接種助成金交付申請書　
 　※事務局窓口にてご用意しております。
 　※互助会ホームページからもダウンロードが可能です。
 ②インフルエンザ予防接種料の領収書（写し）他
 　※領収書の写しは「インフルエンザ予防接種料金」、「接種日」、「接種者（会員本人および上記記載の対象家族）
 　　氏名」が明記されているものに限ります。
 　※領収書に「予防接種」のみで「インフルエンザ」と記載がない場合は、接種時に発行される「インフル
 　　エンザ予防接種済証」の写しを併せて添付してください。
 　※事業所が接種料を全額負担した場合は助成対象外とさせて頂きます。
 　※事業所・会員様で接種料を分割負担した場合等、詳細は事務局までお問い合わせください。

インフルエンザ予防接種費用 補助のご案内インフルエンザ予防接種費用 補助のご案内

一般販売していないお得なチケットです！！ 東京ドームシティの各施設（東京ドームシティ アトラクションズ・レス
トラン・宇宙ミュージアムTeNQ・スパ ラクーア等）にてお手持ちのポイントを自由に組み合わせてご利用頂けま
す！！期間限定イベント時も利用可！！ おすすめです！！

◆締 切 り 11月21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。

（出発）

調布市
8:00

東名川崎 IC 富士 IC

清水 IC 東名川崎 IC

（お買物）

ゆい桜えび館
10:50～11:30

（昼食／お買物）
まぐろ一般買い問屋  バンノウ水産

12:00～13:00
（散策）

日本平夢テラス
13:25～14:10

（30 分食べ放題）

いちご狩り
14:30～15:20

（到着）

調布市
18:30

東名道

東名道

※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。

Process
行程

旅行取扱：㈱スペースプラン

日帰りバスツアー日帰りバスツアー

◆実　施　日 

◆交　　　通 大型バス１台
◆募 集 人 数 34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４年10月20日時点でお届出済みの同居ご家族
 （１名につき）
 大人    9,500円（一般価格16,000円）
 同伴者  15,000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 11月22日（火）　17時互助会事務局必着

令和５年１月22日（日）日帰り
いちご狩り食べ比べと

グランブルーリゾートで行くグランブルーリゾートで行くグランブルーリゾートで行くグランブルーリゾートで行く

まぐろ10種類
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