
応募は1事業（1チケット）につき、1会員、1回です
イベント申込方法

1 例：えんざんのさくらんぼ狩りと石和名湯館

会員番号は必ず記入のこと！ 家族会員の登録が無い場合は同伴者料金となりますので、ご了承下さい！

2
3
4

イベント名
事業所名・所在地（通知文郵送先）・電話番号
会員番号及び氏名・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（またはハガキ）にてお申込み下さい。
ホームページから「メール」でもお申込み出来ます。
応募者多数の場合は抽選となります。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申し込み下さい。
※ＴEL・ＦＡXの申込は受付けません。

チケット名
事業所名

会員番号及び氏名
希望枚数

希望枚数は原則２枚まで（応募者多数の場合抽選）。
当選通知後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。
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3
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※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

昼食は石和温泉の老舗旅館で明治の頃より

　　受け継がれた老舗の味と心をお楽しみ下さい

調布市役所裏
8：15

調布市役所裏
帰着予定18：00

調布ＩＣ 宮御坂ＩＣ 桔梗屋本店工場
信玄餅工場見学・お買物

10：00～10：50
シャトー酒折ワイナリー

見学・試飲

11：10～11：50

えんざん・さくらんぼ狩り
40分食べ放題

14：40～15：40
石和名湯館温泉「糸柳」

昼食・入浴

12：00～14：10
勝沼ＩＣ 調布ＩＣ

行　程 旅行取扱：スペースプラン

到着

出発
※交通事情により時間が前後いたしますのでご了承下さい

※参加費に含まれるもの…バス代、高速代、昼食代、入浴代、さくらんぼ狩り、損害保険料
※３歳以下は無料ですが、バスの座席、食事が必要な場合は子供料金をいただきます

◆実 施 日
◆募集人員
◆参 加 費

◆申込方法

◆交　　通
◆締め切り

６月10日（火）日帰り
90名（最小催行人数30名、応募多数の場合は抽選）
大人6,000円（会員及び同居家族登録者：一般料金9,000円）
子供3,000円（小学生までの会員同居家族登録者）
同伴者大人8,000円 ※同伴者子供の設定はありません

下段のイベント申込方法をご参照下さい 
★同居家族の場合は事前登録が必要です!
大型バス２台
５月21日（水）17時まで互助会窓口必着

昼食後、入浴（源泉かけ流し）も楽しめます※バスタオル付き

Cherry   picking

食食
昼昼

1

会員向けのお得な情報満載

〒182-0026 調布市小島町２-36-21（調布市商工会内） TEL 042-485-3011   FAX 042-485-3013    http://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,543人

事業所数…548所
（平成26年３月末現在）

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216号

平成２6年５月１日発行



〈重要文化財〉二条城二の丸御殿　大広間四の間　鷹松図
京都市（元離宮二条城事務所）蔵

ⓒMoomin Characters（tm）

『花を棲みかに』より 《まま母さん》
水彩、墨・紙　1926年以前 ベルン美術館 

中央道

中央道 中央道

観光
国立天文台野辺山宇宙電波観測所

観光
最高地点「野辺山駅」

出発
調布市役所裏

7：30

小諸ＩＣ

10：30～11：20 11：30～11：40
調布ＩＣ

調布ＩＣ

長坂ＩＣ

交通事情により前後しますのでご了承下さい
旅行取扱：全国ネットツーリスト

須坂長野東ＩＣ
観光

小布施の町散策
15：00～16：00

宿泊
パノラマランド木島平

16：40

昼食
（陶板焼きと高原野菜のサラダバイキング）

野辺山ドライブイン菊本
11：50～12：50

お買物
（木島平村で採れた新鮮野菜等）
食彩市場「たる川」

出発
パノラマランド木島平

8：30

八王子JCT

8：50～9：20

観光
草津白根山「お釜」

志賀高原ルートを走ります!!

上信越道

10：50～11：30

昼食・試飲・お買物
浅間酒造観光センター

12：40～13：50
休憩（人気の道の駅）
ららん藤岡
16：00～16：30

氷軽井沢ＩＣ 又は
渋川伊香保ＩＣ

休憩
石川 PA

到着
調布市役所裏
18：20予定17：00～18：00

7/20

7/21
関越／圏央道

行程

◆有効期間 最初に利用した日から2ヶ月間
　 ※ただし、最終有効期限は2015年３月31日（火）

◆対象施設 都内78の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園
 ※各施設指定の展示を１回ずつご覧いただけます

◆価　　格 1,000円（販売価格2,000円のところ） ※大人料金のみ

◆販売期間 ５月７日（水）～12月末まで ※１会員２冊まで

東京・ミュージアムぐるっとパス2014
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】

都内78の美術館や博物館などの入場券または割引券が綴られた、便利でお得なチケットブックです！
★上野周辺地区だけでも13施設、東京国立博物館・国立科学博物館・
　国立西洋美術館を始め、上野動物園でパンダも見れるよ！
★東京・皇居周辺では11施設、相田みつお美術館・出光美術館・
　科学技術館・東京国立近代美術館など
★多摩地区では14施設、神代植物公園・府中市美術館・府中市郷土の森博物館
　多摩動物公園など
★その他、江戸東京博物館・葛西臨海水族園・刀剣博物館・国立新美術館など

納涼ハワイアン&フラの夕べ!

納涼ハワイアン&フラの夕べ!

信州・小布施の町散策と草津白根山のお釜見学信州・小布施の町散策と草津白根山のお釜見学

お待たせしました！ 毎年大好評！ 納涼パーティの夕べのご案内！！

白片タケシ
　…ギター・ヴォーカル担当
白片オサム
　…ベースギター・ヴォーカル担当
ユウゾウ綿貫
　…スティールギター担当 お楽しみ抽選会

あります！！◆日　　時 ８月 1 日 （金） 18 時〜20時
◆場　　所 調布クレストンホテル クラウンルーム （調布パルコ８階）
◆定　　員 100 名 （会員のみ）
◆参 加 費 3,000 円 （一般価格 7,560 円）
◆申込方法 1 頁下段をご参照下さい
◆申込締切 6 月 30 日 （月） 17 時まで事務局必着

ハワイアンを聴きながら、 ビュッフェスタイルでお気軽にお楽しみ下さい !第 部1
ハワイアンとフラを堪能しよう !第 部2

１泊
２日 【見学】国立天文台野辺山宇宙

電波観測所 ・日本最高地点野辺
山駅

実 施 日
募集人員
参 加 費

申込方法
交　　通
締 切 り

７月２0日（日）～２1日（月）１泊２日
45 名（最小催行人数 30 名、応募多数の場合は抽選）
大人１０,０００円（会員及び同居家族登録者：一般料金１８,５００円）
子供７,０００円（小学生までの会員同居家族登録者）
同伴者大人１５,０００円 ※同伴者子供の設定はありません
※参加費に含まれるもの…バス代、高速代、宿泊代、食事代（朝１・昼２・夕１）損害保険料
※３歳以下は無料ですが、バスの座席、食事が必要な場合は子供料金をいただきます

１頁下段をご参照下さい　★同居家族の場合は事前登録が必要です！
大型バス１台
６月６日（金）１７時まで互助会窓口必着

栗と北斎と花の町、小布施

アロハハワイアンズ

窓口
販売

★申込多数の場合は抽選チケットあっせん 2014  vol.1 申込みは１会員２枚まで

2



〈重要文化財〉二条城二の丸御殿　大広間四の間　鷹松図
京都市（元離宮二条城事務所）蔵

ⓒMoomin Characters（tm）

『花を棲みかに』より 《まま母さん》
水彩、墨・紙　1926年以前 ベルン美術館 

観戦日

7月14日（月） ヤクルト 18時30分 ５月19日（月）

7月15日（火） ヤクルト 18時30分 　　  〃

7月16日（水） ヤクルト 18時30分 　　  〃

8月１日（金） 広島 18時 　　  〃

8月2日（土） 広島 14時 　　  〃

8月３日（日） 広島 14時 　　  〃

8月８日（金） 中日 18時 ５月26日（月）

8月９日（土） 中日 14時 　　  〃

8月10日（日） 中日 14時 　　  〃

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

開始時間 申込締切日対戦カード 観戦日

8月12日（火） 阪神 18時 ５月26日（月）

8月13日（水） 阪神 18時 　　  〃

8月14日（木） 阪神 18時 　　  〃

8月22日（金） 中日 18時 ６月16日（月）

8月23日（土） 中日 18時 　　  〃

8月24日（日） 中日 14時 　　  〃

8月26日（火） 阪神 18時 　　  〃

8月27日（水） 阪神 18時 　　  〃

8月28日（木） 阪神 18時 　　  〃

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

開始時間 申込締切日対戦カード

「究極の愛」があなたの心を震わせるミュージカル

◆日　時 ６月22日（日）14時30分開演
◆会　場 国立劇場
◆価　格 2,000円
 （１等席3,900円のところ）

◆枚　数 20枚
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照下さい
◆締切り ５月28日（水）17時互助会事務局必着

◆日　時 ７月26日（土）
 17時開演
◆会　場 帝国劇場（皇居前）
◆価　格 9,000円
 （S席13,500円ところ）

◆枚　数 10枚　
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」を
 ご参照下さい
◆締切り ６月４日（水）17時互助会事務局必着

「歌舞奏スペシャル」
五木ひろし芸能生活50周年記念公演

森鴎外＝原作  ぢいさんばあさん
国立劇場　歌舞伎観賞教室公演

◆日　時 ７月12日（土）
 16時30分開演
◆会　場 明治座
◆価　格 9,000円
 （Ａ席13,000円のところ）

◆枚　数 10枚
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」を
 ご参照下さい
◆締切り ６月４（水）17時互助会事務局必着

◆日　時 ７月27日（日）
 18時開演
◆会　場 パルテノン多摩
 大ホール
◆価　格 4,000円
 （指定席7,200円のところ）
◆枚　数 20枚
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」を
 ご参照下さい
◆締切り ６月４日（水）17時互助会事務局必着

◆場　所 東京ドーム　　◆販売価格　Ｃ席セット2,000円　　　◆販売枚数　各日10枚 ※１会員各日２枚まで
◆申込み 往復ハガキ　１頁下段を参照にお申込み下さい ※「No」「観戦日」「対戦カード」「枚数」を必ずご記入下さい

指定席Ｃ席（通常2,300円）と東京ドーム商品券（1,000円分）のセット販売

美輪明宏 ロマンティック音楽会ミス・サイゴン
美輪明宏の唄にはあふれる愛のドラマがある

[出演] 市村正親、知念里奈、原田雄一　他
 （出演者変更の場合もあります）

幻想的な空間の中、優しくそして癒される、
ロマンティックなひと時をお過ごし下さい。

解説付「歌舞伎のみかた」初心者にも分かりやすい
長い年月を経ても変わらない“夫婦の情愛”心温まる
ストーリーでお送りする新作歌舞伎をお楽しみ下さい
[出演] 中村扇雀、中村橋之助　他

スペシャルゲルト坂本冬美

東京ドーム巨人戦 ７月～8
月

中村扇雀

中村橋之助

★申込多数の場合は抽選チケットあっせん 2014  vol.2 申込みは１会員２枚まで
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事務局
か ら の
お知らせ

☆京王観光（株）
　調布駅前営業所 TEL 042-481-1616
　つつじヶ丘駅前営業所 TEL 042-489-5911
　調布支店 TEL 042-484-2881

下記旅行代理店で旅行商品をお申込みの場合、年１回3,000円を補助しています。
（レジャー宿泊補助とどちらか年１回の適用）詳しくはガイドブックをご参照下さい。旅行補助

クーポン

「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」のいずれかのパークを１日ご利用いただけます。
※入場制限中のパークではご利用いただくことができません。

パスポートの購入方法
パスポート購入申込書を提出してご購入下さい。
※「特別利用補助券」（１会員年間２枚発行している1,000 円の
　利用補助券）も併用してご利用できます。

東京ディズニーランド／東京ディズニーシー

当日券販売場所
「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」の当日券販売窓口

首都圏ウィークデースペシャルパスポート
特別料金 利用券併用料金区分 一般料金

大人（18 歳以上） ６，400 円 5,700 円 4,700 円

中人（中・高校生 12～17 歳） ５，500 円 5，000 円 4，000 円

小人（４～11 歳） ４，200 円 3,900 円 2,900 円

7/7
MON

利用
土・日・祝
を除く

期間

申込書を切り離してご利用になるか、コピーしてお使い下さい。

ま で

平成
26年度

レク今後のク リエーション事業
傷病休業保険金請求書の記入方法
※下記のように★印の太枠の中のみご記入下さい

7/20 21日～　 月 小布施の町散策と白根山お釜見学 木島平１泊２日

10/19 21日～　 火 連合会合同旅行２泊３日　伊勢・南紀

6/10 火 えんざんのさくらんぼ狩り・石和名湯館「糸柳」（昼食）

9/7日 世界文化遺産富士山「五合目から展望」と
巨峰狩り食べ放題

11/2日 最高の秋を空中から満喫
大人気！世界最長のロープウェイ「ドラゴンドラ」

12/7日 ホテルエピナール那須でランチと
足利フラワーパークのイルミネーション

1/25
2015

日
久能山いちご狩りと清水港富士見首領の昼食
世界遺産三保の松原

3/8
2015
日

冬の名物あんこう鍋賞味と
春を先取り水仙観賞・偕楽園の梅まつり

7/1　9～　月下旬 東京湾納涼船

その他のレクレーション事業

2/13   15～ 木島平スキー・スノーボードツアー（２泊３日）

8/1 納涼の夕べ（調布クレストンホテル）
月初旬1 調布七福神めぐり

年　回2 木島平ふるさとの味宅急便（米・りんご等）

☆全国ネットツーリスト TEL 042-441-1200

新規加盟
☆さくらツーリスト株式会社 TEL 042-482-0050

調布市勤労者互助会

会長 佐藤　明

5/25日 南房総・道楽園のものまねショー鑑賞と
アウトレットショッピング

バスツアー事業受付
終了!!
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