
198-8585

青梅市上町373-1　

TEL　0428-23-0112

FAX  0428-23-1122

2016年初夏号（プレビューVer.2） 2016.5.10 時間　8：30～17：00

  休日　土日祝日

日　  　程　2016年9/3(土)～4(日)

集合場所　JR東京駅　午前８時集合

参 加 費 　65,000円 （通常一人当たり約73,750円・男女別相部屋）

定  　　員　20名（超えた場合は事業所ごとの抽選） ＊最少催行人数１５名

参加資格　会員及び同居家族　＊家族は会員同伴。

締　  　切　６月１５日（水）　＊締切後、参加費納入のご案内をご連絡します。

申込方法　申込書に記載の上、ＦＡＸまたはご郵送にてお申込みください。

行　　　程

9/3(土)　JR東京駅(8：00)＝北陸新幹線かがやき505号(8:36発)＝金沢駅( 　　　　　　　　　加賀屋

　　　　　　11：08着)＝現地貸切バス＝金沢（昼食・兼六園見学12：00～14：00)

　　　　　　＝ひがし茶屋街（懐華楼見学14：10～15：10）＝千里浜なぎさドライ

　　　　　　ブウェー＝和倉温泉（泊）

9/4(日)　ホテル(8：30発)＝輪島朝市見学(9：30～10：30)＝総持寺参拝(11：00

　　　　　　～12：00）＝巌門（昼食12：40～13：40）＝近江町市場(15：20～16：00)

　　　　　　＝金沢駅＝北陸新幹線かがやき510号(16：47発)＝東京駅(19：20着) 

　　　　　　解散　

　　　　　　※時間は多少前後する場合がございます。 　　　　　　　　　兼六園

宿　　泊　加賀屋 能登本陣　ＴＥＬ　0767-62-1111

　都内７９の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園、各施設指定の展示に１回ずつ利用できる1冊2,000円の

チケットブックです。

有効期間　最初に利用した日から２か月間

　　　　　　　※最終有効期限は2017年3/31(金)まで

価　　　格　2,000円　→　1,000円 （大人料金のみ）

ご 注  意　施設ごとに、ぐるっとパスで「入場できる展示」

　　　　　　　と、「割引券として使える展示」 がございます。

　　　　　　　　　　本券は大人料金のみとなります。お子様と６５

　　　　　　　歳以上の方は、各展示の入場料金をお確かめ

　　　　　　　の上ご購入ください。

枚　　　数　 50冊 （なくなり次第終了）

http://www.omecci.jp/somu/gojyokai/index.html

　「互助会だより」Web版では、記載のＵＲＬをクリックするとレジャー施設や公演内容につ
いてのホームページがご覧になれます。

○ 北陸新幹線で行く和倉温泉「加賀屋」の旅 （1泊2日）　　　　　　【抽選】

青梅市中小企業従業員等互助会 会報

互 助 会 だ よ り

○ 東京・ミュージアム　ぐるっとパス２０１６　　　　　　　　　　　　　【先着】
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販売期間　 7/1(金)まで                      



会　　　場　　国立新美術館　企画展示室１Ｅ（東京・六本木）

会　　　期　　4/27(水)～8/22(月)

休　館　日　火曜日(ただし5/3(火・祝)､8/16(火)は開館

開館時間 　10：00～18：00

　　　　 　　　※ 金曜日及び 8/6（土）・13（土）･20(土)は20：00まで

　　　　 　　　※入場は閉館の30分前まで

価　　　格 　当日一般1,600円  → 800円　当日大学生1,200円 → 600円
　　　　　　　 当日高校生800円 → 400円　※中学生以下無料

　　　　　　　  ※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は無料

　　　　　　　　※高校生無料観覧日については公式サイト等で追って発表します。

枚　　　数　 一般 30枚、大学生10枚、高校生10枚（なくなり次第終了）

販売期間　 8/22(月)まで             　　            《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会》　1876年　油彩、カンヴァス　オルセー美術館

日　　時 　2016年8/27（土） 14：00 開演 

会　　場 　武蔵村山市民会館（さくらホール）大ホール

出　　演 　いっこく堂

価　　格 　前売4,000円 → 2,000円 （全席指定）

　※３歳以上有料。３歳未満のお子様は保護者１名につき１名膝上鑑賞無料。

枚 　 数 　１０枚　＊申込多数の場合抽選。

制 　 限 　会員及び家族の合計人数分

申　 込 　同封の申込用紙をご記入の上、ＦＡＸにて申込みください。締切後ご連絡します。

締　 切 　5/31（火）

ホームページ　http://www.musashimurayama-sakurahall.jp/event/2990/

世界も認めた腹話術のスーパースター！ついに武蔵村山に上陸。スクリーンの大画面でもお楽しみいただけます。

有効期限　3/26（土）～8/21（日）

所 在  地  木更津江川海岸（千葉県木更津市江川576-6）　＊無料駐車場あり

価　　　格　大人(中学生以上)　1,600円 2kgまで　→　500円
　　　　　　　小人(4歳以上小学生まで) 1kgまで　　→　400円
販売枚数　大人100枚　小人100枚 （なくなり次第終了）

購入方法　事務局にて現金と引き換えに「潮干狩り券」をお渡しします。

販売期間　8/19(金)まで

○用具料金・・・熊手１丁 200円、アミ１袋　200円。

　 ※「青梅市中小企業従業員等互助会」の旨を伝えると、貸熊手１丁50円で借りられます。

○休憩料・・・大人200円・小人100円。　

○渡船料(片道)・・・大人200円・小人100円。

　ホームページ　http://www.egawa-gyokyou.or.jp/

○ オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵　ルノワール展　        　　  　      　【先着】

© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt / distributed by AMF  

　TEL  0438-41-2234(代)
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○ 芸能生活３５年！　いっこく堂スペシャルライブ　  　　　　 　　   　     【抽選】

○くわしくは、江川漁業協同組合 へご確認ください。

○ 潮干狩り券（採貝券）　　木更津江川海岸　　　　　　　　    　　　　　【先着】



会　　　場　　森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）

会　　　期　　4/29(金・祝)～7/3(日)

休　館　日　会期中無休

開館時間 　10：00～20：00　（5/3を除く火曜日は17：00まで）

　　　　 　　　※入館はいずれも閉館の30分前まで

価　　　格 　当日一般1,600円  → 800円　当日高校・大学生1,300円 → 600円
　　　　　　　 当日小・中校生600円 → 400円　※未就学児無料

　　　　　　　  　  ※障がい者手帳をお持ちの方と介助者（1名まで）は当日入館料半額

枚　　　数　 一般 30枚、高校・大学生10枚、小・中学生10枚 （なくなり次第終了）

販売期間　 7/1(金)まで                   　　　   《赤ん坊のテレフォスを発見するヘラクレス》

対象期間　2016年3/1(火)～2017年2/28(火)旅行分まで

内　　　容　旅行代金補助

対　　　象　会員のみ（会員の旅行代金のみ補助します）

補助金額　2,000円
申請方法　旅行終了後１ヵ月以内に所定の申請書を互助会へ提出。

利用限度　年度内 ２ 回 まで。

○会員確認をしますので、旅行参加者名が記載された「旅行参加券」（たま旅会員証）の発行を事前に

　 ニュープリンス観光バス㈱ へ申請し、必ず申請書と一緒にご提出ください。

○補助対象は「会員」のみとなります。会員家族やご友人は対象になりません。　　

○旅行のお申込み・お問合せ

　　　住　　　所　八王子市丹木町２－２０７－１

　　　電　　　話　０４２－６９２－０１００　 

　　　受付時間　9：00～19：00（月～金）、9：00～16：00（土）

　　　　　　　　　　土曜日は電話受付のみ。日祝日定休

○申請方法　　本会報同封の申請書（「たま旅」旅行代金補助申請書）へご記入の上、旅行参加券と一緒に

　　ＦＡＸまたはご郵送ください。会員確認後、ご指定の口座へお振込いたします。　

○たま旅ホームページ　　http://www.tamatabi.jp/

○補助申請書ホームページ　　http://www.omecci.jp/somu/gojyokai/content/tamatabi2016.pdf

期　　　間　2016年4/1(金)～2017年3/31(金)

受診機関　

「青梅市健康センター」　補助金額　5,000円 (会員Aｺｰｽ)、2,500円（会員Bｺｰｽ、配偶者・同居扶養親族A・Bｺｰｽ）

「新町クリニック健康管理センター」　補助金額　5,000円 (会員)、2,500円（配偶者・同居扶養親族）

対　　　象　会員・配偶者・同居扶養親族（35歳以上が対象)

申請方法　受診後、１か月以内に所定の申請書と領収証（コピー可）を互助会へＦＡＸまたは郵送。

　　　　　　　会員確認後、ご指定の口座へお振込いたします。　

利用限度　年度内１回のみ

○ 世界遺産　ポンペイの壁画展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【先着】

後1世紀　ナポリ国立考古学博物館蔵　©ARCHIVIO DELL’ARTE-Luciano Pedicini / fotografo

○ 「たま旅」旅行代金補助 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【事後申請】

○ 人間ドック補助　　「青梅市健康センター」　「新町クリニック健康管理センター」

3



有効期限　2017年3/31(金)まで

時  間 帯　 (月～金)12：00～24：00、(土)9：00～24：00、(日・祝)10：00～24：00

価　　　格　1枚につき1人１ゲームを 210円 でご利用いただけます。

枚数制限　会員及び家族の合計人数分

配布方法　窓口配布または郵送。

※使用制限はありません。代金は西東京レーンにてお支払いください。

○ホームページ　http://ntl-18.com/

有効期限　2017年3/31(金)まで

内　　　容　セントラルフィットネスクラブの１回利用料を割引

対　　　象　会員及びそのご家族（１８歳以上）

料　　　金　西東京店・福生店 1,512円　東青梅店 972円
配布方法　窓口配布または郵送。　＊互助会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞも出来ます。

○ホームページ　https://www.central.co.jp/club/nishitokyo/

公演日時　2016年8/7（日） 15：30 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 3,000円 → 2,000円
　　　　　　　３歳以上有料。２歳以下保護者１名につき１名までひざ上に

　　　　　　　限り無料。ただし、座席が必要な場合は有料。

販売枚数　８枚　＊申込多数の場合は抽選。

枚数制限　会員及び家族の合計人数分（１会員につき最大４枚まで）

購入方法　別紙申込書をＦＡＸにてお申込みください。締切後ご連絡します。

締  切 日　5/20（金）

ホームページ　http://www.dinosaurzoo.jp/

有効期限　2017/3/31（金）まで

価　　　格　大　 人（中学生以上）　2,300円 → 1,000円
　　　　　　　小学生　　　　　　　　　　1,100円 → 　 500円
使用方法　事務局にて割引券を配布いたします。現地で割引料金

　　　　　　　をお支払ください。

枚数制限　会員及び家族の合計人数分

配布方法　窓口配布または郵送。　　　　　　　　　　　　　　　

注意事項　幼児(4歳以上 400円)は割引対象外です。

所 在 地　 静岡県伊東市富戸1317-13

問 合 せ　営業時間については施設へお問合せください。 TEL 0557-51-1111

ホームページ　http://izushaboten.com/
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○ 西東京レーン 「ボウリング１ゲーム210円券」　　　　　　　　　　【割引券】

○ セントラルフィットネスクラブ割引利用券　　　　　　　　　　　　　【割引券】

○ 恐竜どうぶつ園　　Ｅｒｔｈ’ｓ　Ｄｉｎｏｓａｕｒ　ｚｏｏ　　　　　　   　 　　【抽選】

○　伊豆シャボテン公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【割引券】



有効期限　4/1（金）～9/30（金）

所 在  地  青梅市御岳2-233

定　休 日  年末年始を除く周年営業（臨時休業あり）

魚　 　 種　ニジマス（季節によりヤマメ、イワナをサービス放流）

価　　　格　①ルアー＆フライ釣り場　一般 3,700円、高校生以下・女性 3,150円 → 2,500円
　　　　　　　②一般エサ釣り場、ファミリー釣り場　一般 3,300円 → 2,300円
　　　　　　  ※貸竿　300円（エサ用のみ）　エサ（イクラ）500円　（ぶどう虫）600円　

利用方法　窓口配布または郵送。＊代金は現地にてお支払いください。

○くわしくは、奥多摩フィッシングセンター(営業時間　7：00～16：00 ) へご確認ください。

　TEL  0428-78-8393

　ホームページ　http://www.okutama-fc.co.jp/fish/framepage1.html

会　　　場　東京国立博物館（上野公園）

会　　　期　4/12(火)～6/19(日)

休 館  日  月曜日(ただし5/2(月)は開館)

開館時間　9：30～17：00　土日祝休日は18：00まで　金曜日は20：00まで

　　　　　　　（入場は閉館の30分前まで）

価　　　格　当日一般1,400円 → 800円
販売枚数　20枚　＊先着順。なくなり次第終了。

購入方法　事務局にて現金と引き換えに前売券をお渡しします。

販売期間　6/17(金)まで

ホームページ　http://www.gold-afghan.jp/

有効期限　 2017/3/31(金)まで

価　　 　格　おとな（18歳～64歳) 5,400円、シルバー(65歳以上)　4,500円 

　　　　　　　 中高生4,300円、3歳～小学生 3,800円

　　　　　　　　→ 全年齢共通　2,500円
販売枚数　15枚（先着順・なくなり次第終了）

枚数制限　会員及び家族の合計人数分

購入方法　窓口にて現金と引き換えにお渡しします。

問 合 せ　 営業時間・定休日については施設へお問合せください。 TEL 044-966-1111

ホームページ　http://www.yomiuriland.com/

　三越伊勢丹の慶弔ギフト商品ホームページができました。

　ホームページより各種カタログの内容確認やお申し込みができます。

　http://mi-gift.jp/9043o/

お電話でのお問い合わせは以下まで。

　三越（ギフト担当）・・・・・0120-03-3254（10：00～18：00）

　伊勢丹（ギフト担当）・・・0120-123-691（10：00～18：00）

 
　　　　　　スマホはこちら

　　　　　　↓

　　　青梅市中小企業互助会　三越伊勢丹ギフト　　 　      検索

○ 奥多摩フィッシングセンター　　　　　　　 　　　　　　　  　　　  　　【割引券】

○ 特別展　黄金のアフガニスタン　～守りぬかれたシルクロードの秘宝～　　【先着】
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○　三越伊勢丹　慶事ギフト・仏事返礼品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○ よみうりランドワンデーパス　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  　　　【先着】　　　　　　　　　　　　　

一般エサ釣り場及び

ファミリー釣り場は

貸竿サービス！



コ　　　ー　　　ス

ディナーブッフェ

【平　 日】17:30～21：30 （2時間制）

【土日祝】17:00～21：30 （2時間制）

※土日祝は大人・シニアの方のみ

 　別料金となります。大人1,000円、

　 シニア800円を当日お支払ください

飲 茶 ラ ン チ
　11：30～14：30

ディナープラン
「コース料理＋飲み放題」

　17：30～21：30

　２時間飲み放題２名以上

シェフおすすめランチ
11：30～15：00

ディナープラン
「コース料理＋飲み放題」

　17：30～22：00

　２時間飲み放題３名以上

使用方法 　事務局にてレストランごとの割引券を配布いたします。現地で割引後の料金をお支払いください。　　

枚数制限 　会員及び家族の合計人数分

配布方法 　窓口配布または郵送。　　　　　　　　　　　　　　　

ご 注 意 　レストランへは事前にご予約が必要です。ご予約の際は割引券を使用することをお伝えください。

問 合 せ 　京王プラザホテル（新宿）  TEL 03-3344-0111
　http://www.keioplaza.co.jp/

スーパーブッフェ　グラスコート 京王プラザホテル（新宿）

大　人　5,600円　→　4,000円
スーパーブッフェ　 小　人　3,100円　→　1,750円

グラスコート シニア　4,500円　→　3,010円

常時70種類を超える料理とスイーツを用意。 幼　児　1,800円　→　　 580円

客席中央のﾗｲﾌﾞｷｯﾁﾝではｼｪﾌが目の前で調 ※小人(小学生) シニア(65歳以上)

理する新ｽﾀｲﾙのﾌﾞｯﾌｪﾚｽﾄﾗﾝです。 　　 幼児(4歳～小学生未満)

本館２階
3,000円　→　1,510円

○ 京王プラザホテル（新宿）レストラン割引券　　　　　　　　　　　【割引券】

レ　　ス　　ト　　ラ　　ン　　名 料　　　　　金

本館２階

中国料理

南　国

6,800円　→　5,260円
中央に池を配した店内は、庭園のように心を和ませ

ます。都会の喧騒を忘れ伝統を受け継ぎながらも親

しみやすい本格広東料理の神髄をご賞味ください。

南館２階
3,800円　→　2,160円

フレンチ＆イタリアン

デュオ フルシェット
6,800円　→　5,260円

フランス料理とイタリア料理、２つの食文化

の奥深さをご堪能いただけるレストランです。

本館２階

ランチ
4,200円　→　2,460円

和食

かがり
かがり御膳

季節ごとに厳選した旬の食材を

こだわりの調理法でお届けします。
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