
198-8585

青梅市上町373-1　

TEL　0428-23-0112 

FAX  0428-23-1122 

2015年夏号（７月） 時間　8：30～17：00 

http://www.omecci.jp/somu/gojyokai/index.html   休日　土日祝日

日　  　程　平成２７年１０月１８日（日）～１０月２０日（火）

集合場所　青梅商工会議所

参 加 費 　70,000円 （通常一人当たり約81,500円・2名1室）

定  　　員　15名（超えた場合は事業所ごとの抽選）

参加資格　会員及び同居家族　＊家族は会員同伴。

締　  　切　８月７日（金）　＊締切後、参加費納入のご案内をご連絡します。

申込方法　ＦＡＸまたはご郵送にてお申込みください。

行　　　程　18日：会議所(7：30)＝羽田空港（9：25着10：25出発）＝出雲空港（11：50着12：15発）＝

              観光センター出雲（昼食）・・出雲大社（式内社出出雲一宮見学13：50～14：50）＝

　　　　　　　日御碕灯台（15：15～15：40）＝大山山麓（宿泊17：30着）

　　　　　　　19日：ホテル（8：15発）＝足立美術館（9：05～10：45）＝松江堀川地ビール館（11：30～12：30）・

　　　　　　　堀川めぐり遊覧船（12：30～13：45）＝お菓子の壽城（休憩及びお買いもの14：35～15：20）＝

　　　　　　　倉吉（16：10～17：00）＝三朝温泉（宿泊17：15着）

　　　　　　　20日ホテル＝加露港かろいち（9：10）＝鳥取砂丘・砂の美術館・砂丘会館

　　　　　　　（見学・昼食10：10～11：40）＝伊丹空港＝（15：40着16：30発）＝羽田空港（17：40着）

　　　　　　　＝青梅商工会議所（20：30着）

　　　　　　　※時間は多少前後する場合がございます。

有効期限　H28.3.31(木)まで

休 園  日　施設へご確認ください

価　　　格　当日3,300円 → 600円（大人・小人共通）　※２歳以下無料

販売枚数　1,000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。

有効期限　 H28.3.31(木)まで

休　園　日　期間中に火曜日他　

価　　 　格　大人（18歳以上) 4,000円(プール期間中4,700円) → 2,000円
　　　　　　　 小人（3歳～高校生または17歳) 3,000円(プール期間中3,700円) → 2,000円
販売枚数　100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。

青梅市中小企業従業員等互助会 会報

互 助 会 だ よ り

① 連合会合同旅行　～出雲大社・大山温泉と鳥取砂丘・三朝温泉の旅～

② 西武園ゆうえんちフリーパス 「シーズン券」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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③ よみうりランドワンデーパス　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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


有効期限　夏季割引券　H27.7.1(水)～9.30(水)  

価　　　格　大     人：入園  3,500円 →1,900円　ﾌﾘｰﾊﾟｽ 4,500円 → 2,700円
　　　　　　　小 学 生：入園  2,500円 →1,500円　ﾌﾘｰﾊﾟｽ 3,000円 →1,900円
　　　　　　　　幼児・ｼﾆｱ：入園 1,800円 →   800円　ﾌﾘｰﾊﾟｽ 2,000円 →1,000円
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　暴力団関係者、入れ墨・タトゥー（シール、ペイント含む）のある方の　

ご入園を固くお断りします。ビン・カン類のお持込は固くお断りいたします。

期　　　間　H27.7.18（土）～9.6(日)まで

営業時間　9：30～18：30　入園は閉園の30分前まで。ただし7月平日は17：30／9月平日は17：00まで

休　　　日　期間中無休

価　　　格　大人(15歳以上)  2,300円 → 1,900円
　　　　　　　小人(小・中学生) 1,200円 → 　900円
　　　　　　　幼児(4・5歳)         300円 →   200円
利用方法 互助会だより春号（４月）に同封した「連合会利用割引券」をお使いください。

追加でご希望の場合は、事務局までご連絡ください。

江ノ島片瀬海岸西浜海水浴場　　おとな1,500円 → 1,200円　こども 800円 → 600円
江ノ島片瀬海岸東浜海水浴場　　おとな1,500円 → 1,200円　こども 800円 → 600円
三浦海岸海水浴場「あずまや」　　おとな1,500円 → 1,200円　こども 800円 → 500円
材木座海水浴場　　　　　　　 　　　おとな1,500円 →  900円　 こども 800円 → 450円
鎌倉中央海水浴場　　　　　　　 　 おとな1,500円 →  900円　 こども 800円 → 450円
腰越海水浴場　　　　　　　　　　　　おとな1,000円 → 　無料　 こども 　無料 →  無料
期　　　間　H27.7.1（水）～8.31(月)まで

利用方法 互助会だより春号（４月）に同封した「連合会利用割引券」をお使いください。

追加でご希望の場合は、事務局までご連絡ください。

有効期限　H27.7.18(土)～9.30(水)

休 館  日　9/3（木）・9（水）・10（木）

価　　　格　大人（18歳以上） 平日3,300円  休日3,800円 → 1,500円
　　　　　　　小人（3～17歳）  平日2,500円  休日2,700円 → 1,500円
販売枚数　100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。

販売期間　9/18（金）まで

Ⓒ‘７６,‘９０,‘９６,‘９９,‘０１,‘０５,‘１０,‘１３,‘１５ ＳＡＮＲＩＯ ＡＰＰＲＯＶＡＬ Ｎｏ.Ｐ０７０６２０１

⑦ サンリオピューロランド 「パスポート」

④ 東京サマーランド　夏季割引券　　

⑤ 昭和記念公園　レインボープール

2

⑥ 海の家　利用割引



有効期限　H28.1.31(日)まで

休 館  日　年中無休※但し、施設点検等で臨時休館有

価　　　格　大人      2,100円 → 1,200円　　高校生　　　　1,500円 →  900円
　　　　　　　小・中学生 1,000円 → 500円　  幼児（3歳以上 ）600円 → 300円
販売枚数　150枚 （申込多数時、抽選の場合あり）

枚数制限　会員及び家族の合計人数分

購入方法　7/20（月・祝）までにFAXにてお申込みください。締切後ご連絡いたします。

ご  注 意　 高校生は入場窓口で生徒手帳等の提示が必要となります。

有効期限　H28.1.31（日）まで

休 島  日　なし

価　　　格　大人・高校生    5,050円 → 4,000円
  　　　　　　小・中学生　　　 3,600円 → 3,000円
　　　　　　　ｼﾆｱ（65歳以上）3,600円 → 3,000円
　　　　　　　幼児（4歳以上） 2,050円 → 1,500円
販売枚数　100枚 （申込多数時、抽選の場合あり）

枚数制限　会員及び家族の合計人数分

購入方法　7/20（月・祝）までにFAXにてお申込みください。締切後ご連絡いたします。

有効期限　H27.12.31（木）まで

休 園  日　施設へご確認ください

価　　　格　おとな・こども (３歳以上) 同一料金 2,300円 → 1,200円
内　　　容　本ﾁｹｯﾄで全アトラクションが利用できます。

　　　　　　　日時指定はなく、いつでも優先入場できます。

　　　　　　　※大人の方のみのご入場はご遠慮いただいております。

販売枚数　50枚 （申込多数時、抽選の場合あり）

枚数制限　会員及び家族の合計人数分

購入方法　7/20（月・祝）までにFAXにてお申込みください。締切後ご連絡いたします。

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trade marks of the LEGO Group. (c) 2015 The LEGO Group.

有効期限　H27.12.31（木）まで

休 園  日　施設へご確認ください

価　　　格　大人2,000円・小人 (３歳～小学生)1,500円 → 800円（大人・小人一律）

内　　　容　本ﾁｹｯﾄで全ｱﾄﾗｸｼｮﾝが利用できます。日時指定はなく、いつでも優先入場できます。

販売枚数　50枚 （申込多数時、抽選の場合あり）

枚数制限　会員及び家族の合計人数分

購入方法　7/20（月・祝）までにFAXにてお申込みください。締切後ご連絡いたします。

The images shown depict wax figures created and owned by Madame Tussauds.

⑧ 新江ノ島水族館 「入場券」

⑪ マダム・タッソー東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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⑨ 横浜・八景島シーパラダイス 「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）

⑩ レゴランド・ディスカバリーセンター東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



会　　　場　　東京国立博物館　平成館（東京・上野公園）

会　　　期　　H27.7.11(土)～9.23(水・祝)

休　館　日　月曜日(ただし7/20(月・祝)､8/10(月)､9/21(月・祝)は開館､7/21(火)は休館)

開館時間 　9：30～17：00

　　　　　　　※金曜日は20：00まで、土曜、日曜、祝・休日は18：00まで

　　　　　　　※入館は閉館の30分前まで

価　　　格 　当日一般1,600円 → 800円（一般）　※中学生以下無料
　　　　　　　　 ※障がい者とその介添者1名は無料(入館の際障がい者手帳などをご提示ください)

枚　　　数　 50枚（なくなり次第終了）

販売期間　 9/18(金)まで

会　　　場　　東京都美術館　企画棟 企画展示室

会　　　期　　H27.9.19(土)～12.13(日)

休　室　日　月曜日　ただし、9/21(月・祝)、10/12(月・祝)、11/2(月)、11/23(月・祝)は開室

開室時間　9：30-17：30　＊入室は閉室の30分前まで

ただし、《印象》展示期間の9/19（土）～10/18（日）までの金・土曜日、

9/20（日）～9/22（火）、10/11（日）は 9：30～21：00

価　　　格　当日一般1,600円 → 800円　※中学生以下無料

枚　　　数　50枚（なくなり次第終了）                                                                 9/19-10/18までの限定展示

販売期間　9/4(金)まで               クロード・モネ　≪印象、日の出≫　1872年 Musee Marmottan Monet, Paris c Christian Baraja

会　　　場　幕張メッセ　国際展示場

会　　　期　H27.7.18（土）～8.30(日)まで

休 館  日　無休

開場時間　9：30～17：00　※入場は閉場の30分前まで

価　　　格　当日大人(高校生以上) 　   2,000円 → 800円
　　　　　　　当日小人(4歳～中学生）　　1,000円 → 400円
販売枚数　大人20枚 　小人20枚　（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。

販売期間　 8/28(金)まで

日　  　時　9月2日（水）15：00 (14：30開場)

会　  　場　たましんRISURUホール 大ホール

枚　　　数　６枚　＊申込多数の場合抽選。

価　  　格　全席指定 5,800円 → 4,000円
購入方法　7/31（金）までにFAXにてお申込みください。締切後ご連絡します。

《アメンヘテプ３世の王妃ティイのレリーフ》ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館蔵

©RMAH

⑬ モネ展　「印象、日の出」から「睡蓮」まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑭ メガ恐竜展2015　－巨大化の謎にせまる－

⑮ 岸惠子 朗読劇 「わりなき恋」
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⑫ クレオパトラとエジプトの王妃展　　　　　



会　　　場　TOIRO （さいたまスーパーアリーナ４階）

会　　　期　H27.7.17（金）～8.31(月)まで

休 館  日　無休

開場時間　10：00～18：00　※入場は閉館の30分前まで

価　　　格　当日一般・大学生  1,300円 → 500円
　　　　　　　当日中・高生　　　　  700円 → 300円
　　　　　　　当日３歳～小学生　 500円 → 100円
販売枚数　一般・大学生 20枚、中・高生 20枚、

               ３歳～小学生 20枚　（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。                  作品名　　Immersive Shadow

販売期間　 8/28(金)まで                                                        作家名　　藤本直明    naoaki FUJIMOTO    

                                                                                    　    版権表記 (C)naoaki FUJIMOTO    

会　　　場　上野の森美術館

会　　　期　H27.8.8（土）～9.27(日)まで

休 館  日　無休

開場時間　10：00～17：00　※入場は閉館の30分前まで

価　　　格　当日一般  1,500円 → 600円
　チケットは以下のいずれかの絵柄が選べます。

　機動戦士ガンダム／太陽の牙ダグラム／装甲騎兵ボトムズ／蒼き流星SPTレイズナー

販売枚数　40枚（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。

販売期間　 9/25(金)まで ©創通・サンライズ

○下記URLへアクセス

　　http://www.fujikyu.co.jp/club

　　メインメニュー　→　利用証明書の発行

○下記ID・パスワードにてログイン

　　　ID、パスワードは事務局へお問い合わせください。

○利用証明書をプリントアウトし、そのまま窓口へご提出ください

○下記URLへアクセス

　　　P C 版：https://yoyaku.sdx.co.jp/cor/pc/top

　　　モバイル版： https://yoyaku.sdx.co.jp/cor/m/top

○下記ID・パスワードにてログイン

　　　ID、パスワードは事務局へお問い合わせください。

○ログイン後「仮カード発行」ボタンをクリックし、カード画像をPCの場合はプリントアウト。

　　モバイル版の場合は画面保存して店頭にてご提示ください。

5

ホームページ

⑱ FUJIYAMA Club　（割引券発行）

⑲ シダックス割引　（仮カード発行）　　　　　　　　　　

ホームページ

⑯ ～さいたまスーパーアリーナ15周年記念～ 魔法の美術館

⑰ メカニックデザイナー　大河原邦男展

http://www.fujikyu.co.jp/club


有効期限　H28.3.31(木)まで

時 間 帯　 月～金12：00-24：00、土9：00-24：00、日祝10：00-24：00

　　　　　　　年末年始特別期間は使用できません。

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。

※使用枚数制限はありません。代金は西東京レーンにてお支払いください。

期　　　間　H28.3.31(木)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
利用方法　「セントラルフィットネスクラブ利用券」を持参　

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。

特選旅館を格安にてご利用いただけます。

くわしくは、春号同封のチラシをご覧ください。

チラシを郵送希望の場合は、互助会事務局までお電話ください。

宿泊のお申込み・お問合せは、下記電話番号へ。

　03-3434-0333　（平日9：00～17：00）　土日祝日は定休日

　退職月の１５日までに退会届をご提出いただくと同月末日退会となります。

　１５日以降のご提出になりますと、翌月末の退会となります。

　毎月１５日締め（土日祝日の場合は前日営業日)にて手続きを行なっております。

　５月の会費口座振替が出来なかったまたは請求書送付後にお振込をいただいていない事業所につきま

しては、お早めに会費振込をお願いいたします。会費を滞納されますと、会員の資格を失い退会になります

のでご注意ください。なお、退会になった場合でも滞納分の会費のお支払いは必要となります。

　慶弔共済給付の申請期限は、事由発生から2年間です。

　新規入会の場合は、入会日翌月1日から発生した事由が対象になります。例えば、8月1日入会の場合は

9月1日以降に発生した事由が対象となります。

㉔ 会費未納の方はお早めにお振込みください。
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㉕ 慶弔共済給付の申請は2年間です

⑳ 西東京レーン 「ボウリング１ゲーム210円券」　　　　　　

割引券

（郵送可）

㉑ セントラルフィットネスクラブ割引利用券　　　　　　　

上記番号
へお電話

㉓ 退職者の退会届について

割引券

（郵送可）

㉒ さくら綜合レジャー 宿泊施設割引　　　　　　　　　TEL　03-3434-0333　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


