
日　程

日　程

○小西先生の【春のスタイルアップ講座】
 ３月７日（水）　18：30～20：00
○癒しのYOGA
 3月22日（木）　18：30～20：00

としまえん のりもの1日券（前期券）

有効期間

内　容

枚　数

料　金

申込方法

チケット購入希望の方は、3月16日（金）までにサービスセンターへお申し込みください。
予約がない場合は、購入できませんのでご注意ください。

「前期券」申込期限

3/16（金）

4月7日（土）～9月30日（日）
●入園＋のりもの乗り放題　注）プールは利用できません。
●チケットは、共通券（大人・子供）、子供券（3歳～小学生）　2種類
●子供は、3歳から有料
1会員あたり、共通券・子供券あわせて5枚まで

通常料金（大人）4,200円のところ

1,500円
券　種 料　金

子供券
（3歳～小学生）

共通券
（大人・子供）

通常料金 3,200円のところ

700円
会報到着後から3月16日（金）までに、サービスセンターへ電話
でお申し込みください。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・券種・枚数をお伝えください。
＊プールが利用できる「夏の1日券」は、5月発行の会報「ゆとり&にゅーす」でお知らせします。

チケットについて
① 前期券（4～9月）、後期券（10～3月）、
夏の1日券（プール付き）3種類のチケッ
トを取り扱いします。

② それぞれ受付期間が異なります。随時会
報でお知らせしますので、各受付期間中
にサービスセンターへお申し込みください。

③ チケットは、共通券（大人・子供）と子供
券（3歳～小学生）となります。

＊ 「アミューズメント施設割引補助券」がご利用いただけます!
 利用当日、としまえんのチケット販売窓口に「アミューズメント施
設割引補助券」を提出してください。右表の割引料金にてご利用
いただけます。

＊ 「アミューズメント施設割引補助券」は、4/2（月）より配布開始
します。（1会員あたり5枚）

券　種 区　分 補助券利用後の料金

のりもの1日券
（入園+のりもの乗り放題）

大人（中学生以上） 4,200円▶1,700円
子供（3歳～小学生） 3,200円▶ 800円

夏の1日券
（入園+プール+のりもの乗り放題）

大人（中学生以上） 4,500円▶2,700円
子供（3歳～小学生） 3,500円▶1,700円

プール券
（入園+プール）

大人（中学生以上） 4,000円▶2,200円
子供（3歳～小学生） 3,000円▶1,200円

● 平成30年度「割引利用補助券」「セサミスポーツクラブ利用券」　4月2日（月）受付開始
三鷹の森ジブリ美術館・日帰り入浴施設・アミューズメント施設・FamilyMartちけっとぽーと補助券・ディズニーリゾート利用券
及びセサミスポーツクラブ利用券は、4月2日（月）からサービスセンター窓口で受付・販売します。
＊詳細は、ゆとり＆にゅーす特集号・４月号でご案内します。

事務局からのお知らせ

申込方法場　所

料　金

日時・枚数

座　席

申込方法

国立能楽堂第35回 能楽鑑賞教室
出演者による解説付きで、狂言・能を初めて観る方にもおすすめの名作をセレクト、
本格的な舞台をたっぷりとご覧いただけます。この機会にぜひ、能・狂言の世界へ !

会報到着後から3月20日（火）までに
サービスセンターへ電話でお申し込み
ください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・
TEL・枚数をお伝えください。

6月21日（木）午前11時開演 先着10枚
国立能楽堂　【最寄駅】JR（総武線）千駄ヶ谷駅より徒歩5分
中正面席
当日券　大人2,100円のところ
会員・家族 1,500円（一般　1,800円）
学生　家族 1,100円（一般　1,300円）

解説　「能楽のたのしみ」　─パンフレット付き─

狂言 「清水」（和泉流） 深田 博治 ほか（シテ・交互出演）
能 「葵上」（喜多流） 大村　定  ほか（シテ・交互出演）
＊座席字幕付きで、わかりやすくご覧いただけます。（日本語・英語）

Ⅰ・Ⅱいずれも申込み不要
（直接会場へお越しください。）

三鷹市からのお知らせ

三鷹市ではライフ・ワーク・バランスの推進を図るため、平成28年度から「三鷹版　働き方改革応援プロジェクト」を実施して
います。今回は、働き方改革応援セミナーと29年度に働き方改革に取り組んでいただいたモデル企業の皆様による発表会を
開催しますので、是非ご来場ください。
※ 定員各80名（当日先着順）　参加費無料　保育・手話をご希望の方は問合せ先までおたずねください。

なし
（土・日・祝日も利用可）

１会員あたり４セットまで
２セットまで5,000円
３セット目以降5,500円

有効期限

枚　数

料　金

仙川　湯けむりの里 健康教室申込受付中

市内企業・事業所９社による
働き方改革モデル企業の取組事例発表会を行います

【問合せ先】
三鷹市企画部企画経営課平和・女性・国際化推進係　三鷹市野崎一丁目1番1号
ＴＥＬ 0422-45-1151（内線2115・2116） Ｅメール kikaku@city.mitaka.tokyo.jp
ＦＡＸ 0422-45-1271 HP http://www.city.mitaka.tokyo.jp

講座名 講　師 内　容 日時・会場・定員・参加費

Ⅰ三鷹版
　働き方改革応援
　セミナー 内閣府地域働き方改革

支援チーム委員
三鷹市男女平等参画
審議会副会長
渥美　由喜 さん
（あつみ　なおき）

講演
「実践できる !　あなたの働き方改革」

【日時】 3月 17日（土）
 午前10時 30分～午後0時 30分
【会場】 三鷹駅前コミュニティ・センター
 地下1階大会議室

Ⅱ三鷹版
　働き方改革モデル企業
　取組事例発表会

第1部
モデル企業の取り組み事例に関する
パネルディスカッション

第2部
講演　「三鷹版　働き方改革のすすめ」

【日時】 3月 26日（月）
 第1部
 午後6時30分～午後7時40分
 第2部
 午後8時～午後8時 30分
【会場】 三鷹産業プラザ7階
 701～ 702号会議室

売切れ次第終了

再度購入
できます！

参加費
無料

本事業は、市ホームページで詳しくご紹介しています。

入会金0円（ゼロ円）キャンペーン実施中！
会員加入促進

─ 新規に加入された方､入会金無料 ─
期間中、新規に加入された方全て入会金無料です!　既に加入されている
事業所の新入社員さんも対象です。このチャンスにぜひご加入ください!! 

キャンペーン期間：平成30年3月31日まで
＊アルバイトやパートで働いている皆様もご加入いただけます。

☆お知り合いの事業所をご紹介ください。ご紹介いただいた事業所が加入された場合、紹介者にクオカード（500円相当）を進呈します☆

「三鷹市勤労者互助会」設立40周年記念「三鷹市勤労者互助会」設立40周年記念
3月31日
　　 まで！

280
2018 3

事 業 所 478社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,059人 （前月末比17人増）
（内 個人会員 273人）平成30年1月31日現在

4月号の予告
●国際バラとガーデニングショウ　前売り入場券
●「生誕60周年記念　くまのパディントン」展
 前売り入場券
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購入方法

料　金

内　容

枚　数

購入方法

料　金

内　容

枚　数

内　容

枚　数

場　所

申込方法

【五月場所日程：5月13日（日）～ 5月27日（日）】

五
月
場
所

電話受付
先着順

座　席

枚　数

場　所

申込方法

東京ドーム
 指定席A + 東京ドーム商品券
 （一般5,400円）  （1,000円分）

＊1塁・3塁の指定はできません。
＊5/29、6/6、6/22は、巨人軍ユニホームプレゼント‼

1会員あたり、1試合のみ4枚まで
（複数試合の申込不可）

3月9日（金）9：00から3月20日（火）
までにサービスセンターへ電話でお申し
込みください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・
日にち・枚数をお伝えください。

場　所

座　席

料　金

申込方法

味の素スタジアム
バックスタンド上層自由席
（当日券：大人3,500円、小中800円）
試合開催日3週間前までに電話でお申し込みください。
チケット入荷次第ご連絡します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・
日にち・枚数をお伝えください。

1リーグチケット1リーグチケットJJ

http：//www.fctokyo.co.jp/

＊ 試合日程は、FC東京のホームページをご覧いただくか、
　サービスセンターまでお問い合わせください。

FC東京主催
試合

＊ FC東京主催試合のみが対象です。（ＪＦＡ主催等の試合は対象外）

プロ野球巨人公式戦観戦チケット巨人公式戦観戦チケット

両国国技館

イスA席（8,500円）+お土産（5,000円相当）
イスB席（5,100円）+お土産（5,000円相当）

1会員あたり、 1場所につき2枚まで
（平成30年度 合計2場所まで購入可）

会報到着後から3月20日（火）までにサー
ビスセンターへ電話でお申し込みください。
定数を超えた場合は、日にち毎の抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・
日にち・枚数をお伝えください。

＊予定したチケットが確保できない場合は、日にちを変更させていただく
ことがありますので、予めご了承ください。

チケットについて
①全て日にち毎の「抽選」となります。
②お申し込みできる枚数は、1会員あたり、1場所につき
2枚までです。

③平成30年度は、「五月場所」「九月場所」「平成31年
初場所」のチケットを斡旋します。

　 1会員につき、合計2場所まで購入できます。

 1日目 5/13（日） B席 抽選6枚 8,600円
 5日目 5/17（木） A席 抽選6枚 12,000円
 10日目 5/22（火） A席 抽選6枚 12,000円
 14日目 5/26（土） B席 抽選6枚 8,600円
 千秋楽 5/27（日） Ｂ席 抽選6枚 8,600円

区　分 日にち 席　種 枚　数 会員料金
（1枚あたり）

よみうりランド

4月2日（月）
販売開始

売り切れ次第終了

4月2日（月）
販売開始

売り切れ次第終了

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち

●有効期間（4月～2019年3月）のお好きな1日利用できます。
●入園+アシカショー+のりもの乗り放題
　 ＊プール営業期間中は、プールWAIの入場ができます。
●大人・子供共通　●子供は、3歳から有料

1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人5,400円／中高生4,300円／こども（3歳～小学生）3,800円のところ
〔プール期間中は、大人6,000円／中高生4,800円／こども（3歳～小学生）4,400円〕

会員　1枚2,800円
4月2日（月）から、サービスセンター窓口で受付・販売します。
電話でもお申し込みいただけます。先着200枚、売り切れ次第終了!
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数をお伝えください。
なお、窓口へお越しになる際は、必ず会員証をお持ちください。

会　場

料　金

会　期

購入方法

前売入場券前売入場券

700枚
先着

●有効期間（4月～2019年3月）のお好きな1日利用できます。
●入園+アトラクション乗り放題（ハローキティメルヘンタウン含む）
　 ＊夏期は、プールも利用できます。
●大人・子供共通　●子供は、3歳から有料

1会員あたり、10枚まで
通常料金　大人2,800円／子供2,300円（夏期 大人3,500円／子供2,500円）のところ

会員　1枚800円
4月2日（月）から、サービスセンター窓口で受付・販売します。
電話でもお申し込みいただけます。先着700枚、売り切れ次第終了!
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数をお伝えください。
なお、窓口へお越しになる際は、必ず会員証をお持ちください。
＊後期券の販売については、後日発行の会報「ゆとり&にゅーす」でお知らせします。

フリーパス券

ワンデーパス券
先着200枚

対戦カード 日にち
会員料金

（東京ドーム商品券
1,000 円分含む）

販売枚数

巨人　VS　DeNA 5/20 ㈰
14：00～ 5,500 円

各日
6 枚

巨人　VS　日本ハム
＊レプリカオレンジユニホーム付き

5/29 ㈫
18：00～ 5,700 円

巨人　VS　楽天
＊平成元年モデルレプリカユニホーム付き

6/6 ㈬
18：00～ 5,700 円

巨人　VS　ヤクルト
＊レプリカビジターユニホーム付き

6/22 ㈮
18：00～ 5,700 円

巨人　VS　広島 7/8 ㈰
14：00～ 5,500 円

巨人　VS　中日 7/28 ㈯
14：00～ 5,500 円

区　分 料　金
会員・家族 大人 2,400円
会員・家族 小中学生 500円
一般 大人 2,800 円
一般 小中学生 600円

4月13日（金）～5月27日（日）　＊会期中展示替えあり
東京国立近代美術館（北の丸公園・竹橋）
【アクセス】東京メトロ東西線「竹橋駅」1b出口より徒歩3分

本展では、40メートル超の日本一長い画巻《生々流転》（重要文化財）や《夜桜》《紅葉》をはじめとす
る代表作に、数 の々新出作品や習作などの資料をあわせて展示し、制作の過程から彼の芸術の本質を
改めて探ります。総出品数約90点を展観する大回顧展です。

会員・家族
大　人区　分
1,000円
（1,500円） 

大学生
700円

（1,100円） 

高校生
300円
（600円） （当日料金）

＊ 中学生以下は無料　　＊ 障がい者手帳をお持ちの方と付添者（1名）は無料
　それぞれ入館の際、学生証等年齢の分かるもの、障がい者手帳等を提示
＊ 本展の観覧料金で入館当日に限り、同時開催の所蔵作品展「MDMATコレクション」もご覧いただけます。

《或る日の太平洋》1952（昭和27）年
東京国立近代美術館蔵

会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。（斡旋枚数50枚）
窓口にお越しになる際は、必ず会員証をお持ちください。

オール大観。
代表作を網羅した10年ぶりの生誕記念大回顧展です。

生誕150年 横山大観展生誕150年 横山大観展



購入方法

料　金

内　容

枚　数

購入方法

料　金

内　容

枚　数

内　容

枚　数

場　所

申込方法

【五月場所日程：5月13日（日）～ 5月27日（日）】

五
月
場
所

電話受付
先着順

座　席

枚　数

場　所

申込方法

東京ドーム
 指定席A + 東京ドーム商品券
 （一般5,400円）  （1,000円分）

＊1塁・3塁の指定はできません。
＊5/29、6/6、6/22は、巨人軍ユニホームプレゼント‼

1会員あたり、1試合のみ4枚まで
（複数試合の申込不可）

3月9日（金）9：00から3月20日（火）
までにサービスセンターへ電話でお申し
込みください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・
日にち・枚数をお伝えください。

場　所

座　席

料　金

申込方法

味の素スタジアム
バックスタンド上層自由席
（当日券：大人3,500円、小中800円）
試合開催日3週間前までに電話でお申し込みください。
チケット入荷次第ご連絡します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・
日にち・枚数をお伝えください。

1リーグチケット1リーグチケットJJ

http：//www.fctokyo.co.jp/

＊ 試合日程は、FC東京のホームページをご覧いただくか、
　サービスセンターまでお問い合わせください。

FC東京主催
試合

＊ FC東京主催試合のみが対象です。（ＪＦＡ主催等の試合は対象外）

プロ野球巨人公式戦観戦チケット巨人公式戦観戦チケット

両国国技館

イスA席（8,500円）+お土産（5,000円相当）
イスB席（5,100円）+お土産（5,000円相当）

1会員あたり、 1場所につき2枚まで
（平成30年度 合計2場所まで購入可）

会報到着後から3月20日（火）までにサー
ビスセンターへ電話でお申し込みください。
定数を超えた場合は、日にち毎の抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・
日にち・枚数をお伝えください。

＊予定したチケットが確保できない場合は、日にちを変更させていただく
ことがありますので、予めご了承ください。

チケットについて
①全て日にち毎の「抽選」となります。
②お申し込みできる枚数は、1会員あたり、1場所につき
2枚までです。

③平成30年度は、「五月場所」「九月場所」「平成31年
初場所」のチケットを斡旋します。

　 1会員につき、合計2場所まで購入できます。

 1日目 5/13（日） B席 抽選6枚 8,600円
 5日目 5/17（木） A席 抽選6枚 12,000円
 10日目 5/22（火） A席 抽選6枚 12,000円
 14日目 5/26（土） B席 抽選6枚 8,600円
 千秋楽 5/27（日） Ｂ席 抽選6枚 8,600円

区　分 日にち 席　種 枚　数 会員料金
（1枚あたり）

よみうりランド

4月2日（月）
販売開始

売り切れ次第終了

4月2日（月）
販売開始

売り切れ次第終了

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち

●有効期間（4月～2019年3月）のお好きな1日利用できます。
●入園+アシカショー+のりもの乗り放題
　 ＊プール営業期間中は、プールWAIの入場ができます。
●大人・子供共通　●子供は、3歳から有料

1会員あたり、5枚まで
通常料金　大人5,400円／中高生4,300円／こども（3歳～小学生）3,800円のところ
〔プール期間中は、大人6,000円／中高生4,800円／こども（3歳～小学生）4,400円〕

会員　1枚2,800円
4月2日（月）から、サービスセンター窓口で受付・販売します。
電話でもお申し込みいただけます。先着200枚、売り切れ次第終了!
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数をお伝えください。
なお、窓口へお越しになる際は、必ず会員証をお持ちください。

会　場

料　金

会　期

購入方法

前売入場券前売入場券

700枚
先着

●有効期間（4月～2019年3月）のお好きな1日利用できます。
●入園+アトラクション乗り放題（ハローキティメルヘンタウン含む）
　 ＊夏期は、プールも利用できます。
●大人・子供共通　●子供は、3歳から有料

1会員あたり、10枚まで
通常料金　大人2,800円／子供2,300円（夏期 大人3,500円／子供2,500円）のところ

会員　1枚800円
4月2日（月）から、サービスセンター窓口で受付・販売します。
電話でもお申し込みいただけます。先着700枚、売り切れ次第終了!
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・枚数をお伝えください。
なお、窓口へお越しになる際は、必ず会員証をお持ちください。
＊後期券の販売については、後日発行の会報「ゆとり&にゅーす」でお知らせします。

フリーパス券

ワンデーパス券
先着200枚

対戦カード 日にち
会員料金

（東京ドーム商品券
1,000 円分含む）

販売枚数

巨人　VS　DeNA 5/20 ㈰
14：00～ 5,500 円

各日
6 枚

巨人　VS　日本ハム
＊レプリカオレンジユニホーム付き

5/29 ㈫
18：00～ 5,700 円

巨人　VS　楽天
＊平成元年モデルレプリカユニホーム付き

6/6 ㈬
18：00～ 5,700 円

巨人　VS　ヤクルト
＊レプリカビジターユニホーム付き

6/22 ㈮
18：00～ 5,700 円

巨人　VS　広島 7/8 ㈰
14：00～ 5,500 円

巨人　VS　中日 7/28 ㈯
14：00～ 5,500 円

区　分 料　金
会員・家族 大人 2,400円
会員・家族 小中学生 500円
一般 大人 2,800 円
一般 小中学生 600円

4月13日（金）～5月27日（日）　＊会期中展示替えあり
東京国立近代美術館（北の丸公園・竹橋）
【アクセス】東京メトロ東西線「竹橋駅」1b出口より徒歩3分

本展では、40メートル超の日本一長い画巻《生々流転》（重要文化財）や《夜桜》《紅葉》をはじめとす
る代表作に、数 の々新出作品や習作などの資料をあわせて展示し、制作の過程から彼の芸術の本質を
改めて探ります。総出品数約90点を展観する大回顧展です。

会員・家族
大　人区　分
1,000円
（1,500円） 

大学生
700円

（1,100円） 

高校生
300円
（600円） （当日料金）

＊ 中学生以下は無料　　＊ 障がい者手帳をお持ちの方と付添者（1名）は無料
　それぞれ入館の際、学生証等年齢の分かるもの、障がい者手帳等を提示
＊ 本展の観覧料金で入館当日に限り、同時開催の所蔵作品展「MDMATコレクション」もご覧いただけます。

《或る日の太平洋》1952（昭和27）年
東京国立近代美術館蔵

会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。（斡旋枚数50枚）
窓口にお越しになる際は、必ず会員証をお持ちください。

オール大観。
代表作を網羅した10年ぶりの生誕記念大回顧展です。

生誕150年 横山大観展生誕150年 横山大観展



日　程

日　程

○小西先生の【春のスタイルアップ講座】
 ３月７日（水）　18：30～20：00
○癒しのYOGA
 3月22日（木）　18：30～20：00

としまえん のりもの1日券（前期券）

有効期間

内　容

枚　数

料　金

申込方法

チケット購入希望の方は、3月16日（金）までにサービスセンターへお申し込みください。
予約がない場合は、購入できませんのでご注意ください。

「前期券」申込期限

3/16（金）

4月7日（土）～9月30日（日）
●入園＋のりもの乗り放題　注）プールは利用できません。
●チケットは、共通券（大人・子供）、子供券（3歳～小学生）　2種類
●子供は、3歳から有料
1会員あたり、共通券・子供券あわせて5枚まで

通常料金（大人）4,200円のところ

1,500円
券　種 料　金

子供券
（3歳～小学生）

共通券
（大人・子供）

通常料金 3,200円のところ

700円
会報到着後から3月16日（金）までに、サービスセンターへ電話
でお申し込みください。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・券種・枚数をお伝えください。
＊プールが利用できる「夏の1日券」は、5月発行の会報「ゆとり&にゅーす」でお知らせします。

チケットについて
① 前期券（4～9月）、後期券（10～3月）、
夏の1日券（プール付き）3種類のチケッ
トを取り扱いします。

② それぞれ受付期間が異なります。随時会
報でお知らせしますので、各受付期間中
にサービスセンターへお申し込みください。

③ チケットは、共通券（大人・子供）と子供
券（3歳～小学生）となります。

＊ 「アミューズメント施設割引補助券」がご利用いただけます!
 利用当日、としまえんのチケット販売窓口に「アミューズメント施
設割引補助券」を提出してください。右表の割引料金にてご利用
いただけます。

＊ 「アミューズメント施設割引補助券」は、4/2（月）より配布開始
します。（1会員あたり5枚）

券　種 区　分 補助券利用後の料金

のりもの1日券
（入園+のりもの乗り放題）

大人（中学生以上） 4,200円▶1,700円
子供（3歳～小学生） 3,200円▶ 800円

夏の1日券
（入園+プール+のりもの乗り放題）

大人（中学生以上） 4,500円▶2,700円
子供（3歳～小学生） 3,500円▶1,700円

プール券
（入園+プール）

大人（中学生以上） 4,000円▶2,200円
子供（3歳～小学生） 3,000円▶1,200円

● 平成30年度「割引利用補助券」「セサミスポーツクラブ利用券」　4月2日（月）受付開始
三鷹の森ジブリ美術館・日帰り入浴施設・アミューズメント施設・FamilyMartちけっとぽーと補助券・ディズニーリゾート利用券
及びセサミスポーツクラブ利用券は、4月2日（月）からサービスセンター窓口で受付・販売します。
＊詳細は、ゆとり＆にゅーす特集号・４月号でご案内します。

事務局からのお知らせ

申込方法場　所

料　金

日時・枚数

座　席

申込方法

国立能楽堂第35回 能楽鑑賞教室
出演者による解説付きで、狂言・能を初めて観る方にもおすすめの名作をセレクト、
本格的な舞台をたっぷりとご覧いただけます。この機会にぜひ、能・狂言の世界へ !

会報到着後から3月20日（火）までに
サービスセンターへ電話でお申し込み
ください。
先着順に受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・
TEL・枚数をお伝えください。

6月21日（木）午前11時開演 先着10枚
国立能楽堂　【最寄駅】JR（総武線）千駄ヶ谷駅より徒歩5分
中正面席
当日券　大人2,100円のところ
会員・家族 1,500円（一般　1,800円）
学生　家族 1,100円（一般　1,300円）

解説　「能楽のたのしみ」　─パンフレット付き─

狂言 「清水」（和泉流） 深田 博治 ほか（シテ・交互出演）
能 「葵上」（喜多流） 大村　定  ほか（シテ・交互出演）
＊座席字幕付きで、わかりやすくご覧いただけます。（日本語・英語）

Ⅰ・Ⅱいずれも申込み不要
（直接会場へお越しください。）

三鷹市からのお知らせ

三鷹市ではライフ・ワーク・バランスの推進を図るため、平成28年度から「三鷹版　働き方改革応援プロジェクト」を実施して
います。今回は、働き方改革応援セミナーと29年度に働き方改革に取り組んでいただいたモデル企業の皆様による発表会を
開催しますので、是非ご来場ください。
※ 定員各80名（当日先着順）　参加費無料　保育・手話をご希望の方は問合せ先までおたずねください。

なし
（土・日・祝日も利用可）

１会員あたり４セットまで
２セットまで5,000円
３セット目以降5,500円

有効期限

枚　数

料　金

仙川　湯けむりの里 健康教室申込受付中

市内企業・事業所９社による
働き方改革モデル企業の取組事例発表会を行います

【問合せ先】
三鷹市企画部企画経営課平和・女性・国際化推進係　三鷹市野崎一丁目1番1号
ＴＥＬ 0422-45-1151（内線2115・2116） Ｅメール kikaku@city.mitaka.tokyo.jp
ＦＡＸ 0422-45-1271 HP http://www.city.mitaka.tokyo.jp

講座名 講　師 内　容 日時・会場・定員・参加費

Ⅰ三鷹版
　働き方改革応援
　セミナー 内閣府地域働き方改革

支援チーム委員
三鷹市男女平等参画
審議会副会長
渥美　由喜 さん
（あつみ　なおき）

講演
「実践できる !　あなたの働き方改革」

【日時】 3月 17日（土）
 午前10時 30分～午後0時 30分
【会場】 三鷹駅前コミュニティ・センター
 地下1階大会議室

Ⅱ三鷹版
　働き方改革モデル企業
　取組事例発表会

第1部
モデル企業の取り組み事例に関する
パネルディスカッション

第2部
講演　「三鷹版　働き方改革のすすめ」

【日時】 3月 26日（月）
 第1部
 午後6時30分～午後7時40分
 第2部
 午後8時～午後8時 30分
【会場】 三鷹産業プラザ7階
 701～ 702号会議室

売切れ次第終了

再度購入
できます！

参加費
無料

本事業は、市ホームページで詳しくご紹介しています。

入会金0円（ゼロ円）キャンペーン実施中！
会員加入促進

─ 新規に加入された方､入会金無料 ─
期間中、新規に加入された方全て入会金無料です!　既に加入されている
事業所の新入社員さんも対象です。このチャンスにぜひご加入ください!! 

キャンペーン期間：平成30年3月31日まで
＊アルバイトやパートで働いている皆様もご加入いただけます。

☆お知り合いの事業所をご紹介ください。ご紹介いただいた事業所が加入された場合、紹介者にクオカード（500円相当）を進呈します☆

「三鷹市勤労者互助会」設立40周年記念「三鷹市勤労者互助会」設立40周年記念
3月31日
　　 まで！

280
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事 業 所 478社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,059人 （前月末比17人増）
（内 個人会員 273人）平成30年1月31日現在

4月号の予告
●国際バラとガーデニングショウ　前売り入場券
●「生誕60周年記念　くまのパディントン」展
 前売り入場券
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