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開館受付時間

シンボルマーク

〒181-0004 東京都三鷹市新川6-35-16
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11月30日現在25286
所　属　数 　3,080

3社増）
4人減）

一般財団法人

○ＴＯＨＯシネマズ
　パスポートチケット

　平成26年の新春を寿ぎ、会員の皆様におかれましては、ご家族の皆様とともに初春をお迎えのことと
お慶び申し上げます。当センターも「ゆとりわくわくみたか」の愛称を得まして、心新たに新年を迎えました。
　今年は、午年、天駆ける天馬のようにと言いたいところですが、地味でもしっかりとした経済成長ととも
に生活の向上ができる年であるようにとの思いです。
　今年も健康で、「ゆとりわくわくみたか」が展開しますツアー、健康、文化の各事業に多くの会員とご家
族の皆様が参加され、正に「わくわく」する年にしてまいりましょう。
　「今だからこそ大切な福利厚生」の輪を広げ、絆を深めるとともに、中小企業の底力を発揮され、会員
の皆様が景気の回復を実感でき、経済的なゆとりが出てくる年であるよう願っています。
　本年も、理事、評議員、事務局一同、会員の皆様と一体となって、当センターの発展に努めてまいり
ますので、よろしくお願いいたします。

一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

理事長　古瀨  英子

新たな年に想う

サービスセンター健康教室

参加費

持ち物

会　場

申込方法

募集人数

講習時間 受付　午後6時から
講習　午後6時30分～午後8時
会員・家族（中学生以上）
各日30名
無料
運動できる服装（スカート不可）
汗ふきタオル、水分補給用ドリンク
三鷹市シルバー人材センター内　2階会議室

会報到着後 から1月20日（月）までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
定員をオーバーした場合は、抽選となります。
ご参加いただける方には、後日案内書を送付します。
＊空きがある場合は、1月21日（火）から再受付します。

講　師

「ルーシーダットン」
日　程 2月12日（水）　

 2月19日（水）
 2月26日（水）　
大橋　静恵 氏
東急スポーツオアシス契約インストラクター
Watpo Thai  Traditional Medical School* にて
ルーシーダットン及びタイ式古式マッサージを習得。
*タイ国教育省（文部省）及び保健省（厚生省）に管理されたタイで初めて
のメディカルスクール

大橋先生の

タイ式ヨガとも呼ばれる毎年大人気のプログラムです。
無理のないポーズで、ゆっくり静かにカラダの歪みや疲れを解きほぐし、血液循環を活発にして代謝機能を向上させます。
〝仙人の体操で健やかな心とカラダを手に入れましょう〟

メニューは、各日違います。

5月10日（土）　14：00 ～ 20枚
三鷹市公会堂 光のホール
「二人大名」　茂山あきら
「川　　上」　野村万作
「釣　　針」　野村萬斎
指定席　
通常料金：大人4,000円／高校生以下2,000円のところ
　　　大人  　会員・家族　2,900円（一般　3,600円）
高校生以下   　　  家族　1,400円（一般　1,800円）
会報到着後から 1月20日（月）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。

日時・枚数

場　所

番　組

座　席

料　金

購入方法

毎年参加者が多数のため、必ず参加できる日を
確認のうえお申し込みください。1日または2日だ
けの参加も可能です。

●セサミスポーツクラブ三鷹
　  寒い冬だからこそ　汗を流してリフレッシュ!!

2014年1月31日（金）まで
特別料金　会員　1,200円

2014年7月31日（木）まで
会員　1,300円

●西武園ゆうえんち
3月31日（月）まで　　　　　　 会員　400円

●としまえん　12～3月券
3月31日（月）まで
会員　600円

販売中口窓 チケットチケット

有効期間

料　金有効期間 料　金

有効期間
料　金

有効期間

料　金

号

加入促進キャンペーン加入促進キャンペーン

期間　平成26年3月31日まで
※詳しくは、当サービスセンターのホームページをご覧ください。

お願い

利用券利用券

会　報

関東の野村家、関西の茂山家の
共演で贈る「東西狂言の会」
東西の狂言の至芸を、心ゆくまで
お楽しみください。

東西狂言の会
今が
チャンス！

＊枚数制限なく、お買い求めいただけます。

14



東京ドイツ村イルミネーション東京ドイツ村イルミネーション
勝浦ビッグひな祭り勝浦ビッグひな祭り

と

2月23日（日）
　午前 8時 30分　　三鷹市役所出発
　午後 8時 30分頃　三鷹市役所解散

区　　分 小学生～大人 4・5・6歳
会　  員 5,600円  
同居家族 6,100 円 4,600 円 
一　　般 7,000 円 5,100 円 

 ＊2、3歳のお子様は、いちご狩り代700円をいただきます。 （昼食、バス席なし）

大型観光バス
88名 （最少催行人員バス1台あたり30名）

会報到着後から1月20日(月)までに
サービスセンターへ電話でお申し込みください。
定員をオーバーした場合は、抽選となります。
※空きがある場合は、1月21日(火)から再受付します。
※参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。

交　通

募　集

日　程

参加費

申込方法

60の石段に約
1,200体の雛人形
が飾られます。

幻想的で美しい世界
が広がります★

三鷹市役所
《首都高速など》 
　　▼
房総四季の蔵（買い物）
　　▼
房総　いちご農園
【いちご狩り園内食べ放題】
　　▼
藤よし（昼食）
　　▼
勝浦ビッグひな祭り
【絢爛豪華ひな祭り見学】
　　▼
関東３大イルミネーション
東京ドイツ村（イルミネーションの見学）
　　▼
《首都高速など》
三鷹市役所
（希望者は三鷹駅までお送りします。）

Winter
Illumination フジコ・ヘミング

　　ソロピアノリサイタル
4月12日（土）　午後2時～　10枚
Ｓ席

東京オペラシティ　コンサートホール
【最寄駅】京王新線「初台駅」東口より徒歩 5分以内

通常料金　大人 10,000 円のところ
会員・家族　7,200円（一般　9,000円）
1月14日（火）9：00～1月20日（月）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。

日時・枚数

座　席

場　所

料　金

購入方法

INGRID FUZJKO HEMMING

2014

内　容

枚　数

購入方法

●コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ドラックストア、
　書店など全国 49,000 店で利用できるプリペイドカード
●有効期限なし、カードの残額がなくなるまで何度でも利用できます。
●1枚　5,000 円分
1会員2枚まで購入できます。

会員1枚　4,400円
会報到着後から1月20日（月）までに
電話でお申し込みください。
 クオ・カードのお渡し日は、後日ご連絡します。

料　金

QUOカード
クオ・カード

イメージ

▼利用できるお店（2013年 11 月現在）

申込期限

1/20
まで月

利用期間

まで

日　程

◆「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」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。

＊中人料金は、同期間に実施する「キャンパスデーパスポート」と同額です。

東京ディズニーランド／東京ディズニーシー

3/14
金

特別団体契約

販売場所 〔当日券〕
「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

下記の申込書を切り離して
ご利用になるか、コピーして
お使いください。

大 人（18歳以上）

中 人（中・高生12～17歳）

小 人（4～11歳）

5,500円
4,600円

5,000円

3,300円
4,100円

料　金

（6,200円）

特別料金（通常料金） 利用券併用料金区　  　分

（4,100円） 3,800円
（5,300円）

「サンクス・フェスティバル」「サンクス・フェスティバル」
パスポート購入方法

下記の「パスポート購入申込書」を提出し
てご購入ください。
「特別利用補助券」（1会員年間3枚発
行している500円の利用補助券）も併
用してご利用できます。
 

※購入申込書は、右記WEB サイトよりダウンロードすることもできます。　 http://thanks.riyouken.jp 【ID：13tokubetu   パスワード：thanks30】

3   3   0
一般財団法人 三鷹市勤労者福祉サービスセンター

房総の甘い
イチゴ狩りも

・・
・・

日帰り
バスツアー

2 3
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