
  

団設立20周年記念の映画上映会「そして父になる」の上映を企画して、会報で会員
家族等500人、市報にも載せていただいて一般市民枠で200人の募集をしたところ、

3本の電話がジャンジャン鳴りまして、なんと市民枠に802人と4倍もの申し込みが殺到！
そこで急きょ、4月26日（土）に午後1回の上映を午前にも上映しました。正にうれしい悲鳴で、
三鷹市勤労者福祉サービスセンター始まって以来のギネスものの観客動員数となりました。
　結果は、申込者数1,239名、当日来場者数1,029名（入場率83.1％）でした。
　ちなみに申込みされた方は、ほとんどが女性で、若い人も来場しまして、映画のテーマと
内容への関心とともに、「恐るべし福山雅治人気」です。また共演した女優陣も日本アカデミー
賞を競った真木よう子、真野真千子と話題性もあり、リリーフランキーは 「東京タワー～オカ
ンとボクと時々オトン」の原作者としても有名になった俳優でした。こうした点からも企画
が良ければ人は集まってくれる典型的な事例となり、いつもこうした企画ができれば、満
点でいうことなしですが……そして今、この機会に当サービスセンターを知っていただい
た方々の加入をお待ちしています!!

年８月に実施した「昼の東京タワー夜のスカイツリー」
の日帰りツアーには、当初大型観光バス３台で120人の

募集に対し、179人の参加希望があり、バス４台に増車し、大変
好評でした。このことは、市場に沢山の民間ツアーがある中でも、
独自の企画で多くの集客能力を示しました。この時、参加者の皆
様に車中でのアンケートお願いして集計したものです。
　参加者179名、アンケート回答者170名、回収率95％の高い回

サービスセンターのツアーについて、
どのような印象をおもちですか？

どんなツアーに参加してみたいですか？
[ 複数解答］　単位：１

サービスセンターのツアーに
何回参加しましたか？

ツアーの参加費について、
どう思いますか？

事務局職員の随行は、
必要だと思いますか？

ツアーの実施について、
どのような方法がいいですか？

ツアーの参加は何曜日が
良いですか？
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アウトレット・ショッピングモール
庭園や神社仏閣名所旧跡

事 業 所　 483社 （前月末比0社）
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アンケート調査の
結果報告

答率でした。この結果から、 「ツアーの発着は市役所が良いこと」
「独自の企画で参加者の満足度が高いこと」「事務局員の随行によ
る安心感が高いこと」が解りました。行きたい場所は、北海道や沖
縄の希望が多かったですが、これからも、行き先、内容を吟味して、
多くの会員の皆様が参加できるように努めてまいります。
　アンケートにご協力いただきました皆様、ありがとうござい
ました。

上映企画に電話が殺到!!「そして父になる」
財

「昼の東京タワー夜のスカイツリー」日帰りツアー

Topics

昨

日帰りバスツアー「たんばらラベンダーパークと悠湯里庵のご夕食」7月26日（土）
空きがありますので、参加ご希望の方は、サービスセンター窓口までお電話ください！（定員になり次第終了）事務局からのお知らせ

○TOHOシネマズ　パスポートチケット
○連合会合同ツアー「伊勢・南紀　10/19㈰～10/21㈫」8月号の予告

新しい仲間を
増やそう! ※7月31日（木）までに会員になられた方は、ご希望により上映会をご覧いただくことができます。

新規会員を募集しています。

8 1







サービスセンター窓口 2015年3月31日まで 1年度  1会員あたり 5枚

アミューズメント施設アミューズメント施設 割引利用補助券
発　 行 有効期間 枚　数

施　設　名 区　　分 割引料金 一般料金 注意事項

東京サマーランド

フリーパス（通常）
4～ 6月
10月～ 3月

大　人 2,300円 3,000円

中間期業営、は設施期夏 ※
のみ有効

ーシ（ーゥトタ・墨れ入 ※
ル類を含む）をされた方
のご入園は固くお断りい
たします。

※幼　児：２歳～
　シニア：61歳以上

小学生 １,400円 2,000円
幼児・シニア 900円 1,500円

フリーパス（夏期）
7月～ 9月

大　人 3,600円 4,500円
小学生 2,500円 3,000円

幼児・シニア 1,200円 2,000円

入園券（通常）
4～ 6月
10月～ 3月

大　人 1,300円 2,000円
小学生 500円 1,000円

幼児・シニア 500円 1,000円

入園券（夏期）
7月～ 9月

大　人 2,500円 3,500円
小学生 2,000円 2,500円

幼児・シニア 1,100円 1,800円

よみうりランド
（ウォーターアミューズメントＷＡＩ）

入園料
大　人 700円 1,200円

※小人は、３歳以上１７歳
　または高校生まで

ーシ（ーゥトタ・墨れ入 ※
ル類を含む）をされた方
のご入園は固くお断りい
たします。

小　人 200円 600円

プール付ワンデーパス
（夏期）

大　人 3,900円 4,700円
小　人 3,100円 3,700円

プールＷＡＩ
（夏期）

大　人 2,200円 2,900円
小　人 1,400円 1,900円

ワンデーパス
（プールなし／通年）

大　人 3,300円 4,000円
小　人 2,500円 3,000円

富士急ハイランド

入　園
大・中人 1,000円 1,400円

※ 大　人：18歳以上
　 中　人：中・高生
　 小　人：3歳～小学生

小　人 300円 800円

フリーパス
大　人 4,300円 5,200円
中　人 3,800円 4,700円
小　人 3,100円 3,800円

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

入　園
大　人 1,100円 1,700円

※
 

大　人：中学生以上
　 

小　人：3歳～小学生　 

シニア：60歳以上

※プールは、夏期のみ

小人･シニア 500円 1,000円

入園＋乗物乗り放題
大人 3,000円 3,700円

小人･シニア 2,400円 3,000円

入園+プール
大人 1,400円 2,000円

小人･シニア 600円 1,100円

遊園地ぐりんぱ（Grinpa）
入　園

大人 650円 1,100円
※ 大　人：中学生以上
　 小　人：3歳～小学生
　 シニア：55歳以上

小人･シニア 300円 750円

ワンデークーポン
大人 2,300円 3,300円

小人･シニア 1,750円 2,450円

国営昭和記念公園レインボープール
入　園

7月19日～9月7日

　はプレオープン

大　人 1,600円 2,300円 ※ 大　人：15歳以上
　 小　人：小中学生
　幼児は利用できません
※入れ墨・タトゥー（シー
ル類を含む）をされた方
のご入園は固くお断りしま

小　人 600円 1,200円

幼　児 利用不可 300円

＊年度途中に契約施設・料金等が変更となる場合があります。

 区 分 期 間会 員 一般料金契　約　先

江ノ島海水浴場協同組合
江ノ島海水浴場営業組合

三浦海岸　あずまや

大　人

子　供

大人・子供

1,200円 1,500円
600円 800円

500円 800円
大　人
子　供

1,200円 1,500円

大　人
子　供

900円 1,500円
450円
無 料

800円
高校生以上

江ノ島海岸・海水浴場
にある全ての海の家

鎌倉市内3つの海水
浴場にある全ての
海の家
（由比ヶ浜を除く）

三浦海岸海水浴場
マクドナルド向い

材木座海浜営業組合
鎌倉中央海水浴場組合

連合会統一割引券をご利用ください。
（割引券は、サービスセンター窓口にあります）

腰越海水浴場組合 1,000円

東京都市勤労者共済団体連合会では、海水浴場
にある『海の家』と割引契約を結んでいます。
休憩やシャワー、荷物預かり等にご利用ください。

利用方法

「海の家」の割引利用
7/1～
　8/31

7/2～
　8/31

フリーパス券

●有効期間
　2015年3月までのお好きな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・小人共通（3歳から有料）
枚数制限はありません。
＊既に10枚購入された方でもお買い求めいただけます。

通常料金　大人3,300円/子供2,800円のところ
オールシーズン券　会員　1枚　800円
サービスセンター窓口で販売中！
売り切れ次第終了となります。

内　容

料　金

購入方法

枚　数

西 武 園西 武 園
オールシーズン券

9月３０日（火）まで
サービスセンター窓口で販売します。

7月19日（土）～9月30日（火）
※休館日：9 /4・10・11
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購入方法

料　金

有効期間

内　容

素敵なショーと大好きなキャラクターたちに会える キャラクターたちが
プロデュースする

屋台や夏フェス☆マーチングパレード、
盆踊りグリーティングなどイベント沢山♪

会報到着後～7月31日（木）まで、サービスセンター
窓口で販売します。
＊自由席は座席に限りがございます。混雑時には立ち見もしくはご希望の日時にご観覧できない場合がありますので、予めご了承ください。
＊センターで販売中の「得１０チケット」(会員料金2,300円)でも入場可能です。当日指定席券は７Ｐ、自由席券は６Ｐが必要です。（大人・こども共通）

●仮面ライダースーパーステージ
●爆笑！ ミニステージ
●プレイランド
●屋台コーナー　他

イ
ベ
ン
ト

内
容（
予
定
）

8月6日（水）～8月21日（木）
東京ドームシティ　プリズムホール
10：00～17：00 （最終入場は、16：30）

夏祭り 2014

※時間は変更となる場合があります。

①１０：３０　②１２：００
③１４：００　④１６：００

開催期間

会　場

開催時間

購入方法

その他

自由席券付 前売券

パスポートチケット

仮面ライダー × 　　スーパー戦隊
ヒーローW

1日4回公演

    （当日券） 会員・家族 一　般

2,100円のところ 1,400円 1,800円
 1,800円のところ 1,200円 1,500円

大　人
（中学生以上）

こども
（3歳以上）

料　金

○入場とアトラクション乗り放題
○大人・子供共通
○チケットは、3歳から必要
＊今回よりパスポートチケットのみの販売となります。
　入場券の販売はありません。

通常料金（休日）大人 3,800 円、小人 2,700 円のところ

会員・家族 1,800 円
　　 一　般     2,300 円　

ヒーロー達と夏祭りで騒いじゃおう！

サンリオピューロランドサンリオピューロランド

窓口販売

先着順

※7月12日（土）・13日（日）

注）国営昭和記念公園レインボープールを利用の方は、このアミューズメント補助券をご利用ください。補助券をお渡しできるのは、
１年度に１回です。今年度初めに補助券をお持ちになられた方は、その補助券をご利用ください。再発行はできません。

●有効期間（9～11月中）お好きな1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題
●大人・子供共通　※チケットは、3歳から必要
1会員10枚まで購入できます。
通常料金：大人4,000円／子供3,000円のところ
会員  1枚 600円
8月1日（金）～
サービスセンター窓口で販売します。

内　容

料　金

枚　数

購入方法

のりもの1日券 9月～11月券140枚
先着

販売開始

売り切れ次第終了

8/1金

としまえんとしまえん

先着順・売り切れ次第終了

～楽しいコンテンツ盛りだくさん～
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サービスセンター窓口 2015年3月31日まで 1年度  1会員あたり 5枚

アミューズメント施設アミューズメント施設 割引利用補助券
発　 行 有効期間 枚　数

施　設　名 区　　分 割引料金 一般料金 注意事項

東京サマーランド

フリーパス（通常）
4～ 6月
10月～ 3月

大　人 2,300円 3,000円

中間期業営、は設施期夏 ※
のみ有効

ーシ（ーゥトタ・墨れ入 ※
ル類を含む）をされた方
のご入園は固くお断りい
たします。

※幼　児：２歳～
　シニア：61歳以上

小学生 １,400円 2,000円
幼児・シニア 900円 1,500円

フリーパス（夏期）
7月～ 9月

大　人 3,600円 4,500円
小学生 2,500円 3,000円

幼児・シニア 1,200円 2,000円

入園券（通常）
4～ 6月
10月～ 3月

大　人 1,300円 2,000円
小学生 500円 1,000円

幼児・シニア 500円 1,000円

入園券（夏期）
7月～ 9月

大　人 2,500円 3,500円
小学生 2,000円 2,500円

幼児・シニア 1,100円 1,800円

よみうりランド
（ウォーターアミューズメントＷＡＩ）

入園料
大　人 700円 1,200円

※小人は、３歳以上１７歳
　または高校生まで

ーシ（ーゥトタ・墨れ入 ※
ル類を含む）をされた方
のご入園は固くお断りい
たします。

小　人 200円 600円

プール付ワンデーパス
（夏期）

大　人 3,900円 4,700円
小　人 3,100円 3,700円

プールＷＡＩ
（夏期）

大　人 2,200円 2,900円
小　人 1,400円 1,900円

ワンデーパス
（プールなし／通年）

大　人 3,300円 4,000円
小　人 2,500円 3,000円

富士急ハイランド

入　園
大・中人 1,000円 1,400円

※ 大　人：18歳以上
　 中　人：中・高生
　 小　人：3歳～小学生

小　人 300円 800円

フリーパス
大　人 4,300円 5,200円
中　人 3,800円 4,700円
小　人 3,100円 3,800円

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

入　園
大　人 1,100円 1,700円

※
 

大　人：中学生以上
　 

小　人：3歳～小学生　 

シニア：60歳以上

※プールは、夏期のみ

小人･シニア 500円 1,000円

入園＋乗物乗り放題
大人 3,000円 3,700円

小人･シニア 2,400円 3,000円

入園+プール
大人 1,400円 2,000円

小人･シニア 600円 1,100円

遊園地ぐりんぱ（Grinpa）
入　園

大人 650円 1,100円
※ 大　人：中学生以上
　 小　人：3歳～小学生
　 シニア：55歳以上

小人･シニア 300円 750円

ワンデークーポン
大人 2,300円 3,300円

小人･シニア 1,750円 2,450円

国営昭和記念公園レインボープール
入　園

7月19日～9月7日

　はプレオープン

大　人 1,600円 2,300円 ※ 大　人：15歳以上
　 小　人：小中学生
　幼児は利用できません
※入れ墨・タトゥー（シー
ル類を含む）をされた方
のご入園は固くお断りしま

小　人 600円 1,200円

幼　児 利用不可 300円

＊年度途中に契約施設・料金等が変更となる場合があります。

 区 分 期 間会 員 一般料金契　約　先

江ノ島海水浴場協同組合
江ノ島海水浴場営業組合

三浦海岸　あずまや

大　人

子　供

大人・子供

1,200円 1,500円
600円 800円

500円 800円
大　人
子　供

1,200円 1,500円

大　人
子　供

900円 1,500円
450円
無 料

800円
高校生以上

江ノ島海岸・海水浴場
にある全ての海の家

鎌倉市内3つの海水
浴場にある全ての
海の家
（由比ヶ浜を除く）

三浦海岸海水浴場
マクドナルド向い

材木座海浜営業組合
鎌倉中央海水浴場組合

連合会統一割引券をご利用ください。
（割引券は、サービスセンター窓口にあります）

腰越海水浴場組合 1,000円

東京都市勤労者共済団体連合会では、海水浴場
にある『海の家』と割引契約を結んでいます。
休憩やシャワー、荷物預かり等にご利用ください。

利用方法

「海の家」の割引利用
7/1～
　8/31

7/2～
　8/31

フリーパス券

●有効期間
　2015年3月までのお好きな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・小人共通（3歳から有料）
枚数制限はありません。
＊既に10枚購入された方でもお買い求めいただけます。

通常料金　大人3,300円/子供2,800円のところ
オールシーズン券　会員　1枚　800円
サービスセンター窓口で販売中！
売り切れ次第終了となります。

内　容

料　金

購入方法

枚　数

西 武 園西 武 園
オールシーズン券

9月３０日（火）まで
サービスセンター窓口で販売します。

7月19日（土）～9月30日（火）
※休館日：9 /4・10・11

© í76,í79,í88,í93,í96,í05,í12,í14  SANRIO APPROVAL No.P0606116

購入方法

料　金

有効期間

内　容

素敵なショーと大好きなキャラクターたちに会える キャラクターたちが
プロデュースする

屋台や夏フェス☆マーチングパレード、
盆踊りグリーティングなどイベント沢山♪

会報到着後～7月31日（木）まで、サービスセンター
窓口で販売します。
＊自由席は座席に限りがございます。混雑時には立ち見もしくはご希望の日時にご観覧できない場合がありますので、予めご了承ください。
＊センターで販売中の「得１０チケット」(会員料金2,300円)でも入場可能です。当日指定席券は７Ｐ、自由席券は６Ｐが必要です。（大人・こども共通）

●仮面ライダースーパーステージ
●爆笑！ ミニステージ
●プレイランド
●屋台コーナー　他

イ
ベ
ン
ト

内
容（
予
定
）

8月6日（水）～8月21日（木）
東京ドームシティ　プリズムホール
10：00～17：00 （最終入場は、16：30）

夏祭り 2014

※時間は変更となる場合があります。

①１０：３０　②１２：００
③１４：００　④１６：００

開催期間

会　場

開催時間

購入方法

その他

自由席券付 前売券

パスポートチケット

仮面ライダー × 　　スーパー戦隊
ヒーローW

1日4回公演

    （当日券） 会員・家族 一　般

2,100円のところ 1,400円 1,800円
 1,800円のところ 1,200円 1,500円

大　人
（中学生以上）

こども
（3歳以上）

料　金

○入場とアトラクション乗り放題
○大人・子供共通
○チケットは、3歳から必要
＊今回よりパスポートチケットのみの販売となります。
　入場券の販売はありません。

通常料金（休日）大人 3,800 円、小人 2,700 円のところ

会員・家族 1,800 円
　　 一　般     2,300 円　

ヒーロー達と夏祭りで騒いじゃおう！

サンリオピューロランドサンリオピューロランド

窓口販売

先着順

※7月12日（土）・13日（日）

注）国営昭和記念公園レインボープールを利用の方は、このアミューズメント補助券をご利用ください。補助券をお渡しできるのは、
１年度に１回です。今年度初めに補助券をお持ちになられた方は、その補助券をご利用ください。再発行はできません。

●有効期間（9～11月中）お好きな1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題
●大人・子供共通　※チケットは、3歳から必要
1会員10枚まで購入できます。
通常料金：大人4,000円／子供3,000円のところ
会員  1枚 600円
8月1日（金）～
サービスセンター窓口で販売します。

内　容

料　金

枚　数

購入方法

のりもの1日券 9月～11月券140枚
先着

販売開始

売り切れ次第終了

8/1金

としまえんとしまえん

先着順・売り切れ次第終了

～楽しいコンテンツ盛りだくさん～
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金　　額 申請資格

添付書類

申請期限

○人間ドック等利用補助金

＊労働安全衛生規則第44条の検査項目（既往症及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長*・体重・
腹囲・視力及び聴力の検査、胸部エックス線検査及び喀痰検査*、血圧の測定、貧血検査*、肝機能検査、血中脂質検査、
血糖検査*、尿検査、心電図検査*）以上を受診していることが必須条件となります。

  *国の基準に基づき、医師が必要でないと認める項目は、省略することができます。
＊個人結果票の写しを提出する場合は、検査結果の数値などプライバシーにかかわる部分は、黒くぬりつぶすなどして隠
して提出してください。
＊治療目的による検査や再検査は、対象とはなりません。
＊同じ健診において、「人間ドック等利用補助金」と「定期健康診断補助金」の重複申請はできません。

申請時のお願い

人間ドック等利用補助金
　人間ドック等健診（脳ドック、ＰＥＴ等、生活習慣病健診を含むドック系の健診）で実費負担3,000円以上に対し、1年度（4
月～翌年3月）に1回、人間ドック等利用補助金が支給されます。補助金額は、上限の5,000円以内で下表の負担区分によ
る補助額となります。 ＊国内どこの医療機関でも可  ＊国民健康保険・健康保険組合等の補助と重複して申請ができます。

 3,000 円～ 10,000 円 2,000円
 10,000 円超～15,000円 3,000円
 15,000 円超～ 上限の5,000円

健診料金（実費負担額）  　　    補助額 サービスセンターの会員期間が1年以上で
満35歳以上の会員

ア　本人もしくは事業所あての領収書等【必須】
　　＊受診者・費用負担者・受診金額・受診日・医療機関名・受診内容（人間ドック・生活習慣病健診・
　　  脳ドック・PET検診等）の記載があるもの
イ　アの領収書等で必要事項の記載がない場合は、下記書類から1点
　　　①個人検査結果票の写し
　　　②人間ドック受診確認書（26年4月以降に発行した申請書の裏面に本人署名）

受診後、1年以内に申請してください。

─ 平成26年4月1日受診分から改定 ─

申請書類 「人間ドック受診補助金交付申請書・請求書」に受診したことを明らかにする書類を添付して申請して
ください。

加入している健康保険が適用された場合及び労働
安全衛生法に定められた定期健康診断は除きます。

法律で義務づけられている定期健康診断を実施した
事業主に、1年度（4月～翌年3月）に1回、定期健
康診断料の補助をいたします。

会員が、1年度（4月～翌年3月）に1回、旅行等
で国内外の宿泊施設を利用された場合に、旅行補助
金が支給されます。

○旅行補助金 ○定期健康診断補助金

金　　額

申請資格

添付書類

申請期限

金　　額

申請資格

添付書類

申請期限

会員1人　2,000円
サービスセンターの会員となった翌月
以降に行かれた旅行が対象となります。
（ご家族は対象になりません）

宿泊施設の領収書、旅行会社の領収
書等（写し）

旅行後、1年以内に申請してください。

会員1人　2,000円
（ただし受診料額が限度）

サービスセンターの会員となった日の翌
月以降に受診した健診が対象となります。
（個人会員の方は申請できません）

受診機関の領収書等（写し）

受診後、1年以内に申請してください。

事業主補助

祝

　
　金

死
亡
弔
慰
金

見
舞
金

会員の結婚

会員の子の出生（1人につき）

会員の子の小学校入学（1人につき）

会員の子の中学校卒業（1人につき）

　　10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

婚姻年月日、続柄が確認できるもの
○婚姻届受理証明書○戸籍謄本等

▼共済給付金一覧表

  65歳以下の会員

  66歳以上の会員

配偶者（内縁も含む）

親（会員の実・養・義・継父母）

子（妊娠28週以上の子を含む）

 
入院14日以上（注）

 

記　念　品
10,000円
10,000円
10,000円

医療機関名、入院期間が確認できるもの
○医療機関の領収書○医師の診断書等

死亡の確認ができるもの
○死亡診断書
○戸籍謄本など公的な証明書等
○会葬の礼状等

生年月日が確認できるもの
○運転免許証○健康保険証等

婚姻期間が確認できるもの
○戸籍謄本等

添付書類（全てコピーで可）

卒業が確認できるもの
○卒業証明書等

就学が確認できるもの
○就学通知書○在学証明書等

出生日と続柄が確認できるもの
○母子手帳の出生届済証明
○出生届受理証明書○戸籍謄本等

種別

会員の成人 10,000円

会員の銅婚（結婚後15年夫婦健在）

会員の銀婚（結婚後25年夫婦健在）

会員のさんご婚（結婚後35年夫婦健在）

会員の金婚（結婚後50年夫婦健在）

共済事由 金　額

100,000円
50,000円
30,000円
10,000円
20,000円

10,000円

サービスセンターの会員と
なった翌月以降発生した共済
事由について申請できます。

会員の結婚や出産等のお祝金、
病気やケガで入院した場合の
お見舞金、会員やご家族が死
亡した場合の弔慰金等共済給
付金が支給されます。

共済事由が発生してから1 年
以内に申請してください。

申請資格

申請期限

○ご夫婦ともに会員の場合、『配偶者死
亡弔慰金』『入院見舞金』『会員の成
人』以外の給付金は、夫婦2人各々に
お支払いします。

○災害救助法が適用される大震災、大火、
台風などが発生したときは、当該災害
に起因する『死亡弔慰金』『入院見舞
金』はお支払いできません。

○会費の未納がある場合は、共済給付
金の支払いを停止いたします。

（注）入院見舞金は、入院14日以上
の場合に1回お支払いします。

会　 員

会員の傷病
による入院

○共済給付金

＊ 各「申請書・請求書」は、サービスセンター窓口またはサービスセン
ターのホームページからダウンロードしてください。サービスセンター
窓口に直接申請にこられる場合は、①証明書類（写し可）②印鑑   
③振込先がわかるメモまたは預金通帳をご用意の上お越しください。

「補助金申請書・請求書」 ｢共済給
付金申請書・請求書」に必要事項
を記入・押印の上、証明書類（写
し可）を添付して、サービスセンター
窓口に提出してくだい。（郵送可）

申請方法 旅行補助金 共済給付金定期健康診断補助金人間ドック利用補助金

販売中口窓 チケットチケット

販売期間

料　金

販売期間

料　金

●台北 國立故宮博物院　入場券
 9月12日(金)まで
会員･家族　1,000円

販売期間

料　金

●ぐるっとパス2014
2015年1月30日(金)まで
会員･家族　　1,400円

●東京湾納涼船　乗船券引換券
 9月30日(火)まで
会員・家族
大人 1,800円
中・高校生 700円
小学生 400円

※すでに規定枚数を購入された方は、一般料金となります。
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金　　額 申請資格

添付書類

申請期限

○人間ドック等利用補助金

＊労働安全衛生規則第44条の検査項目（既往症及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長*・体重・
腹囲・視力及び聴力の検査、胸部エックス線検査及び喀痰検査*、血圧の測定、貧血検査*、肝機能検査、血中脂質検査、
血糖検査*、尿検査、心電図検査*）以上を受診していることが必須条件となります。

  *国の基準に基づき、医師が必要でないと認める項目は、省略することができます。
＊個人結果票の写しを提出する場合は、検査結果の数値などプライバシーにかかわる部分は、黒くぬりつぶすなどして隠
して提出してください。
＊治療目的による検査や再検査は、対象とはなりません。
＊同じ健診において、「人間ドック等利用補助金」と「定期健康診断補助金」の重複申請はできません。

申請時のお願い

人間ドック等利用補助金
　人間ドック等健診（脳ドック、ＰＥＴ等、生活習慣病健診を含むドック系の健診）で実費負担3,000円以上に対し、1年度（4
月～翌年3月）に1回、人間ドック等利用補助金が支給されます。補助金額は、上限の5,000円以内で下表の負担区分によ
る補助額となります。 ＊国内どこの医療機関でも可  ＊国民健康保険・健康保険組合等の補助と重複して申請ができます。

 3,000 円～ 10,000 円 2,000円
 10,000 円超～15,000円 3,000円
 15,000 円超～ 上限の5,000円

健診料金（実費負担額）  　　    補助額 サービスセンターの会員期間が1年以上で
満35歳以上の会員

ア　本人もしくは事業所あての領収書等【必須】
　　＊受診者・費用負担者・受診金額・受診日・医療機関名・受診内容（人間ドック・生活習慣病健診・
　　  脳ドック・PET検診等）の記載があるもの
イ　アの領収書等で必要事項の記載がない場合は、下記書類から1点
　　　①個人検査結果票の写し
　　　②人間ドック受診確認書（26年4月以降に発行した申請書の裏面に本人署名）

受診後、1年以内に申請してください。

─ 平成26年4月1日受診分から改定 ─

申請書類 「人間ドック受診補助金交付申請書・請求書」に受診したことを明らかにする書類を添付して申請して
ください。

加入している健康保険が適用された場合及び労働
安全衛生法に定められた定期健康診断は除きます。

法律で義務づけられている定期健康診断を実施した
事業主に、1年度（4月～翌年3月）に1回、定期健
康診断料の補助をいたします。

会員が、1年度（4月～翌年3月）に1回、旅行等
で国内外の宿泊施設を利用された場合に、旅行補助
金が支給されます。

○旅行補助金 ○定期健康診断補助金

金　　額

申請資格

添付書類

申請期限

金　　額

申請資格

添付書類

申請期限

会員1人　2,000円
サービスセンターの会員となった翌月
以降に行かれた旅行が対象となります。
（ご家族は対象になりません）

宿泊施設の領収書、旅行会社の領収
書等（写し）

旅行後、1年以内に申請してください。

会員1人　2,000円
（ただし受診料額が限度）

サービスセンターの会員となった日の翌
月以降に受診した健診が対象となります。
（個人会員の方は申請できません）

受診機関の領収書等（写し）

受診後、1年以内に申請してください。

事業主補助

祝

　
　金

死
亡
弔
慰
金

見
舞
金

会員の結婚

会員の子の出生（1人につき）

会員の子の小学校入学（1人につき）

会員の子の中学校卒業（1人につき）

　　10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

婚姻年月日、続柄が確認できるもの
○婚姻届受理証明書○戸籍謄本等

▼共済給付金一覧表

  65歳以下の会員

  66歳以上の会員

配偶者（内縁も含む）

親（会員の実・養・義・継父母）

子（妊娠28週以上の子を含む）

 
入院14日以上（注）

 

記　念　品
10,000円
10,000円
10,000円

医療機関名、入院期間が確認できるもの
○医療機関の領収書○医師の診断書等

死亡の確認ができるもの
○死亡診断書
○戸籍謄本など公的な証明書等
○会葬の礼状等

生年月日が確認できるもの
○運転免許証○健康保険証等

婚姻期間が確認できるもの
○戸籍謄本等

添付書類（全てコピーで可）

卒業が確認できるもの
○卒業証明書等

就学が確認できるもの
○就学通知書○在学証明書等

出生日と続柄が確認できるもの
○母子手帳の出生届済証明
○出生届受理証明書○戸籍謄本等

種別

会員の成人 10,000円

会員の銅婚（結婚後15年夫婦健在）

会員の銀婚（結婚後25年夫婦健在）

会員のさんご婚（結婚後35年夫婦健在）

会員の金婚（結婚後50年夫婦健在）

共済事由 金　額

100,000円
50,000円
30,000円
10,000円
20,000円

10,000円

サービスセンターの会員と
なった翌月以降発生した共済
事由について申請できます。

会員の結婚や出産等のお祝金、
病気やケガで入院した場合の
お見舞金、会員やご家族が死
亡した場合の弔慰金等共済給
付金が支給されます。

共済事由が発生してから1 年
以内に申請してください。

申請資格

申請期限

○ご夫婦ともに会員の場合、『配偶者死
亡弔慰金』『入院見舞金』『会員の成
人』以外の給付金は、夫婦2人各々に
お支払いします。

○災害救助法が適用される大震災、大火、
台風などが発生したときは、当該災害
に起因する『死亡弔慰金』『入院見舞
金』はお支払いできません。

○会費の未納がある場合は、共済給付
金の支払いを停止いたします。

（注）入院見舞金は、入院14日以上
の場合に1回お支払いします。

会　 員

会員の傷病
による入院

○共済給付金

＊ 各「申請書・請求書」は、サービスセンター窓口またはサービスセン
ターのホームページからダウンロードしてください。サービスセンター
窓口に直接申請にこられる場合は、①証明書類（写し可）②印鑑   
③振込先がわかるメモまたは預金通帳をご用意の上お越しください。

「補助金申請書・請求書」 ｢共済給
付金申請書・請求書」に必要事項
を記入・押印の上、証明書類（写
し可）を添付して、サービスセンター
窓口に提出してくだい。（郵送可）

申請方法 旅行補助金 共済給付金定期健康診断補助金人間ドック利用補助金

販売中口窓 チケットチケット

販売期間

料　金

販売期間

料　金

●台北 國立故宮博物院　入場券
 9月12日(金)まで
会員･家族　1,000円

販売期間

料　金

●ぐるっとパス2014
2015年1月30日(金)まで
会員･家族　　1,400円

●東京湾納涼船　乗船券引換券
 9月30日(火)まで
会員・家族
大人 1,800円
中・高校生 700円
小学生 400円

※すでに規定枚数を購入された方は、一般料金となります。
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団設立20周年記念の映画上映会「そして父になる」の上映を企画して、会報で会員
家族等500人、市報にも載せていただいて一般市民枠で200人の募集をしたところ、

3本の電話がジャンジャン鳴りまして、なんと市民枠に802人と4倍もの申し込みが殺到！
そこで急きょ、4月26日（土）に午後1回の上映を午前にも上映しました。正にうれしい悲鳴で、
三鷹市勤労者福祉サービスセンター始まって以来のギネスものの観客動員数となりました。
　結果は、申込者数1,239名、当日来場者数1,029名（入場率83.1％）でした。
　ちなみに申込みされた方は、ほとんどが女性で、若い人も来場しまして、映画のテーマと
内容への関心とともに、「恐るべし福山雅治人気」です。また共演した女優陣も日本アカデミー
賞を競った真木よう子、真野真千子と話題性もあり、リリーフランキーは 「東京タワー～オカ
ンとボクと時々オトン」の原作者としても有名になった俳優でした。こうした点からも企画
が良ければ人は集まってくれる典型的な事例となり、いつもこうした企画ができれば、満
点でいうことなしですが……そして今、この機会に当サービスセンターを知っていただい
た方々の加入をお待ちしています!!

年８月に実施した「昼の東京タワー夜のスカイツリー」
の日帰りツアーには、当初大型観光バス３台で120人の

募集に対し、179人の参加希望があり、バス４台に増車し、大変
好評でした。このことは、市場に沢山の民間ツアーがある中でも、
独自の企画で多くの集客能力を示しました。この時、参加者の皆
様に車中でのアンケートお願いして集計したものです。
　参加者179名、アンケート回答者170名、回収率95％の高い回

サービスセンターのツアーについて、
どのような印象をおもちですか？

どんなツアーに参加してみたいですか？
[ 複数解答］　単位：１

サービスセンターのツアーに
何回参加しましたか？

ツアーの参加費について、
どう思いますか？

事務局職員の随行は、
必要だと思いますか？

ツアーの実施について、
どのような方法がいいですか？

ツアーの参加は何曜日が
良いですか？

大変良い
33％

良い
47％

まあまあ
良い10%

普通
9％

あまり良くない
1％ 良くない 0％

初めて 
32％

安い 
18％ 土曜日 

32％

2～3回
17％4～6回

13%

7～9回
　4%

10回以上
35％ 

まあまあ安い
49%

普通
31%

少し高い
1%

高い 1％

TDR 等の遊園地･動物園
温泉やグルメを堪能
お祭り･花火大会等

果物狩等体験工場見学
お花や紅葉等自然を体感
海産物や農産物のお買い物

ハイキング
美術館博物館等文化施設

アウトレット・ショッピングモール
庭園や神社仏閣名所旧跡

事 業 所　 483社 （前月末比0社）
会 員 数 3,027人 （前月末比10人増）
（内 個人会員 286人）  平成26年5月31日現在

土・日
どちらでも
28％

日曜・祝日
16％

いつでも
15％

平日  9％

ぜひいてほしい
53％　

できれば
いてほしい
28％

あっても無
くてもよい
16％

特に必要ではない 3%

センターの企画中心
85%

企画ツアー半分、
パックツアー増　10%　パックツアー

を斡旋補助
5%

43
84

55
52
55

41
26
25
25

40

234
2014 7

500500
yenyen

会
費・

お一人・毎月

会
費・

お一人・毎月

新しい仲間を
増やそう!

アンデルセンの『雪の女王』をモチーフに描くディズニー
製作ファンタジーアニメ。本国アメリカではディズニー
史上最高となる空前の大ヒットを記録、アカデミー賞で
もみごと長編アニメーション賞と主題歌賞の 2冠に輝い
た。王家の美しい姉妹を主人公に、雪の女王となってし
まった姉エルサとそんな姉と王国を救うために冒険の旅
に出たアナの運命を描く。
（上映時間 102 分／日本語吹き替え・日本版声：松たか子ほか）

上映日

場　所

座　席

定　員

申込方法

上映時間 〔午前の部〕
 開場　午前  9 時 30分～
 上映　午前 10時 00分～ 

8 月 30日（土）

三鷹市公会堂　光のホール

全席自由（入場無料）

（日本語吹き替え版）

各回　先着 350名（会員・家族）

電話でお申し込みください。
会報到着後から定員まで受付します。
なお、お申込時に会員番号・代表者・参加者人数・希望上映時間をお伝えください。
今回は、鑑賞券（チケット）をお渡ししますので、サービスセンター窓口までお越しください。

夏休みスペシャル
プレゼント！
ご家族でお楽しみください。

〔午後の部〕
 開場　午後 2時 00分～
 上映　午後 2時 30分～

ディズニー史上最高のスペクタル・ファンタジー

第2弾

無料映画
上映会

S TORY

財団設立20周年記念事業

アンケート調査の
結果報告

答率でした。この結果から、 「ツアーの発着は市役所が良いこと」
「独自の企画で参加者の満足度が高いこと」「事務局員の随行によ
る安心感が高いこと」が解りました。行きたい場所は、北海道や沖
縄の希望が多かったですが、これからも、行き先、内容を吟味して、
皆様の多くが参加できるように努めてまいります。
　アンケートにご協力いただきました皆様、ありがとうござい
ました。

上映企画に電話が殺到!!「そして父になる」
財

「昼の東京タワー夜のスカイツリー」日帰りツアー

Topics

昨

※ お願い
　小学生以下のお子様は、必ず保護者同伴でご鑑賞ください。
　（お子様のみの入場不可）

今年最大の話題作、この夏、早くも三鷹で上映! !
史上空前のドラマティック・ミュージカル

日帰りバスツアー「たんばらラベンダーパークと悠湯里庵のご夕食」7月26日（土）
空きがありますので、参加ご希望の方は、サービスセンター窓口までお電話を！（定員になり次第終了）事務局からのお知らせ

○TOHOシネマズ　パスポートチケット
○連合会合同ツアー「伊勢・南紀　10/19㈰～10/21㈫」8月号の予告
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