
● 全国のファミリーレストラン・ファーストフード・和洋中など約 35,000 店舗で利用できるお食事券です。
● 500 円券×10枚＝5,000 円分
● 有効期限なし
1会員2セットまで購入できます。
会員1セット 　4,500 円
会報到着後 から6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。
グルメカードのお渡し日は、後日連絡します。

ガスト・ココス・ジョナサン・デニーズ・ロイヤルホスト・華屋与兵衛・藍屋・夢庵・和
食さと・ジョリーパスタ・木曽路・味の民芸・がんこ寿司・天丼てんや・リンガーハット・
がってん寿司・甘太郎・さくら水産・日本海庄や・安楽亭・ケンタッキーフライドチキン・
モスバーガー・サーティワンアイスクリーム・吉野家・松屋・オリジン弁当・バーミヤン　他

全国共通お食事券

内　容

枚　数

料　金

購入方法

＊詳しくは、ジェフグルメカードのホームページをご覧ください。http://www.jfcard.co.jp/

★ジェフグルメカードが利用できる主な店舗★

ジェフグルメカードジェフグルメカード 申込期限
6/20（月）まで

申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・セット数をお伝えください。

【九月場所日程：9月11日(日)～　9月25日（日）】

＊引換えの際、サービスセンター会員証を提示
＊郵便局での払い込みもできます。

芸術文化センターへ電話予約
☎0422-47-5122

芸術文化センター・ 三鷹市美術ギャラリー・
三鷹市公会堂さんさん館でチケット引換え

１公演につき、サービスセンター全体で先着15枚が『MARCL』
会員料金でお買い求めいただけます。（一部対象外の公演あり）

※インターネット予約は
　利用いただけません

注 

意
▶公演についてのお問い合せ
 （公財）三鷹市スポーツと文化財団　☎ 0422(47)5122

申込方法・お問い合わせ

＊受付10：00～／発売初日は１会員1回4枚まで
＊予約の際は、最初にグループNO【800002】
を告げてからお申し込みください。

お願い

申込方法

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
マークル

『MARCL』チケット
サービスセンターは、友の会 『MARCL』のグループ会員となっています。 『MARCL』会員の発売日・料金でお買い求めいただけます！
ただし、インターネット予約は、ご利用いただけません。必ず電話で予約をして、チケットをお求めください。
予約の際は、最初にグループNO【800002】を告げてからお申し込みください。

役員変更のお知らせ
新役員体制
代表理事 理事長 古瀨　英子
代表理事 副理事長 大野　憲一（新任）
常務理事兼事務局長 鈴木　伸若（新任）

理　　事 藤原　國平
理　　事 高橋　哲也
理　　事 浅水　久子
理　　事 坂本　恭一

理　　事 門田　康一
理　　事 土屋　　宏（新任）
監　　事 栗原　友治
監　　事 星　　雅典

このたび、サービスセンターの役員に変更がありましたので、お知らせいたします。

会員証提示で割引 ＊申込・予約時にサービスセンターの会員であることを告げてください。

会員証
ゆとり　み

たかわく
わく

電話受付
先着順

電話受付
先着順

内　容

場　所

料　金

購入方法

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）
イスＡ席 会員・家族 10,800円
  （一般  13,500円）

イスＢ席 会員・家族 8,100円
  （一般  10,100円）

6月8日（水）から6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。
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。

相撲人気にともないチケットの入手が困難となっております。
日にちを限定させていただきますので、ご了承ください。

＊平日ならば、イスA席のチケットをお取り寄せで
きる場合があります。センターまでお問い合わせ
ください。

人気
急上昇!!

三鷹で採れた旬の野菜をお届けします！
「みたか野菜クラブ」の会員になって、安心・新鮮な産直野菜を食べよう! !

（1）三鷹野菜の宅配
三鷹産の新鮮野菜を年６回ご自宅までお届けします。
宅配は、三鷹市内に限ります。三鷹市内の勤務地をご指定することもできます。
 ＊宅配：6月、7月、9月、10月、11月、12月予定 （初回宅配日：6月30日）
　注）1回のみのお申し込みはできません。
 ＊宅配時間帯：11時から16時の間となります。時間の指定はできません。
＊宅配日時の指定、変更はできません。ただし、事前にメール等で「野菜の種類」「日にち」「時間帯」をお知らせします。
 ＊野菜の種類は、ご指定いただけません。生産者が選んだ旬の採りたて野菜をお届けします。

（2）イモ煮会と野菜収穫体験への参加
イモ煮会とジャガイモ・大根の野菜収穫体験〔平成28年11月19日（土）開催予定〕にご参加いただけます。

通常料金17,000円のところ
会員　15,000円（宅配料・消費税込み　1回あたり2,500円）
会報到着後から6月17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。
先着20名募集します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TELをお伝えください。
＊お申し込みいただいた方は、「みたか野菜クラブ」の会員となりますの
で、別途「申込書」にご記入いただきます。

主　催料　金

三鷹の畑で採れた旬の新鮮野菜を、年６回（6月、7月、9月、10月、11月、12月）ご自宅までお届けします。（三鷹市内限定）
健康は食事から ！ 新鮮な野菜をたっぷり食べて元気なカラダ作りをしましょう!!

三鷹市都市農業市民交流協議会
事務局　株式会社三鷹ファーム（株式会社まちづくり三鷹内）
※三鷹市都市農業市民交流協議会は、三鷹で採れた旬の野菜を
ご家庭にお届けする会員制のサービスを行っています。
　三鷹産の新鮮野菜の宅配や収穫体験等を通して、生産農家と
直接つながることができる地域密着型の「みたか野菜クラブ」です。

今回同封しました「みたか野菜収穫体験チラシ」とは、異なります。
お間違いのないようお申し込みください。

1回あたり2,500円

区　分 日にち 席　種 枚　数
 1日目 9/11（日） Ａ席 先着 6枚
 7日目 9/17（土） Ｂ席 先着 6枚
 8日目 9/18（日） Ｂ席 先着 6枚
 
14日目

 
9/24（土）

 Ａ席 先着 4枚
   Ｂ席 先着 6枚
 千秋楽 9/25（日） Ｂ席 先着 10枚

新企画
野菜宅配

　東京都市勤労者共済団体連合会にて、今秋「世界文化遺産巡り九州の旅2泊3日」を予定しておりましたが、
4月14日に発生しました「平成28年熊本地震」の影響により今年度のツアーは、中止することとなりました。
　「平成28年熊本地震」により被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。被災地の一刻も早い復旧が
できますように、心からお祈り申し上げます。

事務局からのお知らせ

公演情報は財団ウェブサイト　http://mitaka.jpn.org でご覧ください。

258
2016 6

事 業 所　  477社 （前月末比5社減）
会 員 数  3,000人 （前月末比19人減）
（内 個人会員 285人）  平成28年4月30日現在

7
月
号
の
予
告

夏休み恒例「立川シネマシティ映画鑑賞券」「レストラン共通補助券」
6月28日（火）からサービスセンター窓口で販売（発行）します。
詳細は、7月号でお知らせします。
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料　金
夏休みの思

い出に

ぜひ、ご家
族で劇場へ

！

有効期間

購入方法

場　所

料　金

日時・枚数

座　席

出　演

申込方法

場　所

料　金

日時・枚数

座　席

場　所 場　所

購入方法

有効期間

枚　数

1,600円
2,100円
（2,450円）

区　分

会　員
一般及び6枚以降
（通常料金）

2,000円
2,500円
（3,000円）

1,100円
1,400円
  （1,750円）

大人・高校生 幼　児
（4歳以上）

シニア
（65歳以上）

400円
600円
（850円）

小・中学生

400円
500円
（700円）

区　分

会　員
一般及び6枚以降
（通常料金）

1,600円
2,000円
（2,200円）

大人・高校生 幼　児
（4歳以上）

800円
1,000円
（1,200円）

小・中学生

有効期間内のお好きな1日利用できる、箱根小涌園「ユネッサン」と
「森の湯」の共通パスポート券　

7月 15日 ～ 翌年 2017年 8月31日
1 会員 大人･こども券合わせて5枚まで会員価格で購入できます。
（6枚以降は一般料金）
会報到着後から6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。
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・枚数をお伝えください。

箱根ユネッサン箱根ユネッサン
内　容

枚　数

購入方法

箱根の温泉
テーマパーク

 区　分 大人 こども
   (3 歳～小学生 )

 会　員 1,400 円 1,000 円
 一　般 1,800 円 1,200 円 （6枚以降）

 （当日券） （4,100 円） （2,100 円）

料　金

＊3歳未満は、入場無料

＊未就学児入場不可

前売券

乗船料、生ビール･サワー・ジュース等の飲み放題付きチケット（食事は別途料金）

7月1日（金）～ 10月10日（月・祝）毎日運行 ！
● 要予約 納涼船予約係（03‒3437‒6119）へ、
 必ず予約してください。受付時間 9：30～20：00
● チケットは、当日竹芝の窓口で乗船券と引き換えてから
ご利用ください。

乗船券引換券

内　容

有効期間

利用方法

料　金

購入方法

コース

 区　分 大人 中･高校生 小学生
 会員・家族 1,800 円 700 円 400 円
 一　般 2,300 円 900 円 500 円
 （当日券） （2,600 円） （1,050 円） （550 円）

会報到着後から10月7日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。

２
０
１
6

東
京
湾

東
京
湾
納
涼
船

納
涼
船

ゆかた姿の大人の方は、
1,600円で乗船できます！
（金･土･日・祝日除く）

▼納涼船予約係に直接予約後
　当日、現地にてチケットを
　購入してください。8月6日（土） 午後2時～　先着20枚

調布市グリーンホール　大ホール
【アクセス】京王線「調布駅」広場口

茂木大輔（指揮・お話）、池田昭子（オーボエ）、
高橋多佳子（ピアノ）、のだめスペシャルオーケストラ
指定席S席

漫画やテレビでおなじみ のだめカンタービレ の世界が巨大スクリーンに映しだされたイラストと
オーケストラの響きになってよみがえります。

『のだめカンタービレの音楽会』

区　分 大　人 Ｕ22（22歳以下）
通常料金5,000円のところ

3,600円
4,500 円 3,500 円

通常料金3,500円のところ

2,800円会員･家族

一　般

区　分 大　人 子ども（3歳～小学生）
通常料金6,000円のところ

4,800円
6,000 円 3,000 円

通常料金3,000円のところ

2,400円会員･家族

一　般

茂木大輔の生で聴く

会報到着後から6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。
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。

7月30日（土）午後3時 ～　先着20枚
四季劇場自由劇場（浜松町）
【アクセス】 ＪＲ「浜松町駅」北口より徒歩7分

全席指定

原作：斎藤惇夫『冒険者たち』
脚色：劇団四季文芸部
初演オリジナル構成・演出：浅利慶太
作曲：いずみたく

会報到着後から6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。
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。

世代を超えて親しまれる不朽の名作がミュージカルに！
未知への冒険が教えてくれる　勇気、優しさ、絆、そして友情。
小規模（500席）劇場で上演！本物の舞台の迫力をご覧ください!!

ファミリーミュージカル劇 団 四 季

●有効期間（7月中）のお好きな1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題＋プール（プール営業日のみ）
●大人・子供共通　※チケットは、3歳から必要
1会員あたり、4枚まで（合計260枚）

内　容

枚　数

購入方法

んんええままししとと
通常料金：大人4,200円／子供3,200円のところ
会員  1枚 600円
会報到着後からサービスセンター窓口で
販売します。
電話でもお申し込みいただけます。先着順・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。窓口にお越しになる際は必ず
会員証をお持ちください。

としまえんフリーパス券（木馬の会法人会員券）の取り扱いが、平成29年2月末
をもちまして終了となります。お得な価格で提供できる最後のチャンス。ぜひこの
機会にお楽しみください！（8月券、9～11月券、12～2月券も順次販売します。）

260枚
先着

7月券 1枚 円
売り切れ次第終了

600のりもの1日券

7月 1日（金）～ 12月 31日（土）
1 会員、それぞれ5 枚まで会員価格で購入できます。
会報到着後から6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。
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・枚数をお伝えください。

生きものたちやアトラクションを「音・光・映像」による演出と融
合させた、水族館を超えた新しい都市型エンターテインメント施設

東日本唯一の展示となるジンベエザメや約500種類、10万点もの
海洋生物を展示し、テーマの異なる4つの水族館があります。

＊アトラクションや各種有料プログラムは、別途料金がかかります。
　現地にて、チケットをお買い求めください。

アクアパーク品川（新エプソン品川）

品川プリンスホテル内
【アクセス】品川駅（高輪口）から徒歩約2分

アクアパーク品川（新エプソン品川）　前売入場券 横浜・八景島シーパラダイス　アクアリゾーツ（水族館4施設パス）引換券

アクアパーク入場券

横浜・八景島シーパラダイス
4つの水族館を観覧できるアクアリゾーツパス

横浜市金沢区八景島
【アクセス】「シーサイドライン」八景島駅

今話題の水族館チケット

19：15 竹芝客船ターミナル　桟橋発
 東京湾内周遊【レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭～羽田空港～東京ゲートブリッジ・折り返し】
21：00 竹芝客船ターミナル帰着

アクアパーク品川

© 二ノ宮知子/講談社

八景島シーパラダイス

プール営業日
7/2・3・9・10、
7/16～31
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料　金
夏休みの思

い出に

ぜひ、ご家
族で劇場へ

！

有効期間

購入方法

場　所

料　金

日時・枚数

座　席

出　演

申込方法

場　所

料　金

日時・枚数

座　席

場　所 場　所

購入方法

有効期間

枚　数

1,600円
2,100円
（2,450円）

区　分

会　員
一般及び6枚以降
（通常料金）

2,000円
2,500円
（3,000円）

1,100円
1,400円
  （1,750円）

大人・高校生 幼　児
（4歳以上）

シニア
（65歳以上）

400円
600円
（850円）

小・中学生

400円
500円
（700円）

区　分

会　員
一般及び6枚以降
（通常料金）

1,600円
2,000円
（2,200円）

大人・高校生 幼　児
（4歳以上）

800円
1,000円
（1,200円）

小・中学生

有効期間内のお好きな1日利用できる、箱根小涌園「ユネッサン」と
「森の湯」の共通パスポート券　

7月 15日 ～ 翌年 2017年 8月31日
1 会員 大人･こども券合わせて5枚まで会員価格で購入できます。
（6枚以降は一般料金）
会報到着後から6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。
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・枚数をお伝えください。

箱根ユネッサン箱根ユネッサン
内　容

枚　数

購入方法

箱根の温泉
テーマパーク

 区　分 大人 こども
   (3 歳～小学生 )

 会　員 1,400 円 1,000 円
 一　般 1,800 円 1,200 円 （6枚以降）

 （当日券） （4,100 円） （2,100 円）

料　金

＊3歳未満は、入場無料

＊未就学児入場不可

前売券

乗船料、生ビール･サワー・ジュース等の飲み放題付きチケット（食事は別途料金）

7月1日（金）～ 10月10日（月・祝）毎日運行 ！
● 要予約 納涼船予約係（03‒3437‒6119）へ、
 必ず予約してください。受付時間 9：30～20：00
● チケットは、当日竹芝の窓口で乗船券と引き換えてから
ご利用ください。

乗船券引換券

内　容

有効期間

利用方法

料　金

購入方法

コース

 区　分 大人 中･高校生 小学生
 会員・家族 1,800 円 700 円 400 円
 一　般 2,300 円 900 円 500 円
 （当日券） （2,600 円） （1,050 円） （550 円）

会報到着後から10月7日（金）まで、サービスセンター窓口で販売します。

２
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ゆかた姿の大人の方は、
1,600円で乗船できます！
（金･土･日・祝日除く）

▼納涼船予約係に直接予約後
　当日、現地にてチケットを
　購入してください。8月6日（土） 午後2時～　先着20枚

調布市グリーンホール　大ホール
【アクセス】京王線「調布駅」広場口

茂木大輔（指揮・お話）、池田昭子（オーボエ）、
高橋多佳子（ピアノ）、のだめスペシャルオーケストラ
指定席S席

漫画やテレビでおなじみ のだめカンタービレ の世界が巨大スクリーンに映しだされたイラストと
オーケストラの響きになってよみがえります。

『のだめカンタービレの音楽会』

区　分 大　人 Ｕ22（22歳以下）
通常料金5,000円のところ

3,600円
4,500 円 3,500 円

通常料金3,500円のところ

2,800円会員･家族

一　般

区　分 大　人 子ども（3歳～小学生）
通常料金6,000円のところ

4,800円
6,000 円 3,000 円

通常料金3,000円のところ

2,400円会員･家族

一　般

茂木大輔の生で聴く

会報到着後から6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。
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。

7月30日（土）午後3時 ～　先着20枚
四季劇場自由劇場（浜松町）
【アクセス】 ＪＲ「浜松町駅」北口より徒歩7分

全席指定

原作：斎藤惇夫『冒険者たち』
脚色：劇団四季文芸部
初演オリジナル構成・演出：浅利慶太
作曲：いずみたく

会報到着後から6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。
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。

世代を超えて親しまれる不朽の名作がミュージカルに！
未知への冒険が教えてくれる　勇気、優しさ、絆、そして友情。
小規模（500席）劇場で上演！本物の舞台の迫力をご覧ください!!

ファミリーミュージカル劇 団 四 季

●有効期間（7月中）のお好きな1日利用できます。
●入園＋のりもの乗り放題＋プール（プール営業日のみ）
●大人・子供共通　※チケットは、3歳から必要
1会員あたり、4枚まで（合計260枚）

内　容

枚　数

購入方法

んんええままししとと
通常料金：大人4,200円／子供3,200円のところ
会員  1枚 600円
会報到着後からサービスセンター窓口で
販売します。
電話でもお申し込みいただけます。先着順・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。窓口にお越しになる際は必ず
会員証をお持ちください。

としまえんフリーパス券（木馬の会法人会員券）の取り扱いが、平成29年2月末
をもちまして終了となります。お得な価格で提供できる最後のチャンス。ぜひこの
機会にお楽しみください！（8月券、9～11月券、12～2月券も順次販売します。）

260枚
先着

7月券 1枚 円
売り切れ次第終了

600のりもの1日券

7月 1日（金）～ 12月 31日（土）
1 会員、それぞれ5 枚まで会員価格で購入できます。
会報到着後から6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。
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・枚数をお伝えください。

生きものたちやアトラクションを「音・光・映像」による演出と融
合させた、水族館を超えた新しい都市型エンターテインメント施設

東日本唯一の展示となるジンベエザメや約500種類、10万点もの
海洋生物を展示し、テーマの異なる4つの水族館があります。

＊アトラクションや各種有料プログラムは、別途料金がかかります。
　現地にて、チケットをお買い求めください。

アクアパーク品川（新エプソン品川）

品川プリンスホテル内
【アクセス】品川駅（高輪口）から徒歩約2分

アクアパーク品川（新エプソン品川）　前売入場券 横浜・八景島シーパラダイス　アクアリゾーツ（水族館4施設パス）引換券

アクアパーク入場券

横浜・八景島シーパラダイス
4つの水族館を観覧できるアクアリゾーツパス

横浜市金沢区八景島
【アクセス】「シーサイドライン」八景島駅

今話題の水族館チケット

19：15 竹芝客船ターミナル　桟橋発
 東京湾内周遊【レインボーブリッジ～お台場～大井埠頭～羽田空港～東京ゲートブリッジ・折り返し】
21：00 竹芝客船ターミナル帰着

アクアパーク品川

© 二ノ宮知子/講談社

八景島シーパラダイス

プール営業日
7/2・3・9・10、
7/16～31
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● 全国のファミリーレストラン・ファーストフード・和洋中など約 35,000 店舗で利用できるお食事券です。
● 500 円券×10枚＝5,000 円分
● 有効期限なし
1会員2セットまで購入できます。
会員1セット 　4,500 円
会報到着後 から6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。
グルメカードのお渡し日は、後日連絡します。

ガスト・ココス・ジョナサン・デニーズ・ロイヤルホスト・華屋与兵衛・藍屋・夢庵・和
食さと・ジョリーパスタ・木曽路・味の民芸・がんこ寿司・天丼てんや・リンガーハット・
がってん寿司・甘太郎・さくら水産・日本海庄や・安楽亭・ケンタッキーフライドチキン・
モスバーガー・サーティワンアイスクリーム・吉野家・松屋・オリジン弁当・バーミヤン　他

全国共通お食事券

内　容

枚　数

料　金

購入方法

＊詳しくは、ジェフグルメカードのホームページをご覧ください。http://www.jfcard.co.jp/

★ジェフグルメカードが利用できる主な店舗★

ジェフグルメカードジェフグルメカード 申込期限
6/20（月）まで

申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・セット数をお伝えください。

【九月場所日程：9月11日(日)～　9月25日（日）】

＊引換えの際、サービスセンター会員証を提示
＊郵便局での払い込みもできます。

芸術文化センターへ電話予約
☎0422-47-5122

芸術文化センター・ 三鷹市美術ギャラリー・
三鷹市公会堂さんさん館でチケット引換え

１公演につき、サービスセンター全体で先着15枚が『MARCL』
会員料金でお買い求めいただけます。（一部対象外の公演あり）

※インターネット予約は
　利用いただけません

注 
意

▶公演についてのお問い合せ
 （公財）三鷹市スポーツと文化財団　☎ 0422(47)5122

申込方法・お問い合わせ

＊受付10：00～／発売初日は１会員1回4枚まで
＊予約の際は、最初にグループNO【800002】
を告げてからお申し込みください。

お願い

申込方法

（公財）三鷹市スポーツと文化財団
マークル

『MARCL』チケット
サービスセンターは、友の会 『MARCL』のグループ会員となっています。 『MARCL』会員の発売日・料金でお買い求めいただけます！
ただし、インターネット予約は、ご利用いただけません。必ず電話で予約をして、チケットをお求めください。
予約の際は、最初にグループNO【800002】を告げてからお申し込みください。

役員変更のお知らせ
新役員体制
代表理事 理事長 古瀨　英子
代表理事 副理事長 大野　憲一（新任）
常務理事兼事務局長 鈴木　伸若（新任）

理　　事 藤原　國平
理　　事 高橋　哲也
理　　事 浅水　久子
理　　事 坂本　恭一

理　　事 門田　康一
理　　事 土屋　　宏（新任）
監　　事 栗原　友治
監　　事 星　　雅典

このたび、サービスセンターの役員に変更がありましたので、お知らせいたします。

会員証提示で割引 ＊申込・予約時にサービスセンターの会員であることを告げてください。

会員証
ゆとり　み

たかわく
わく

電話受付
先着順

電話受付
先着順

内　容

場　所

料　金

購入方法

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）
イスＡ席 会員・家族 10,800円
  （一般  13,500円）

イスＢ席 会員・家族 8,100円
  （一般  10,100円）

6月8日（水）から6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。
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。

相撲人気にともないチケットの入手が困難となっております。
日にちを限定させていただきますので、ご了承ください。

＊平日ならば、イスA席のチケットをお取り寄せで
きる場合があります。センターまでお問い合わせ
ください。

人気
急上昇!!

三鷹で採れた旬の野菜をお届けします！
「みたか野菜クラブ」の会員になって、安心・新鮮な産直野菜を食べよう! !

（1）三鷹野菜の宅配
三鷹産の新鮮野菜を年６回ご自宅までお届けします。
宅配は、三鷹市内に限ります。三鷹市内の勤務地をご指定することもできます。
 ＊宅配：6月、7月、9月、10月、11月、12月予定 （初回宅配日：6月30日）
　注）1回のみのお申し込みはできません。
 ＊宅配時間帯：11時から16時の間となります。時間の指定はできません。
＊宅配日時の指定、変更はできません。ただし、事前にメール等で「野菜の種類」「日にち」「時間帯」をお知らせします。
 ＊野菜の種類は、ご指定いただけません。生産者が選んだ旬の採りたて野菜をお届けします。

（2）イモ煮会と野菜収穫体験への参加
イモ煮会とジャガイモ・大根の野菜収穫体験〔平成28年11月19日（土）開催予定〕にご参加いただけます。

通常料金17,000円のところ
会員　15,000円（宅配料・消費税込み　1回あたり2,500円）
会報到着後から6月17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。
先着20名募集します。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TELをお伝えください。
＊お申し込みいただいた方は、「みたか野菜クラブ」の会員となりますの
で、別途「申込書」にご記入いただきます。

主　催料　金

三鷹の畑で採れた旬の新鮮野菜を、年６回（6月、7月、9月、10月、11月、12月）ご自宅までお届けします。（三鷹市内限定）
健康は食事から ！ 新鮮な野菜をたっぷり食べて元気なカラダ作りをしましょう!!

三鷹市都市農業市民交流協議会
事務局　株式会社三鷹ファーム（株式会社まちづくり三鷹内）
※三鷹市都市農業市民交流協議会は、三鷹で採れた旬の野菜を
ご家庭にお届けする会員制のサービスを行っています。
　三鷹産の新鮮野菜の宅配や収穫体験等を通して、生産農家と
直接つながることができる地域密着型の「みたか野菜クラブ」です。

今回同封しました「みたか野菜収穫体験チラシ」とは、異なります。
お間違いのないようお申し込みください。

1回あたり2,500円

区　分 日にち 席　種 枚　数
 1日目 9/11（日） Ａ席 先着 6枚
 7日目 9/17（土） Ｂ席 先着 6枚
 8日目 9/18（日） Ｂ席 先着 6枚
 
14日目

 
9/24（土）

 Ａ席 先着 4枚
   Ｂ席 先着 6枚
 千秋楽 9/25（日） Ｂ席 先着 10枚

新企画
野菜宅配

　東京都市勤労者共済団体連合会にて、今秋「世界文化遺産巡り九州の旅2泊3日」を予定しておりましたが、
4月14日に発生しました「平成28年熊本地震」の影響により今年度のツアーは、中止することとなりました。
　「平成28年熊本地震」により被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。被災地の一刻も早い復旧が
できますように、心からお祈り申し上げます。

事務局からのお知らせ

公演情報は財団ウェブサイト　http://mitaka.jpn.org でご覧ください。
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事 業 所　  477社 （前月末比5社減）
会 員 数  3,000人 （前月末比19人減）
（内 個人会員 285人）  平成28年4月30日現在

7
月
号
の
予
告

夏休み恒例「立川シネマシティ映画鑑賞券」「レストラン共通補助券」
6月28日（火）からサービスセンター窓口で販売（発行）します。
詳細は、7月号でお知らせします。
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