
利用方法

料　金

問い合わせ

人　数

有効期間 5月25日（土）～6月30日（日）　＊「郷土の森あじさいまつり」実施中
1会員あたり、5名様まで

三鷹・武蔵野・西東京
3市合同「日帰りあっせんバスツアー」
三鷹・武蔵野・西東京
3市合同「日帰りあっせんバスツアー」

● 日帰り入浴施設「会員証提示割引」について
　荻窪天然温泉「なごみの湯」通常料金1,800円⇒優待料金1,680円
　＊現在、会員証提示により割引が受けられる施設は、上記「なごみの湯」のみです。
 他の施設（国立温泉「湯楽の里」等）では、会員証提示による割引は適用されません。

● 入会手続きの際は、証明書の提示をお願いします。
　新規事業所登録を行う場合は、「税申告書の写し」「税務署への開業届」などが必要です。
　また、新規入会のかたは、「就労証明書」「健康保険証」「勤務証明書」などをお持ちください。

● 2019年4月号を「第294号」と表記しましたが、「第295号」の誤りでした。

令和元年度の収支予算・事業計画
●一般会計収支予算（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

収支予算及び事業計画の概要をお知らせいたします。

❶古典芸能鑑賞教室 ・ 講習会
❷共済給付金
❸定期健康診断補助、人間ドック等受診補助、日帰り入浴施設利用補助券
フィットネスクラブ利用補助、健康教室、ハイキング

❹主催及び利用斡旋補助
❺会員拡大加入促進

（単位：千円）

事
業
計
画

●観劇、コンサート、美術展
イベントチケット斡旋
●映画鑑賞券斡旋
●遊園地利用券
●各種グルメ券

●宿泊・日帰りツアー
●相撲・野球・サッカー観戦チケット斡旋
●旅行・アミューズメント施設・ディズ
ニーリゾート・ジブリ美術館補助
●クラブフジタ・四季倶楽部リゾート施設

Ⅱ　投資活動収支の部  
 １．投資活動収入 
 　特定預金取崩収入 
 ２．投資活動支出 
 特定預金支出
 　投資活動支出計 
投資活動収支差額 
  
Ⅲ　予備費支出  
  
  
当期収支差額  
前期繰越収支差額  
次期繰越収支差額 

６,０００

０
０

６,０００

１,０００

△３２２
３２２
０

科　目 予算額 科　目 予算額

１０
４０

１９,２００
２３,９７６
１２,５４２
３１０

５６,０７８

５１,９４５
１０,４５５
６２,４００
△６,３２２

Ⅰ　事業活動収支の部
 １．事業活動収入 
  ①基本財産運用収入
  ②入会金収入
  ③会費収入
  ④事業収入
  ⑤補助金収入
  ⑥雑収入
  事業活動収入計
 ２．事業活動支出 
  ①事業費支出
  ②管理費支出
  事業活動支出計
事業活動収支差額 

事務局からのお知らせ

有効期間

枚　数

料　金

申込方法
としまえん
夏の 1日券

6月29日（土）～ 9月8日（日）
休園日：7/2・3・9・10　9/2・3

1会員あたり、合計5枚まで
通常料金（大人）4,500円、子供3,500円のところ

共通券（大人・子供） 2,300円
子供券（3歳～小学生） 1,300円

入園＋プール＋
のりもの乗り放題

6月23日（日） 午前8時10分頃　三鷹市役所西側出発
 （バスは、西東京市⇒武蔵野市⇒三鷹市の順で走ります）
 午後4時30分頃　三鷹市役所西側到着
通常料金9,980円のところ
会員 8,500円
同居家族（大人） 9,000円
一般 9,980円
大型観光バス
20名（最少催行人員：3市合計30名）

会報到着後から5月31日（金）までに下記旅行会社へ直接電話
でお申し込みください。先着順に受け付けますので、申し込み期間
中でも定員になり次第締め切ります。
＊㈱スペース・プランが企画するツアーをサービスセンターが補助あっせんするものです。
＊三鷹市、武蔵野市、西東京市3市サービスセンターのための貸切りツアーです。
＊バスガイド、添乗員が同行ご案内します。
＊バスの座席は、添乗員の指示に従ってください。
＊出発日の10日前からキャンセル料が発生します。
＊最少催行人数（30人）に達しない場合は、中止となります。

　行　程

三鷹市役所西側を8：10頃出発
　　▼　《中央道》
河口湖ハーブフェスティバル【散策】
ラベンダーと河口湖と富士山が同時に眺められると
評判です。
　　▼
ナチュラルグレース【昼食】
隠れ家的自然派レストランで無添加、
有機野菜にこだわったランチをお楽しみください。
　　▼
里の駅いちのみや【買物】
特産野菜や果物など山梨県の特産品が豊富に揃っ
ています。
　　▼
丸山フルーツ農園
【さくらんぼ狩り】
甘くて大きくておいしい“さくらんぼ”を30分食べ放題!

さらに「早生　桃1個」お土産付
　　▼　《中央道》
三鷹市役所西側に16：30頃到着
※交通事情などにより、行程・滞在時間などが変更となる場合があります。

企画手配旅行　株式会社スペースプラン

券　種 区　分 補助券利用後の料金

夏の1日券
（入園＋プール＋のりもの乗り放題）

大人 4,500 円 ▶ 2,700 円
子供 3,500 円 ▶ 1,700 円

プール券
（入園＋プール）

大人 4,000 円 ▶ 2,200 円
子供 3,000 円 ▶ 1,200 円

＊「アミューズメント施設割引補助券」を利用した場合の料金
（利用方法は特集号P14をご覧ください）

河口湖ハーブフェスティバル と
さくらんぼ狩り

河口湖ハーブフェスティバル と
さくらんぼ狩り

日　程

参加費

交　通

募　集

申込方法

その他

お申込みについて
サービスセンターでは、お申し込みできません。
＊申し込みの際は下記事項をお伝えください。
1 三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員であること
 （サービスセンター会員番号、会員・家族・一般の区別）
2 事業所名、参加者全員の氏名・性別・年齢・電話・住所等

直接旅行社へ
電話・先着

官公庁長官登録旅行業第1672号　株式会社スペースプラン
〒214-0014　神奈川県川崎市多摩区登戸2055
☎ 044-911-4715（担当：川幡）
営業時間  平日9：30～18：30（土・日・祝日は休み）
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上ご参加ください。

お申込み・お問合せは、直接旅行社へ!!

かわはた

甘くて大きくて
おいしい

府中市郷土の森博物館 あじさいまつり 特別優待特別優待
最新型プラネタリウムが映し出し一億個の星々と、四季を通じて楽しめるフィールドミュージアム

～当サービスセンター会員証提示により、優待料金でご入場いただけます～

会員証
割引

チケット売場で「ゆとりわくわく
みたか会員証」をご提示の上
入場券をご購入ください。

種　類 区　分 優待料金 通常料金

入場券
大　人 240円 300円

子供（4歳～中学生） 120円 150円

プラネタリウム
観覧付入場券

大　人 720円 900円
子供（4歳～中学生） 360円 450円

「早生　桃1個」お土産付

会報到着後から5月24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。

※4歳未満無料

プラネタリウムの投映内容・時間は、下記へお問い合わせください。
府中市郷土の森博物館　☎042-368-7921

プール営業日
6/29・30、7/6・7
7/13～9/1、9/7・8

イメージ

イメージ

イメージ

1枚　800円
（1会員10枚まで）
2020年3月末まで有効

入園+乗り物フリー+プール

西武園ゆうえんち
フリーパス券

296
2019 5

事 業 所 ４70社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,060人 （前月末比5人減）
（内 個人会員 253人）平成31年3月31日現在

6月号の予告
● 第1回サービスセンター健康教室
● 明治座　芝居「サザエさん」　9/15(日)
● ジェフグルメカード

4



会報到着後から5月24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。

1～4の
チケット購入方法

出　演

座　席

7月20日（土）　午前11時~　先着10枚
新橋演舞場

藤山直美、喜多村 緑郎、林 与一、田村 亮
石倉 三郎、仁支川 峰子、松村 雄基　他

1等席
当日券13,000円のところ

会員・家族 8,800円
一　般 10,400円

日時・枚数

料　金

場　所

座　席

7月13日（土） 午後2時30分～ 先着10枚
7月14日（日） 午前10時30分～ 先着10枚
幕張メッセ　幕張イベントホール
S席
通常料金　大人6,300円、こども5,200円のところ

日時・枚数

料　金

場　所

7月13日（土）　午後5時~　先着10枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

全席指定　当日券8,000円のところ

会員・家族・一般　8,000円

日時・枚数

料　金

場　所

出演（ゲスト）

座　席

7月20日（土） 午後3時30分～ 先着10枚
7月21日（日） 午前11時～ 先着10枚
ダイドードリンコアイスアリーナ（東伏見）

荒川静香、本田武史、安藤美姫、小塚崇彦
村上佳菜子 ほか（変更の場合あり）

S席・指定席

日時・枚数

料　金

場　所

グラスコート

内容・料金

場　所

有効期間

枚　数

その他

購入方法

5月7日（火）～9月30日（月） ＊除外日なし
京王プラザホテル新宿
【アクセス】 JR新宿駅西口　徒歩5分
【要予約】 当サービスセンターの食事券を使用する旨をお伝

えください。
 ☎ 03-3344-0111（代表）

1会員あたり、5枚まで

京王プラザホテル新宿
コリアンダイニング　　　　　　　　フレンチ&イタリアン

「五穀亭」　　「デュオ フルシェット」
「グラスコート」 グラスコート利用のお子様等は、現地にて優待

料金で利用できます。但し、飲食代2,000円
（税別）以上の場合に限ります。（会員証提示）

9月30日（月）まで、サービスセンター
窓口で販売します。
（レストラン予約後の購入をおすすめします）
飲み放題プランは、通常料金の10％引の優待
料金で利用できます。（会員証提示）

注） グラスコートは、平日（月～木）と
金・土・日・祝日の料金が異なり
ます。金・土・日・祝日を利用の
場合は、別途1,000円を現地にて
お支払いください。

 ※税・サービス料込

ディナーバイキング券

ランチ券

食事券

内容・料金

場　所

有効期間

枚　数

その他

購入方法

5月1日（水・祝）～9月30日（月）
＊除外日なし

新宿プリンスホテル　地下2F
【アクセス】 JR新宿駅東口より　徒歩3分
【要予約】 当サービスセンターの食事券を使用する旨を

お伝えください。
 ☎ 03-3205-1124（レストラン直通）

1会員あたり、5枚まで

チケット利用の同伴者〔お子様等〕は、現地
にて優待料金で利用できます。

9月30日（月）まで、サービスセンター
窓口で販売します。
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

五穀亭
デュオ フルシェット

イメージ

新宿プリンスホテル
ブッフェダイニング「プリンスマルシェ」

※税・サービス料込

区　分 内容・時間 会員料金

ランチ
ランチバイキング

【平　日】 11：30～ 15：00
【土休日】 90分制 2部制
 （11：30～ /13：30～）

通常料金3,300円のところ
（中学生以上）

2,600円

ディナー ディナーバイキング
【平　日】 17：00～ 21：00
【土休日】 120分制 2部制
 （17：00～ /19：30～）

通常料金5,500円のところ

3,600円
ディナー
飲み放題付き

通常料金8,030円のところ

5,100円

ⓒ Disney

笑う門には
福来たる
笑は生きる力!
笑の王国“吉本”の創始者・
吉本せいの波瀾万丈の人生
を藤山直美が魅せます!

プリンスアイス
　ワールド 2019

東京
公演

幕張
公演

～女興行師 吉本せい～

新橋演舞場 7月 公演

プロスケーターならではの
エンターテイナーシップ、
グループ演技ならではの
迫力をお届けします!

通常料金　大人10,000円、こども5,000円のところ

＊3歳以下は無料、ただし席が必要な場合は有料

区　分 大　人 こども
（4歳～小学生）

会員・家族 7,700円 3,800円
一般 9,000円 4,500円

＊2歳以下は大人1名につき1名までひざ上無料、ただし席が必要な場合は有料

区　分 大　人 こども
（3歳～小学生）

会員・家族 4,800円 4,000円
一般 5,700円 4,700円

阿木燿子プロデュース

ROCK’N’ ROLL HEA
RT 2019

数多くのヒット曲を生み出し、
多くのアーティストにも楽曲提
供するなど日本の音楽シーンで
活躍し続ける宇崎竜童。
阿木燿子をプロデューサーに迎
えて贈る渋くカッコいい大人の
ロックンロールサウンドが魂を
揺さぶります。

宇崎竜童宇崎竜童
ロックンロールハート

 2019ロックンロールハート
 2019

ディズニー・オン・アイス
LIVE YOUR

DREAMS
★登場ストーリー★

「モアナと伝説の海」、「アナと雪の女王」、
「塔の上のラプンツェル」、「美女と野獣」、
「シンデレラ」、「リメンバー・ミー」
〈プレショー〉「くまのプーさん」

区分 レストラン 内　容 会員料金

ラ
ン
チ

コリアンダイニング
五穀亭

11：30～ 14：30

プリフィックス ランチ
（ミュスカル、7種のおかず盛り合わせ、
1口チヂミ・本日の韓国料理他）

通常料金3,600円のところ

2,100円
フレンチ&イタリアン

デュオ フルシェット
11：30～ 15：00

イタリアン ランチ
（前菜・パスタ・メイン料理・デザート・
パン・コーヒー）

通常料金5,500円のところ

3,000円

デ
ィ
ナ
ー

グラスコート
平　日 17：30～ 21：30
 （金曜22：00まで）
土日祝 17：00～ 22：00

ディナーバイキング
＊ 新たにソフトドリンク各種が
含まれます。

通常料金6,000円のところ
（中学生以上）

4,600円2時間制

【ディズニー・コスチューム特典】
今年は毎日がコスチューム特典デー！　ディズニーキャラクターのコスチューム（全身）を着て
ご来場のチケットをお持ちのお客様にもれなく当日会場にて素敵なプレゼントを差し上げます！

待ってるゼ!!

1 2

3 4



会報到着後から5月24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。

1～4の
チケット購入方法

出　演

座　席

7月20日（土）　午前11時~　先着10枚
新橋演舞場

藤山直美、喜多村 緑郎、林 与一、田村 亮
石倉 三郎、仁支川 峰子、松村 雄基　他

1等席
当日券13,000円のところ

会員・家族 8,800円
一　般 10,400円

日時・枚数

料　金

場　所

座　席

7月13日（土） 午後2時30分～ 先着10枚
7月14日（日） 午前10時30分～ 先着10枚
幕張メッセ　幕張イベントホール
S席
通常料金　大人6,300円、こども5,200円のところ

日時・枚数

料　金

場　所

7月13日（土）　午後5時~　先着10枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

全席指定　当日券8,000円のところ

会員・家族・一般　8,000円

日時・枚数

料　金

場　所

出演（ゲスト）

座　席

7月20日（土） 午後3時30分～ 先着10枚
7月21日（日） 午前11時～ 先着10枚
ダイドードリンコアイスアリーナ（東伏見）

荒川静香、本田武史、安藤美姫、小塚崇彦
村上佳菜子 ほか（変更の場合あり）

S席・指定席

日時・枚数

料　金

場　所

グラスコート

内容・料金

場　所

有効期間

枚　数

その他

購入方法

5月7日（火）～9月30日（月） ＊除外日なし
京王プラザホテル新宿
【アクセス】 JR新宿駅西口　徒歩5分
【要予約】 当サービスセンターの食事券を使用する旨をお伝

えください。
 ☎ 03-3344-0111（代表）

1会員あたり、5枚まで

京王プラザホテル新宿
コリアンダイニング　　　　　　　　フレンチ&イタリアン

「五穀亭」　　「デュオ フルシェット」
「グラスコート」 グラスコート利用のお子様等は、現地にて優待

料金で利用できます。但し、飲食代2,000円
（税別）以上の場合に限ります。（会員証提示）

9月30日（月）まで、サービスセンター
窓口で販売します。
（レストラン予約後の購入をおすすめします）
飲み放題プランは、通常料金の10％引の優待
料金で利用できます。（会員証提示）

注） グラスコートは、平日（月～木）と
金・土・日・祝日の料金が異なり
ます。金・土・日・祝日を利用の
場合は、別途1,000円を現地にて
お支払いください。

 ※税・サービス料込

ディナーバイキング券

ランチ券

食事券

内容・料金

場　所

有効期間

枚　数

その他

購入方法

5月1日（水・祝）～9月30日（月）
＊除外日なし

新宿プリンスホテル　地下2F
【アクセス】 JR新宿駅東口より　徒歩3分
【要予約】 当サービスセンターの食事券を使用する旨を

お伝えください。
 ☎ 03-3205-1124（レストラン直通）

1会員あたり、5枚まで

チケット利用の同伴者〔お子様等〕は、現地
にて優待料金で利用できます。

9月30日（月）まで、サービスセンター
窓口で販売します。
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

五穀亭
デュオ フルシェット

イメージ

新宿プリンスホテル
ブッフェダイニング「プリンスマルシェ」

※税・サービス料込

区　分 内容・時間 会員料金

ランチ
ランチバイキング

【平　日】 11：30～ 15：00
【土休日】 90分制 2部制
 （11：30～ /13：30～）

通常料金3,300円のところ
（中学生以上）

2,600円

ディナー ディナーバイキング
【平　日】 17：00～ 21：00
【土休日】 120分制 2部制
 （17：00～ /19：30～）

通常料金5,500円のところ

3,600円
ディナー
飲み放題付き

通常料金8,030円のところ

5,100円

ⓒ Disney

笑う門には
福来たる
笑は生きる力!
笑の王国“吉本”の創始者・
吉本せいの波瀾万丈の人生
を藤山直美が魅せます!

プリンスアイス
　ワールド 2019

東京
公演

幕張
公演

～女興行師 吉本せい～

新橋演舞場 7月 公演

プロスケーターならではの
エンターテイナーシップ、
グループ演技ならではの
迫力をお届けします!

通常料金　大人10,000円、こども5,000円のところ

＊3歳以下は無料、ただし席が必要な場合は有料

区　分 大　人 こども
（4歳～小学生）

会員・家族 7,700円 3,800円
一般 9,000円 4,500円

＊2歳以下は大人1名につき1名までひざ上無料、ただし席が必要な場合は有料

区　分 大　人 こども
（3歳～小学生）

会員・家族 4,800円 4,000円
一般 5,700円 4,700円

阿木燿子プロデュース

ROCK’N’ ROLL HEA
RT 2019

数多くのヒット曲を生み出し、
多くのアーティストにも楽曲提
供するなど日本の音楽シーンで
活躍し続ける宇崎竜童。
阿木燿子をプロデューサーに迎
えて贈る渋くカッコいい大人の
ロックンロールサウンドが魂を
揺さぶります。

宇崎竜童宇崎竜童
ロックンロールハート

 2019ロックンロールハート
 2019

ディズニー・オン・アイス
LIVE YOUR

DREAMS
★登場ストーリー★

「モアナと伝説の海」、「アナと雪の女王」、
「塔の上のラプンツェル」、「美女と野獣」、
「シンデレラ」、「リメンバー・ミー」
〈プレショー〉「くまのプーさん」

区分 レストラン 内　容 会員料金

ラ
ン
チ

コリアンダイニング
五穀亭

11：30～ 14：30

プリフィックス ランチ
（ミュスカル、7種のおかず盛り合わせ、
1口チヂミ・本日の韓国料理他）

通常料金3,600円のところ

2,100円
フレンチ&イタリアン

デュオ フルシェット
11：30～ 15：00

イタリアン ランチ
（前菜・パスタ・メイン料理・デザート・
パン・コーヒー）

通常料金5,500円のところ

3,000円

デ
ィ
ナ
ー

グラスコート
平　日 17：30～ 21：30
 （金曜22：00まで）
土日祝 17：00～ 22：00

ディナーバイキング
＊ 新たにソフトドリンク各種が
含まれます。

通常料金6,000円のところ
（中学生以上）

4,600円2時間制

【ディズニー・コスチューム特典】
今年は毎日がコスチューム特典デー！　ディズニーキャラクターのコスチューム（全身）を着て
ご来場のチケットをお持ちのお客様にもれなく当日会場にて素敵なプレゼントを差し上げます！

待ってるゼ!!

1 2

3 4



利用方法

料　金

問い合わせ

人　数

有効期間 5月25日（土）～6月30日（日）　＊「郷土の森あじさいまつり」実施中
1会員あたり、5名様まで

三鷹・武蔵野・西東京
3市合同「日帰りあっせんバスツアー」
三鷹・武蔵野・西東京
3市合同「日帰りあっせんバスツアー」

● 日帰り入浴施設「会員証提示割引」について
　荻窪天然温泉「なごみの湯」通常料金1,800円⇒優待料金1,680円
　＊現在、会員証提示により割引が受けられる施設は、上記「なごみの湯」のみです。
 他の施設（国立温泉「湯楽の里」等）では、会員証提示による割引は適用されません。

● 入会手続きの際は、証明書の提示をお願いします。
　新規事業所登録を行う場合は、「税申告書の写し」「税務署への開業届」などが必要です。
　また、新規入会のかたは、「就労証明書」「健康保険証」「勤務証明書」などをお持ちください。

● 2019年4月号を「第294号」と表記しましたが、「第295号」の誤りでした。

令和元年度の収支予算・事業計画
●一般会計収支予算（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

収支予算及び事業計画の概要をお知らせいたします。

❶古典芸能鑑賞教室 ・ 講習会
❷共済給付金
❸定期健康診断補助、人間ドック等受診補助、日帰り入浴施設利用補助券
フィットネスクラブ利用補助、健康教室、ハイキング

❹主催及び利用斡旋補助
❺会員拡大加入促進

（単位：千円）

事
業
計
画

●観劇、コンサート、美術展
イベントチケット斡旋
●映画鑑賞券斡旋
●遊園地利用券
●各種グルメ券

●宿泊・日帰りツアー
●相撲・野球・サッカー観戦チケット斡旋
●旅行・アミューズメント施設・ディズ
ニーリゾート・ジブリ美術館補助
●クラブフジタ・四季倶楽部リゾート施設

Ⅱ　投資活動収支の部  
 １．投資活動収入 
 　特定預金取崩収入 
 ２．投資活動支出 
 特定預金支出
 　投資活動支出計 
投資活動収支差額 
  
Ⅲ　予備費支出  
  
  
当期収支差額  
前期繰越収支差額  
次期繰越収支差額 

６,０００

０
０

６,０００

１,０００

△３２２
３２２
０

科　目 予算額 科　目 予算額

１０
４０

１９,２００
２３,９７６
１２,５４２
３１０

５６,０７８

５１,９４５
１０,４５５
６２,４００
△６,３２２

Ⅰ　事業活動収支の部
 １．事業活動収入 
  ①基本財産運用収入
  ②入会金収入
  ③会費収入
  ④事業収入
  ⑤補助金収入
  ⑥雑収入
  事業活動収入計
 ２．事業活動支出 
  ①事業費支出
  ②管理費支出
  事業活動支出計
事業活動収支差額 

事務局からのお知らせ

有効期間

枚　数

料　金

申込方法
としまえん
夏の 1日券

6月29日（土）～ 9月8日（日）
休園日：7/2・3・9・10　9/2・3

1会員あたり、合計5枚まで
通常料金（大人）4,500円、子供3,500円のところ

共通券（大人・子供） 2,300円
子供券（3歳～小学生） 1,300円

入園＋プール＋
のりもの乗り放題

6月23日（日） 午前8時10分頃　三鷹市役所西側出発
 （バスは、西東京市⇒武蔵野市⇒三鷹市の順で走ります）
 午後4時30分頃　三鷹市役所西側到着
通常料金9,980円のところ
会員 8,500円
同居家族（大人） 9,000円
一般 9,980円
大型観光バス
20名（最少催行人員：3市合計30名）

会報到着後から5月31日（金）までに下記旅行会社へ直接電話
でお申し込みください。先着順に受け付けますので、申し込み期間
中でも定員になり次第締め切ります。
＊㈱スペース・プランが企画するツアーをサービスセンターが補助あっせんするものです。
＊三鷹市、武蔵野市、西東京市3市サービスセンターのための貸切りツアーです。
＊バスガイド、添乗員が同行ご案内します。
＊バスの座席は、添乗員の指示に従ってください。
＊出発日の10日前からキャンセル料が発生します。
＊最少催行人数（30人）に達しない場合は、中止となります。

　行　程

三鷹市役所西側を8：10頃出発
　　▼　《中央道》
河口湖ハーブフェスティバル【散策】
ラベンダーと河口湖と富士山が同時に眺められると
評判です。
　　▼
ナチュラルグレース【昼食】
隠れ家的自然派レストランで無添加、
有機野菜にこだわったランチをお楽しみください。
　　▼
里の駅いちのみや【買物】
特産野菜や果物など山梨県の特産品が豊富に揃っ
ています。
　　▼
丸山フルーツ農園
【さくらんぼ狩り】
甘くて大きくておいしい“さくらんぼ”を30分食べ放題!

さらに「早生　桃1個」お土産付
　　▼　《中央道》
三鷹市役所西側に16：30頃到着
※交通事情などにより、行程・滞在時間などが変更となる場合があります。

企画手配旅行　株式会社スペースプラン

券　種 区　分 補助券利用後の料金

夏の1日券
（入園＋プール＋のりもの乗り放題）

大人 4,500 円 ▶ 2,700 円
子供 3,500 円 ▶ 1,700 円

プール券
（入園＋プール）

大人 4,000 円 ▶ 2,200 円
子供 3,000 円 ▶ 1,200 円

＊「アミューズメント施設割引補助券」を利用した場合の料金
（利用方法は特集号P14をご覧ください）

河口湖ハーブフェスティバル と
さくらんぼ狩り

河口湖ハーブフェスティバル と
さくらんぼ狩り

日　程

参加費

交　通

募　集

申込方法

その他

お申込みについて
サービスセンターでは、お申し込みできません。
＊申し込みの際は下記事項をお伝えください。
1 三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員であること
 （サービスセンター会員番号、会員・家族・一般の区別）
2 事業所名、参加者全員の氏名・性別・年齢・電話・住所等

直接旅行社へ
電話・先着

官公庁長官登録旅行業第1672号　株式会社スペースプラン
〒214-0014　神奈川県川崎市多摩区登戸2055
☎ 044-911-4715（担当：川幡）
営業時間  平日9：30～18：30（土・日・祝日は休み）
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上ご参加ください。

お申込み・お問合せは、直接旅行社へ!!

かわはた

甘くて大きくて
おいしい

府中市郷土の森博物館 あじさいまつり 特別優待特別優待
最新型プラネタリウムが映し出し一億個の星々と、四季を通じて楽しめるフィールドミュージアム

～当サービスセンター会員証提示により、優待料金でご入場いただけます～

会員証
割引

チケット売場で「ゆとりわくわく
みたか会員証」をご提示の上
入場券をご購入ください。

種　類 区　分 優待料金 通常料金

入場券
大　人 240円 300円

子供（4歳～中学生） 120円 150円

プラネタリウム
観覧付入場券

大　人 720円 900円
子供（4歳～中学生） 360円 450円

「早生　桃1個」お土産付

会報到着後から5月24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。

※4歳未満無料

プラネタリウムの投映内容・時間は、下記へお問い合わせください。
府中市郷土の森博物館　☎042-368-7921

プール営業日
6/29・30、7/6・7
7/13～9/1、9/7・8

イメージ

イメージ

イメージ

1枚　800円
（1会員10枚まで）
2020年3月末まで有効

入園+乗り物フリー+プール

西武園ゆうえんち
フリーパス券

296
2019 5

事 業 所 ４70社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,060人 （前月末比5人減）
（内 個人会員 253人）平成31年3月31日現在

6月号の予告
● 第1回サービスセンター健康教室
● 明治座　芝居「サザエさん」　9/15(日)
● ジェフグルメカード
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