
企画手配旅行　オーク株式会社

　行　程

三鷹市役所　7：00出発
　　▼
《中央道》
　　▼
山梨県立リニア見学センター（見学）
【未来の乗物リニアが目の前を走るかも?】
　　▼
天然記念物・忍野八海（散策） 
【富士山の伏流水に水源を発する湧水池】
　　▼
人気海鮮料理店「富士山海の家」（昼食）
12：00～13：00
【豪華! 舟盛りのお刺身と富士山麓釜めし】
　　▼
河口湖猿まわし劇場（見学）
【かわいいお猿さんたちによる見事な芸の数々】
　　▼
ぶどう狩り【巨峰種の食べ放題】
　　▼
《中央道》
　　▼
三鷹市役所 18：00頃到着
（希望者は三鷹駅までお送りします。）
＊道路状況・天候により、行程が変更となる場合があります。

日　程

参加費

募　集

交　通

その他

申込方法

9月21日（土） 午前7時 三鷹市役所出発
 午後6時頃 三鷹市役所到着予定

大型観光バス（日の丸自動車興業利用予定）

44名（最少催行人員　30名）
会報到着後から8月23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。
定員を超えた場合は、抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・
電話番号をお伝えください。
※参加される方には、後日詳しい「しおり」をお送りします。

ぶどう王国　山梨ぶどう狩りと
ぶどう狩り日帰りバスツアー

～お猿さんと人間がつくり出す笑いと感動の世界～

•ツアーには、添乗員・バスガイド・サービ
スセンター職員が同行してご案内します。
•旅行開始日の5日前から取消料が発生いた
します。

※ 子ども料金についてはお問い合わせください。

区　分 大人（大学生以上）
会　員 9,000円
同居家族 9,500円
一　般 10,500円

巨峰種
食べ放題

平成30年度　事業報告及び収支決算報告

事務局からのお知らせ

三鷹市第一分庁舎（シルバー人材センター）会議室において、理事会（6月12日）及び評議員会（6月27日）が開催され、
平成30年度事業報告及び収支決算報告が承認されました。

○ 事業報告

○ 収支決算報告 （単位：円） （単位：円）

リニア見学センター・猿まわし劇場見学

有効期間

内　　容 料　　金

申込方法

枚　　数

全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット
＊3D映画等ご利用の場合は、映画館で追加料金が必要となります。

9月1日（日） ～ 2020年2月29日（土）
1会員、4枚まで会員価格で購入できます。

会員 1,000円
一般及び5～8枚 1,300円 （今回のみ）

会報到着後から8月23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。

申込期限  
8月23日（金）

までパスポート
　　　チケット

8月23

パスポートパスポート
　　　チケット　　　チケット
パスポート
　　　チケット
パスポートパスポート
　　　チケット

内　　容 全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット

パスポートパスポートパスポートパスポート
　　　チケット　　　チケット　　　チケット　　　チケット
パスポート
　　　チケット
パスポートパスポートパスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケット
パスポートパスポートパスポート
　　　チケット
パスポートパスポート
　　　チケット
パスポートシネマズシネマズ

○新役員紹介
　令和元年6月27日付で三鷹市勤労者福祉サービスセンター役員が改選されましたのでご紹介いたします。なお、
平成13年以来、永年に亘って役員を務めていただきました浅水久子理事は前期限りで退任いたしました。

TOHOシネマズ府中・南大沢・日比谷・新宿･六本木ヒルズ 他

電話予約
8/23（金）まで
注）予約がない場合は購入できません。

引換期間
8/30（金）～9/30（月）
注）必ず期間中（9月末まで）にお引換えください。

○評議員の変更
　令和元年6月27日付で渥美典尚評議員と大城美幸評議員が退任され、土屋けんいち氏（三鷹市議会議員）と
紫野あすか氏（三鷹市議会議員）が新たに評議員に就任いたしました。

事　業　名 利用実績 事　業　名 利用実績

収　入 支　出

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

299
2019 8

事 業 所 ４60社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,038人 （前月末比1人増）
（内 個人会員 247人）令和元年6月30日現在9月号の予告

● スーパー歌舞伎Ⅱ　11月公演（11/3）
● 東京モーターショー 入場券
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販売期間

料　金

会　期

会　場

9月10日（火）～12月15日（日）
東京都美術館  企画展示室（東京・上野公園）

ランチブッフェ

ランチ券

ディナーブッフェ

サービスセンターサービスセンター 健康教室健康教室第2回

第1回　9月11日（水）
第2回　9月25日（水）
いずれも午後6時30分から午後8時（受付　午後6時10分から）

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
「SUBARU総合スポーツセンター」　1F　軽体操室

会員・家族（中学生以上）　各回先着30名

会報到着後から8月30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。
＊先着順に受付します。ただし、空きがある場合は、定員まで受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TELをお伝えください。

無料

運動できる服装（スカート不可）、室内シューズ、汗ふきタオル、
水分補給用ドリンク

時　間

日　程

募　集

申込方法

会　場

持ち物

参加費

講　師

今年もやります！
エアロサーキット60分

有酸素運動（シンプルエアロビックダンス）と筋力トレーニング
を交互に繰り返すプログラムです。
総合的な体力アップを目指したい方におすすめです

小坂　こずえ 先生
（セントラルスポーツ　契約スタッフ）
経歴
元北海道日本ハムファイターズダンスパフォーマー。
現在、セントラルスポーツ㈱各施設にてスタジオ
プログラムインストラクター・企業フィットネスス
タッフとして健康増進プログラムを指導。

令和元年度

連続参加でも、
どちらか1日だけの参加でもOK！

10月5日（土）
午前8時45分　ケーブルカー清滝駅集合・出発
※山登りに適した服装でご参加ください。
午後3時頃　薬王院解散（各自で下山）

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

護摩焚き

精進料理イメージ

高尾登山電鉄ケーブルカー清滝駅
午前8時45分　集合・出発
　　・
　　・
　　・　高尾山ハイキング（稲荷山コース 約150分）
　　・　※ガイド同行　　・
高尾山山頂
　　・
　　・
　　・
薬王院（護摩焚き・精進料理・写経体験）
　⇒ 午後3時頃　解散
※ 解散後は各自で下山してください。

八王子市勤労者福祉サービスセンターとの合同企画

ガイドと登る高尾山!!
ミシュラン観光ガイドで三ツ星の評価を得た高尾山。麓の清滝駅から歩いて高尾山山頂を目指します。ややきつめのコースですが、
ボランティアガイドも同行するので安心です。ハイキング終了後は、お護摩修行・精進料理の食事・写経体験を行います。日頃
の運動不足の解消や心のリフレッシュに参加してみてはいかがでしょうか?

※参加費には、御護摩修行・精進料理・写経体験が含まれます。
※往復の交通費は含まれません。
※9月30日（月）から取消料が発生します。

&薬王院で御護摩修行と写経体験

現地集合・現地解散

10名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。定員に満たない場合
でも、8月30日（金）に受け付けを締め切ります。

会報到着後からサービスセンターへ電話で
お申し込みください。

区　分 大　人
会員・家族 4,000円

一　般 参加できません

㊟ ツアーではありません

A～Cのチケット購入方法 会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。
それぞれ販売期間が異なりますので、お間違えのないよう購入してください。

8月1日（木）～2020年1月31日（金）
＊除外日：8/10～18、12/20～ 2020/1/5

「クイーンズスクエア横浜」内
横浜ベイホテル東急　2F　「カフェ トスカ」
【TEL】045-682-2255
　　　（レストラン予約　10：00～21：00）

1会員あたり、5枚まで
1月31日（金）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

販売期間

場　所

枚　数

料　金有効期間

横浜ベイホテル東急
オールデイダイニング「カフェ トスカ」

みなとみらい駅から徒歩約1分、大観覧車前!
ランチは明るい陽射しのもとで!　ディナーはシックな夜景を望みながら楽しいひとときを!

※ 土・日・祝日の利用の場合は、現地にて別途ランチ〔500円〕、
ディナー〔1,100円〕をお支払いください。

※ 食事券を持っていない同伴者は、優待料金で利用できます。
※ 他割引・優待との併用はできません。

区分 ランチ ディナー

利用
時間

1部　11：30
2部　13：30
90分制

平　日　17：30～ 21：30
土日祝　1部 17：00　2部 19：30

全日120分制

会員
通常料金
平日3,920円のところ
2,800円

通常料金平日5,821円のところ

4,000円

区分 「ア ビエント」
11：30～ 15：00（L.O.14：00）

「旬彩」
11：30～ 15：00（L.O.14：00）

内容

会員
通常料金　4,700円のところ

3,000円
通常料金　4,650円のところ

3,200円

プリフィックスランチ
（前菜、本日のプチスープ、魚料理
または肉料理、デザート、食後の
飲み物、サラダビュッフェ）
+スパークリングワイン（グラス）

旬 彩 弁 当
（小鉢、造里、揚物、焼物、煮物、
蒸物、食事、香物、留椀、デザート）
+食後の飲み物

レストラン「ア ビエント」
日本料理「旬彩」

渋谷エクセルホテル東急

8月1日（木）～2020年1月31日（金）
＊除外日：年末・年始

渋谷エクセルホテル東急　25F
【TEL】レストラン「ア ビエント」 03-5457-0132
 日本料理「旬彩」 03-5457-0131

1会員あたり、5枚まで
1月31日（金）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

販売期間

場　所

枚　数

有効期間

料　金

※ 6枚～10枚までは、優待料金で購入できます。料金は、サービスセンターへ
お問い合わせください。

※他割引・優待との併用はできません。

コートールド美術館展

＊9月18日（水）、10月16日（水）、11月20日（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。
  当日は混雑が予想されます。
＊中学生以下は無料　＊身体障がい者手帳等をお持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料 エドゥアール・マネ《フォリー=ベルジェールのバー》1882年

油彩、カンヴァス  コートールド美術館 
© Courtauld Gallery （The Samuel Courtauld Trust）

魅惑の印象派

11月29日（金）まで　斡旋枚数　30枚

区　分 大　人 大学生・
専門学校生 高校生 65歳以上

会員・家族 1,100円 800円 500円 600円
（当日券） （1,600円）（1,300円） （800円） （1,000円）

初心者も
大歓迎

渋谷駅直結!　アクセス抜群!!
ホテル最上階、地上100mの絶景を臨むレストラン

A

B

C
護摩焚き

精進料理イメージ

高尾登山電鉄ケーブルカー清滝駅



販売期間

料　金

会　期

会　場

9月10日（火）～12月15日（日）
東京都美術館  企画展示室（東京・上野公園）

ランチブッフェ

ランチ券

ディナーブッフェ

サービスセンターサービスセンター 健康教室健康教室第2回

第1回　9月11日（水）
第2回　9月25日（水）
いずれも午後6時30分から午後8時（受付　午後6時10分から）

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ
「SUBARU総合スポーツセンター」　1F　軽体操室

会員・家族（中学生以上）　各回先着30名

会報到着後から8月30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。
＊先着順に受付します。ただし、空きがある場合は、定員まで受付します。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TELをお伝えください。

無料

運動できる服装（スカート不可）、室内シューズ、汗ふきタオル、
水分補給用ドリンク

時　間

日　程

募　集

申込方法

会　場

持ち物

参加費

講　師

今年もやります！
エアロサーキット60分

有酸素運動（シンプルエアロビックダンス）と筋力トレーニング
を交互に繰り返すプログラムです。
総合的な体力アップを目指したい方におすすめです

小坂　こずえ 先生
（セントラルスポーツ　契約スタッフ）
経歴
元北海道日本ハムファイターズダンスパフォーマー。
現在、セントラルスポーツ㈱各施設にてスタジオ
プログラムインストラクター・企業フィットネスス
タッフとして健康増進プログラムを指導。

令和元年度

連続参加でも、
どちらか1日だけの参加でもOK！

10月5日（土）
午前8時45分　ケーブルカー清滝駅集合・出発
※山登りに適した服装でご参加ください。
午後3時頃　薬王院解散（各自で下山）

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

護摩焚き

精進料理イメージ

高尾登山電鉄ケーブルカー清滝駅
午前8時45分　集合・出発
　　・
　　・
　　・　高尾山ハイキング（稲荷山コース 約150分）
　　・　※ガイド同行　　・
高尾山山頂
　　・
　　・
　　・
薬王院（護摩焚き・精進料理・写経体験）
　⇒ 午後3時頃　解散
※ 解散後は各自で下山してください。

八王子市勤労者福祉サービスセンターとの合同企画

ガイドと登る高尾山!!
ミシュラン観光ガイドで三ツ星の評価を得た高尾山。麓の清滝駅から歩いて高尾山山頂を目指します。ややきつめのコースですが、
ボランティアガイドも同行するので安心です。ハイキング終了後は、お護摩修行・精進料理の食事・写経体験を行います。日頃
の運動不足の解消や心のリフレッシュに参加してみてはいかがでしょうか?

※参加費には、御護摩修行・精進料理・写経体験が含まれます。
※往復の交通費は含まれません。
※9月30日（月）から取消料が発生します。

&薬王院で御護摩修行と写経体験

現地集合・現地解散

10名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。定員に満たない場合
でも、8月30日（金）に受け付けを締め切ります。

会報到着後からサービスセンターへ電話で
お申し込みください。

区　分 大　人
会員・家族 4,000円

一　般 参加できません

㊟ ツアーではありません

A～Cのチケット購入方法 会報到着後からサービスセンター窓口で販売します。
それぞれ販売期間が異なりますので、お間違えのないよう購入してください。

8月1日（木）～2020年1月31日（金）
＊除外日：8/10～18、12/20～ 2020/1/5

「クイーンズスクエア横浜」内
横浜ベイホテル東急　2F　「カフェ トスカ」
【TEL】045-682-2255
　　　（レストラン予約　10：00～21：00）

1会員あたり、5枚まで
1月31日（金）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

販売期間

場　所

枚　数

料　金有効期間

横浜ベイホテル東急
オールデイダイニング「カフェ トスカ」

みなとみらい駅から徒歩約1分、大観覧車前!
ランチは明るい陽射しのもとで!　ディナーはシックな夜景を望みながら楽しいひとときを!

※ 土・日・祝日の利用の場合は、現地にて別途ランチ〔500円〕、
ディナー〔1,100円〕をお支払いください。

※ 食事券を持っていない同伴者は、優待料金で利用できます。
※ 他割引・優待との併用はできません。

区分 ランチ ディナー

利用
時間

1部　11：30
2部　13：30
90分制

平　日　17：30～ 21：30
土日祝　1部 17：00　2部 19：30

全日120分制

会員
通常料金
平日3,920円のところ
2,800円

通常料金平日5,821円のところ

4,000円

ディナー

区分 「ア ビエント」
11：30～ 15：00（L.O.14：00）

「旬彩」
11：30～ 15：00（L.O.14：00）

内容

会員
通常料金　4,700円のところ

3,000円
通常料金　4,650円のところ

3,200円

プリフィックスランチ
（前菜、本日のプチスープ、魚料理
または肉料理、デザート、食後の
飲み物、サラダビュッフェ）
+スパークリングワイン（グラス）

旬 彩 弁 当
（小鉢、造里、揚物、焼物、煮物、
蒸物、食事、香物、留椀、デザート）
+食後の飲み物

ランチ券

レストラン「ア ビエント」
日本料理「旬彩」
レストラン「ア ビエント」
渋谷エクセルホテル東急

8月1日（木）～2020年1月31日（金）
＊除外日：年末・年始

渋谷エクセルホテル東急　25F
【TEL】レストラン「ア ビエント」 03-5457-0132
 日本料理「旬彩」 03-5457-0131

1会員あたり、5枚まで
1月31日（金）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします）

販売期間

場　所

枚　数

有効期間

料　金

※ 6枚～10枚までは、優待料金で購入できます。料金は、サービスセンターへ
お問い合わせください。

※他割引・優待との併用はできません。

コートールド美術館展

＊9月18日（水）、10月16日（水）、11月20日（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。
  当日は混雑が予想されます。
＊中学生以下は無料　＊身体障がい者手帳等をお持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料 エドゥアール・マネ《フォリー=ベルジェールのバー》1882年

油彩、カンヴァス  コートールド美術館 
© Courtauld Gallery （The Samuel Courtauld Trust）

魅惑の印象派

11月29日（金）まで　斡旋枚数　30枚

区　分 大　人 大学生・
専門学校生 高校生 65歳以上

会員・家族 1,100円 800円 500円 600円
（当日券） （1,600円）（1,300円） （800円） （1,000円）

初心者も
大歓迎

渋谷駅直結!　アクセス抜群!!
ホテル最上階、地上100mの絶景を臨むレストラン

A

B

C



としまえん のりもの 1日券（後期券）
入園+乗り物乗り放題　＊ 3歳から有料

有効期間

枚　数

料　金

申込締切

10月1日（火）～2020年3月31日（火）
1会員あたり、合計5枚まで
通常料金　大人4,200円、子供3,200円のところ
共通券（大人・子供） 1,500円
子供券（3歳～小学生） 700円

8月23日（金）まで

有効期間

会　場

料　金

申込締切

9月29日（日）　午後1時～　先着10枚
山梨県・山中湖交流プラザきらら
（山梨県南都留郡山中湖平野479-2）

会　場

申込締切

東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）

8月23日（金）まで

乗乗りり放放放題  3歳から有料 3歳から有料 3歳から有料 3歳から有料 3歳から有料 3歳から有料 3歳から有料 3歳から有料

会報到着後から8月23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。
2～7は、先着順に受付します。定数になり次第、締め切ります。
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。

1～7の
チケット申込方法

次のシルクはミュージカル・サーカス！　世界50か国、350万人以上を熱狂
させたサーカス・エンターテインメント集団「シルク・エロワーズ」が西部開拓
時代の酒場を舞台に新作「サルーン」と共に日本へ帰ってくる！

座席：S席
日　時 区　分 会員・家族 一般料金 （通常料金） 枚 数

10月25日（金）
19：00～

大人 6,200円 7,400円 （9,800円） 先着
10枚子供

（3歳～小学生） 4,300円 5,100円 （6,800円）

10月27日（日）
11：00～

大人 7,100円 8,400円 （9,800円） 先着
10枚子供

（3歳～小学生） 4,900円 5,800円 （6,800円）

11月2日（土）
15：30～

大人 7,100円 8,400円 （9,800円） 先着
10枚子供

（3歳～小学生） 4,900円 5,800円 （6,800円）

野外
フェス

＊ 駐車場の営業時間：9：00～18：00　＊ 駐車場から会場までは徒歩5分～10分です。
※ 雨天決行・荒天中止
※ 中学生以下無料（保護者同伴に限る。当日年齢を確認させていただく場合あり。）

※子供券は3歳から小学生まで、3歳未満は保護者1名につき1名まで膝上に限り無料
※3歳未満のお子様でも座席が必要な場合は子供券をお求めください。

8月23日（金）まで

藤巻亮太がオーガナイザーを務める、野外音楽フェス

入場券Mt.FUJIMAKI 2019
【出演者】
藤巻亮太with the BAND
トータス松本（ウルフルズ）
曽我部恵一（サニーデイ・サービス）
岸田 繁（くるり）

ORANGE RANGE
大塚 愛
teto

（まうんと ふじまき にせんじゅうきゅう）

区　分 会員・家族 一般料金 （当日料金）

入場券 4,400円 5,200円 （7,000円）

駐車場券付き
入場券 5,600円 6,600円 （9,000円）

日時・枚数

場　所

座　席

出　演

料　金

申込締切

10月2日（水）　午後6時30分～
先着10枚

調布市グリーンホール　大ホール

全席指定

１会員あたり、２枚まで

当日料金8,750円のところ
会員・家族 6,300円
一般 7,500円
＊ 3歳以下入場不可

8月23日（金）まで

日時・枚数

場　所

座　席

枚　数

料　金

申込締切

11月2日（土）　午後5時30分～
先着10枚
中野サンプラザホール

全席指定

通常料金7,500円のところ
会員・家族 5,700円
一般 6,800円
＊ 3歳以上有料、2歳以下1名まで膝上にて同伴可

8月23日（金）まで

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

申込締切

渡辺美里
35th Anniversary

Live Love Life
Sweet Emotion Tour
2019-2020

会　場

日　時

出　演

座　席

料　金

申込締切

10月5日（土）
① 午後2時～ 先着10枚
② 午後6時～ 先着10枚
府中の森芸術劇場　ふるさとホール

林家たい平、古今亭菊之丞、桃月庵白酒　ほか

全席指定
通常料金3,800円のところ
会員・家族 3,100円
一般 3,600円

8月23日（金）まで

府中の森笑劇場第250回

「我ら府中笑育ち」

10月19日（土）　
午前11時～　先着10枚
新橋演舞場

一等席

市川猿之助、中村隼人　他
藤原正清 後に小栗判官役：
中村隼人
通常料金16,500円のところ
会員・家族 13,000円
一般 15,000円

8月23日（金）まで

スーパー歌舞伎
伝説の舞台がⅡ〈セカンド〉で新たに甦る

スーパー歌舞伎Ⅱ（セカンド） 10月公演

新版 オグリ
田原俊彦
　コンサート

TOSHIHIKO TAHARA
40TH ANNIVERSARY
DOUBLE ʻ T ʼ TOUR
PHOENIX  2019

枚　数 １会員あたり、２枚まで

1

4 5

6 7

2

3

4 5



としまえん のりもの 1日券（後期券）
入園+乗り物乗り放題　＊ 3歳から有料

有効期間

枚　数

料　金

申込締切

10月1日（火）～2020年3月31日（火）
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通常料金　大人4,200円、子供3,200円のところ
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会　場

料　金

申込締切
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（山梨県南都留郡山中湖平野479-2）

会　場

申込締切
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8月23日（金）まで

会報到着後から8月23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。
2～7は、先着順に受付します。定数になり次第、締め切ります。
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。

1～7の
チケット申込方法

次のシルクはミュージカル・サーカス！　世界50か国、350万人以上を熱狂
させたサーカス・エンターテインメント集団「シルク・エロワーズ」が西部開拓
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座席：S席
日　時 区　分 会員・家族 一般料金 （通常料金） 枚 数

10月25日（金）
19：00～

大人 6,200円 7,400円 （9,800円） 先着
10枚子供

（3歳～小学生） 4,300円 5,100円 （6,800円）
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（3歳～小学生） 4,900円 5,800円 （6,800円）

野外
フェス

＊ 駐車場の営業時間：9：00～18：00　＊ 駐車場から会場までは徒歩5分～10分です。
※ 雨天決行・荒天中止
※ 中学生以下無料（保護者同伴に限る。当日年齢を確認させていただく場合あり。）

※子供券は3歳から小学生まで、3歳未満は保護者1名につき1名まで膝上に限り無料
※3歳未満のお子様でも座席が必要な場合は子供券をお求めください。

8月23日（金）まで

藤巻亮太がオーガナイザーを務める、野外音楽フェス
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岸田 繁（くるり）
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teto
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区　分 会員・家族 一般料金 （当日料金）

入場券 4,400円 5,200円 （7,000円）

駐車場券付き
入場券 5,600円 6,600円 （9,000円）

日時・枚数

場　所

座　席

出　演
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申込締切

10月2日（水）　午後6時30分～
先着10枚
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１会員あたり、２枚まで

当日料金8,750円のところ
会員・家族 6,300円
一般 7,500円
＊ 3歳以下入場不可

8月23日（金）まで

日時・枚数

場　所

座　席

枚　数

料　金

申込締切

11月2日（土）　午後5時30分～
先着10枚
中野サンプラザホール

全席指定

通常料金7,500円のところ
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一般 6,800円
＊ 3歳以上有料、2歳以下1名まで膝上にて同伴可

8月23日（金）まで
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一般 3,600円

8月23日（金）まで

府中の森笑劇場第250回
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10月19日（土）　
午前11時～　先着10枚
新橋演舞場

一等席

市川猿之助、中村隼人　他
藤原正清 後に小栗判官役：
中村隼人
通常料金16,500円のところ
会員・家族 13,000円
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宿泊予約

ポイント

利用期間 利用対象者

会員特典

利用期間

利用対象者

会員特典

利用方法

利用方法

クラブフジタ
CLUB  FUJITA

藤田観光㈱が運営する会員制クラブ「クラブフジタ」と契約しています。
「クラブフジタ」の各施設を優待価格でご利用いただけます。

8月宿泊限定、1会員「1ポイント」プレゼント!
　「ポイント対象施設」の宿泊については、1室1泊あたり1ポイント必要となっております。通常、会員の皆様は、一年度
（4月～翌年3月）に2ポイント分ご利用いただけます。
　キャンペーン期間中（8/1～8/31）の宿泊に限り、1会員1ポイントプレゼントします!　8月の宿泊は、通常のポイントを使
用せずに1泊、お泊まりいただけます。（宿泊料金等は、別途お支払いください。）
 通常どおり「クラブフジタ会員予約センター」へ（下表参照）
 サービスセンターにてカウントします。

夏休みキャンペーン!

利用方法

ご予約のお電話

予約OK

宿泊施設

❶

❷

❸ 当日宿泊施設で「クラブフジタで
予約した○○です」でチェックイン

ポイント残が無い場合は
お断りすることがあります

ポイントの
確認

1367予約コード
会員予約センター

サービスセンター
会員の皆様

☎0120－74－8850
携帯電話からは、
☎03－5981－7716

サービスセンター
事務局

▼全施設の概要・料金表・空室状況は
　インターネットで検索できます。

＊利用区分は、FPMとなります。空室情
報等を照会される場合は、利用区分
FPMを選択してください。

http：//www.club-fujita.jp/ 

1 インターネットまたはサービスセンターにある「ガイドブック」で希望施設を選ぶ。

2 会員予約センターへ電話する。
▶クラブフジタ会員予約センター
 　   0120-74-8850
 ☎ 03-5981-7716（携帯電話ご利用の方）
 月～金曜　9：00～18：00　土曜　9：00～13：00（定休日/日曜･祝日･年末年始）

3 サービスセンターの認証事項を告げる。
（１）団体名「三鷹市勤労者福祉サービスセンター」
（２）予約コード NO．1367
（３）サービスセンターの会員番号（会員証の7ケタの番号）

4 宿泊内容を告げる。
① 施設名　②  宿泊日と泊数　③  人数　④ 部屋タイプと部屋数　
⑤ 利用者名　⑥ 到着予定時刻と交通手段　⑦ 会員名・会員番号・連絡先

施設の概要

ポイント対象宿泊施設を利用の場合には、1室1泊利用ごとに1ポイント必要です。
会員の皆様は、一年度（4月～翌年3月）に2ポイント利用できます。
注）サービスセンター全体で、年間60ポイントに達した場合(先着順)、個人のポイント残があってもその年度内は施設の

利用はできなくなります。
　 ※ポイント対象施設利用の場合は、『旅行補助金』の申請はできません。

○ポイント対象宿泊施設ポイント対象宿泊施設
約30%～50%割引

当サービスセンターは、一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称：全福センター）」に加盟しており
ます。全福センターが契約している全国の宿泊施設、レジャー施設、生活サポートサービスなど、毎日の暮らしで使える各
種割引や特典を受けることができます。

15時以降のご利用で支払金額の10%割引　※1回の割引限度額は10,000円が上限です。（ご利用代金100,000円まで有効）

　全福センター会員専用クーポンをご利用いただくことで、「コンビショップ」販売
価格から割引にて商品をご購入いただけます。
 ＊ 「コンビショップ」とは?　コンビの全アイテムをご紹介している公式オンラインショップです。

利用方法 「全福センターのホームページ」にアクセスし、下記のIDとパスワードを入力（ログイン）してください。

切り取り

「全福センター」耳より情報コーナー

URL https://www.zenpuku.or.jp/
ログインID kt（半角）
パスワード zenpuku（半角）

全福センター

▶ ベビー用品「コンビショップ」割引 ▶ 社販マーケット
　 （職域限定ショッピングサイト）

▶ 「銀座ライオン」等でお馴染みの㈱サッポロライオン　特別優待

web限定

8月1日（木）～

全福センター HPにある専用webサイト（要全福センター会員ログ
イン）からご購入、決済してください。
＊ 詳しくは、全福センターのホームページをご覧ください。

2020年3月31日（火）まで
会員及び同伴者

全国110店舗
「銀座ライオン」「かこいや」「そばえもん」「エビスバー」
「入母屋」「安曇野庵」「プライベートダイニング」
「ダブリナーズアイリッシュパブ」「別海町酒場」

商品価格（税抜） 対応クーポン券（割引）
5,000円～ 9,999円 500円

10,000円～ 29,999円 1,000円
30,000円～ 49,999円 3,000円
50,000円～ 69,999円 5,000円
70,000円～ 99,999円 7,000円

100,000円以上 10,000円
※ クーポン以外にも、web限定商品（例.出産準備セット・おはしの練習セット）があります。

商品価格に応じて、会員限定割引クーポンがご利用できます。

期間限定
キャンペーン

契約を記念して2019年8月1日（木）～10月31日（木）まで特別クー
ポンを提供します。
① 32,400円（税込）以上のお買物で4,500円クーポン（通常は3,000円）
② 54,000円（税込）以上のお買物で7,500円のクーポン（通常は5,000円）

TEL：03-3433-2948（8：30～17：00）
定休日：土・日・祝日・年末年始
URL：https://www.zenpuku.or.jp/

問
い
合
わ
せ
先

全福
センターポイント不要施設には、宿泊制限はありません。何度でもご利用できます。

※施設については、「クラブフジタホームページ」をご覧ください。○ポイント不要宿泊施設

先着 20名様

エリア 施設名
北海道 ホテルグレイスリー札幌
青森県 八戸ワシントンホテル
岩手県 ホテルエース盛岡

秋田県 秋田ビューホテル
十和田ホテル

山形県 山形七日町ワシントンホテル
山形駅西口ワシントンホテル

宮城県 仙台ワシントンホテル

福島県
郡山ワシントンホテル
会津若松ワシントンホテル
いわきワシントンホテル

埼玉県 浦和ワシントンホテル

千葉県
千葉ワシントンホテル
木更津ワシントンホテル
成田ビューホテル

東京都 ホテルグレイスリー田町
ホテルグレイスリー銀座

エリア 施設名

東京都

ホテル椿山荘東京
秋葉原ワシントンホテル
東京ベイ有明ワシントンホテル
新宿ワシントンホテル本館
新宿ワシントンホテル新館
ホテルグレイスリー新宿
立川ワシントンホテル
ホテルグレイスリー浅草

神奈川県

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル
横浜桜木町ワシントンホテル
箱根小涌園　天悠
箱根小涌園　美山楓林

山梨県 ホテルやまなみ

静岡県

藤乃煌　富士御殿場
伊東小涌園　本館
伊東緑涌
伊東小涌園　粋

エリア 施設名

愛知県
名古屋金山ホテル
名古屋笠寺ホテル
名鉄グランドホテル

新潟県 燕三条ワシントンホテル
富山県 ホテルグランテラス富山
石川県 ホテル金沢
福井県 ホテルフジタ福井

京都府 ホテルグレイスリー京都三条 北館
ホテルグレイスリー京都三条 南館

大阪府 関西エアポートワシントンホテル
ホテルグレイスリー大阪なんば

兵庫県 宝塚ワシントンホテル
奈良県 ホテルフジタ奈良

（2019年4月1日現在）

※ 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。

※ 他に利用できる施設があります。詳しくは特集号
（No.294）をご覧ください。

施設一覧表（一部掲載）

下のクーポン券を切り取って、店舗へご持参ください。
＊ 詳しくは、全福センターのホームページをご覧ください。

　社販マーケットは、大手有名メー
カー商品などをお得な福利厚生価格
で、ご利用いただける、職域限定ショッ
ピングサイトです。 
　各サイトにて全福センター会員ログ
イン後、エンターコードを入力の上、
ご利用下さい。

詳しくは、サービスセンターまでお問い合わせください。

全福センター
ゼン　  プク

会員および二親等以内の家族
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宿泊予約

ポイント

利用期間 利用対象者

会員特典

利用期間

利用対象者

会員特典

利用方法

利用方法

クラブフジタ 藤田観光㈱が運営する会員制クラブ「クラブフジタ」と契約しています。
「クラブフジタ」の各施設を優待価格でご利用いただけます。

8月宿泊限定、1会員「1ポイント」プレゼント!
　「ポイント対象施設」の宿泊については、1室1泊あたり1ポイント必要となっております。通常、会員の皆様は、一年度
（4月～翌年3月）に2ポイント分ご利用いただけます。
　キャンペーン期間中（8/1～8/31）の宿泊に限り、1会員1ポイントプレゼントします!　8月の宿泊は、通常のポイントを使
用せずに1泊、お泊まりいただけます。（宿泊料金等は、別途お支払いください。）
 通常どおり「クラブフジタ会員予約センター」へ（下表参照）
 サービスセンターにてカウントします。

夏休みキャンペーン!

利用方法

ご予約のお電話

予約OK

宿泊施設

❶

❷

❸ 当日宿泊施設で「クラブフジタで
予約した○○です」でチェックイン

ポイント残が無い場合は
お断りすることがあります

ポイントの
確認

1367予約コード
会員予約センター

サービスセンター
会員の皆様

☎0120－74－8850
携帯電話からは、
☎03－5981－7716

サービスセンター
事務局

▼全施設の概要・料金表・空室状況は
　インターネットで検索できます。

＊利用区分は、FPMとなります。空室情
報等を照会される場合は、利用区分
FPMを選択してください。

http：//www.club-fujita.jp/ 

1 インターネットまたはサービスセンターにある「ガイドブック」で希望施設を選ぶ。

2 会員予約センターへ電話する。
▶クラブフジタ会員予約センター
 　   0120-74-8850
 ☎ 03-5981-7716（携帯電話ご利用の方）
 月～金曜　9：00～18：00　土曜　9：00～13：00（定休日/日曜･祝日･年末年始）

3 サービスセンターの認証事項を告げる。
（１）団体名「三鷹市勤労者福祉サービスセンター」
（２）予約コード NO．1367
（３）サービスセンターの会員番号（会員証の7ケタの番号）

4 宿泊内容を告げる。
① 施設名　②  宿泊日と泊数　③  人数　④ 部屋タイプと部屋数　
⑤ 利用者名　⑥ 到着予定時刻と交通手段　⑦ 会員名・会員番号・連絡先

施設の概要

ポイント対象宿泊施設を利用の場合には、1室1泊利用ごとに1ポイント必要です。
会員の皆様は、一年度（4月～翌年3月）に2ポイント利用できます。
注）サービスセンター全体で、年間60ポイントに達した場合(先着順)、個人のポイント残があってもその年度内は施設の

利用はできなくなります。
　 ※ポイント対象施設利用の場合は、『旅行補助金』の申請はできません。

○ポイント対象宿泊施設
約30%～50%割引

当サービスセンターは、一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称：全福センター）」に加盟しており
ます。全福センターが契約している全国の宿泊施設、レジャー施設、生活サポートサービスなど、毎日の暮らしで使える各
種割引や特典を受けることができます。

15時以降のご利用で支払金額の10%割引　※1回の割引限度額は10,000円が上限です。（ご利用代金100,000円まで有効）

　全福センター会員専用クーポンをご利用いただくことで、「コンビショップ」販売
価格から割引にて商品をご購入いただけます。
 ＊ 「コンビショップ」とは?　コンビの全アイテムをご紹介している公式オンラインショップです。

利用方法 「全福センターのホームページ」にアクセスし、下記のIDとパスワードを入力（ログイン）してください。

切り取り

「全福センター」耳より情報コーナー

URL https://www.zenpuku.or.jp/
ログインID kt（半角）
パスワード zenpuku（半角）

全福センター

▶ ベビー用品「コンビショップ」割引 ▶ 社販マーケット
　 （職域限定ショッピングサイト）

▶ 「銀座ライオン」等でお馴染みの㈱サッポロライオン　特別優待

web限定

8月1日（木）～

全福センター HPにある専用webサイト（要全福センター会員ログ
イン）からご購入、決済してください。
＊ 詳しくは、全福センターのホームページをご覧ください。

2020年3月31日（火）まで
会員及び同伴者

全国110店舗
「銀座ライオン」「かこいや」「そばえもん」「エビスバー」
「入母屋」「安曇野庵」「プライベートダイニング」
「ダブリナーズアイリッシュパブ」「別海町酒場」

商品価格（税抜） 対応クーポン券（割引）
5,000円～ 9,999円 500円

10,000円～ 29,999円 1,000円
30,000円～ 49,999円 3,000円
50,000円～ 69,999円 5,000円
70,000円～ 99,999円 7,000円

100,000円以上 10,000円
※ クーポン以外にも、web限定商品（例.出産準備セット・おはしの練習セット）があります。

商品価格に応じて、会員限定割引クーポンがご利用できます。

期間限定
キャンペーン

契約を記念して2019年8月1日（木）～10月31日（木）まで特別クー
ポンを提供します。
① 32,400円（税込）以上のお買物で4,500円クーポン（通常は3,000円）
② 54,000円（税込）以上のお買物で7,500円のクーポン（通常は5,000円）

TEL：03-3433-2948（8：30～17：00）
定休日：土・日・祝日・年末年始
URL：https://www.zenpuku.or.jp/

問
い
合
わ
せ
先

全福
センターポイント不要施設には、宿泊制限はありません。何度でもご利用できます。

※施設については、「クラブフジタホームページ」をご覧ください。○ポイント不要宿泊施設

先着 20名様

（2019年4月1日現在）施設一覧表（一部掲載）

下のクーポン券を切り取って、店舗へご持参ください。
＊ 詳しくは、全福センターのホームページをご覧ください。

　社販マーケットは、大手有名メー
カー商品などをお得な福利厚生価格
で、ご利用いただける、職域限定ショッ
ピングサイトです。 
　各サイトにて全福センター会員ログ
イン後、エンターコードを入力の上、
ご利用下さい。

詳しくは、サービスセンターまでお問い合わせください。

全福センター
ゼン　  プク

会員および二親等以内の家族
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理事 9名（任期 2年）※は新任

氏　名 備　考
理事長 古瀨　英子 （一財）三鷹市勤労者福祉サービスセンター理事長
副理事長 田口　智英 三鷹市生活環境部長
常務理事 清水富美夫 （一財）三鷹市勤労者福祉サービスセンター事務局長
理　事 坂本　恭一 株式会社ハウジング・エス代表取締役
理　事 門田　康一 株式会社丸利根アペックス代表取締役
理　事 土屋　　宏 三鷹市企画部長
理　事 久保田輝男 サン企画代表
理　事 淺野　清貴 株式会社あさの取締役、三鷹青年会議所理事長
※理　事 佐藤　和美 山下産業株式会社取締役

企画手配旅行　オーク株式会社

　行　程

三鷹市役所　7：00出発
　　▼
《中央道》
　　▼
山梨県立リニア見学センター（見学）
【未来の乗物リニアが目の前を走るかも?】
　　▼
天然記念物・忍野八海（散策） 
【富士山の伏流水に水源を発する湧水池】
　　▼
人気海鮮料理店「富士山海の家」（昼食）
12：00～13：00
【豪華! 舟盛りのお刺身と富士山麓釜めし】
　　▼
河口湖猿まわし劇場（見学）
【かわいいお猿さんたちによる見事な芸の数々】
　　▼
ぶどう狩り【巨峰種の食べ放題】
　　▼
《中央道》
　　▼
三鷹市役所 18：00頃到着
（希望者は三鷹駅までお送りします。）
＊道路状況・天候により、行程が変更となる場合があります。

日　程

参加費

募　集

交　通

その他

申込方法

9月21日（土） 午前7時 三鷹市役所出発
 午後6時頃 三鷹市役所到着予定

大型観光バス（日の丸自動車興業利用予定）

44名（最少催行人員　30名）
会報到着後から8月23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。
定員を超えた場合は、抽選となります。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・
電話番号をお伝えください。
※参加される方には、後日詳しい「しおり」をお送りします。

ぶどう王国　山梨ぶどう狩りと
ぶどう狩り日帰りバスツアー

～お猿さんと人間がつくり出す笑いと感動の世界～

•ツアーには、添乗員・バスガイド・サービ
スセンター職員が同行してご案内します。
•旅行開始日の5日前から取消料が発生いた
します。

※ 子ども料金についてはお問い合わせください。

区　分 大人（大学生以上）
会　員 9,000円
同居家族 9,500円
一　般 10,500円

巨峰種
食べ放題

平成30年度　事業報告及び収支決算報告

事務局からのお知らせ

三鷹市第一分庁舎（シルバー人材センター）会議室において、理事会（6月12日）及び評議員会（6月27日）が開催され、
平成30年度事業報告及び収支決算報告が承認されました。

○ 事業報告

○ 収支決算報告 （単位：円） （単位：円）

リニア見学センター・猿まわし劇場見学

有効期間

内　　容 料　　金

申込方法

枚　　数

全国のTOHOシネマズで期間中利用できるチケット
＊3D映画等ご利用の場合は、映画館で追加料金が必要となります。

9月1日（日） ～ 2020年2月29日（土）
1会員、4枚まで会員価格で購入できます。

会員 1,000円
一般及び5～8枚 1,300円 （今回のみ）

会報到着後から8月23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。

申込期限  
8月23日（金）

までパスポート
　　　チケット
パスポート
　　　チケットシネマズシネマズ

○新役員紹介
　令和元年6月27日付で三鷹市勤労者福祉サービスセンター役員が改選されましたのでご紹介いたします。なお、
平成13年以来、永年に亘って役員を務めていただきました浅水久子理事は前期限りで退任いたしました。

TOHOシネマズ府中・南大沢・日比谷・新宿･六本木ヒルズ 他

電話予約
8/23（金）まで
注）予約がない場合は購入できません。

引換期間
8/30（金）～9/30（月）
注）必ず期間中（9月末まで）にお引換えください。

○評議員の変更
　令和元年6月27日付で渥美典尚評議員と大城美幸評議員が退任され、土屋けんいち氏（三鷹市議会議員）と
紫野あすか氏（三鷹市議会議員）が新たに評議員に就任いたしました。

事　業　名 利用実績 事　業　名 利用実績

給付事業
祝金等 223件 老後生活の安定に関する事業（セミナー等） 16人
見舞金 21件

自己啓発・余暇活動
に関する事業

施設等利用料補助 7,936 人
弔慰金等 104件 食事券・プリペイドカード 1,744 人

各種研修会・講習会事業（各種教養講座） 153人 スポーツ観戦チケット斡旋 270人

健康の維持増進に
関する事業

スポーツクラブ利用補助 379人 ツアー 184人
健康教室 177人 旅行補助 596人
ハイキング 40人 チケット購入補助 157人
定期健康診断補助等 3,588 人 野菜宅配事業等 32人

収　入
入会金収入 22,700
会費収入 18,373,000
事業収入 16,785,540
市補助金収入 12,184,952
雑収入 126,959
特定預金取崩収入 6,000,000
基本財産運用収入 0
前期繰越収支差額 312,390

合　計 53,805,541

支　出
事業費支出 41,676,953
管理費支出 9,797,367
特定預金積立 0
次期繰越収支差額 2,331,221

合　計 53,805,541

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
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事 業 所 ４60社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,038人 （前月末比1人増）
（内 個人会員 247人）令和元年6月30日現在9月号の予告

● スーパー歌舞伎Ⅱ　11月公演（11/3）
● 東京モーターショー 入場券
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