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○ 旅行補助金受給資格の変更について
4月1日から旅行補助金の受給資格が、次のとおり変更になります。
変更点…入会日の翌月から → 入会日から6ヶ月を経過した翌月から
詳しくは、サービスセンターへお問い合わせください。

事務局からの
お知らせ

としまえん のりもの 1日券
入園+乗り物フリー

有効期間

枚　数

料　金

申込方法

申込方法

日　時 会　場

申込期限

3/18（水）まで
4月1日（水）～8月31日（月）
1会員　合計5枚まで

3月18日（水）までに、サービスセンターへ電話でお申し込みください。
＊プールが利用できる「夏の1日券」は、5月発行の会報でご案内します。

券　種 料　金
共通券（大人・子供） 1,600円
子供券（3歳～小学生） 800円 ＊3歳から有料

有効期間

有効期間

枚　数

わくわく! 春のおトク情報!!

ワンデーパス券 2,800円
プール付きワンデーパス券 3,200円

＊詳しくは、4月上旬発行の会報「特集号（No.307）」に掲載します。
＊西武園ゆうえんちはリニューアル工事のため、2020年度の「フリーパス券」の販売はありません。

よみうりランド
（入園+アシカショー+のりものフリー）

4月1日
販売開始

4月1日～2021年3月31日

1会員　合計5枚まで
＊大人・子供共通（3歳以上）

有効期間

発　行

枚　数

4月1日（水）～サービスセンター
窓口でお受け取りください。
4月1日～2021年3月31日

1会員、500円券を3枚

＊東武動物公園：大人・子供共通券（3歳～）、1会員、年間10枚まで
＊井の頭・上野・多摩：小学生、都内在住中学生無料
 1会員、年間各5枚まで

●東武動物公園 1,400円 ●井の頭自然文化園 200円
●上野動物園 400円 ●多摩動物公園 400円

東武動物公園・井の頭自然文化園・
上野動物園・多摩動物公園

春は、元気に外で遊ぼう!!

4月1日～2021年3月31日

「アミューズメント施設」「ファミリーマート・チケットポート」
「三鷹の森ジブリ美術館」

ワンデーパス券

補助券

注1）特集号が届きましたら、同封の有無を必ずご確認ください。
注2）「補助券」の再発行はできませんので、大切に保管しご利用ください。

補助券は、会報「特集号（No.307）」と
一緒に各事業所へ送付します。（4月上旬）
＊個人会員は、自宅へ送付します。

事業所の担当者より
お受け取りください。

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム利用券

場　所

座　席

料　金 申込方法

味の素スタジアム
バックスタンド上層自由席（当日券：大人  3,500円、U-18  800円）

FC東京主催
試合

http：//www.fctokyo.co.jp/

＊ 試合日程は、FC東京のホームページをご覧いただくか、
　サービスセンターまでお問い合わせください。

＊ FC東京主催試合のみが対象です。（ＪＦL主催等の試合は対象外）

区　分 料　金
会員・家族 大人 2,400円
会員・家族 U-18 500円
一般 大人 2,800 円
一般 U-18 600円

下記の割引券を切り取って、チケット販売窓口へ提出してください。割引料金でご購入いただけます!

横浜・八景島シーパラダイス 春感謝月間 ! 有効期間：2020年3月1日（日）～
3月31日（火）まで

◇営業時間
　期間により異なりますので、下記までお問合せください。
◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島
◇問合せ：045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
◇交通
　電車：横浜シーサイドライン「八景島駅」下車徒歩すぐ
　車：首都高速湾岸線「幸浦出口」より国道357号線経由
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発行：一般財団法人三鷹市勤労者福祉サービスセンター

【アクアリゾーツパス】（水族館 4施設パス）
一般料金 感謝月間特別料金   利用人数

●大人・高校生 3,000 円 ⇒ 2,100 円  　　名

●小・中学生 1,800 円 ⇒ 1,300 円  　　名

●幼児（4歳以上） 900円 ⇒ 600 円  　　名

●シニア（65歳以上） 2,500 円 ⇒ 1,750 円  　　名

【ワンデーパス】（水族館 4館+アトラクション）
一般料金 感謝月間特別料金   利用人数

●大人・高校生 5,200 円 ⇒ 3,800 円  　　名

●小・中学生 3,700 円 ⇒ 3,000 円  　　名

●幼児（4歳以上） 2,100 円 ⇒ 1,600 円  　　名

●シニア（65歳以上） 3,700 円 ⇒ 3,000 円  　　名

※プレジャーランドパス=アトラクションパス
※本券 1枚で 5名様まで有効　※コピー可
※チケット購入時、必ず本券をご提出ください。
※他の割引券・補助券等との併用不可

【楽園ナイトパス】　※ 15：00～ 販売・利用可
一般料金 感謝月間特別料金   利用人数

●大人・高校生 3,400 円 ⇒ 2,900 円  　　名

●小・中学生 2,200 円 ⇒ 1,850 円  　　名

●幼児（4歳以上） 1,700 円 ⇒ 1,400 円  　　名

●シニア（65歳以上） 2,200 円 ⇒ 1,850 円  　　名

＊ プール利用不可

リーグチケットリーグチケットJJ11

試合開催日の3週間前までに、サービス
センターへ電話でお申し込みください。

【4月】 4/3（金） 横浜FC戦
 4/12（日） 大分トリニータ戦
 4/18（土） 湘南ベルマーレ戦
【5月】 5/1（金） ヴィッセル神戸戦
 5/10（日） サガン鳥栖戦
 5/23（土） ベガルタ仙台戦
  ※ACLの日程により、5/22（金）
  　19：00に変更となる可能性があります

 5/31（日） 北海道コンサドーレ札幌戦

4月・5月の試合日程

三鷹市出身の指揮者沼尻竜典氏が音楽監督を務めるトウキョウ・ミタカ・フィルハーモニアの第80回定期演奏会を開催します。
今回は、三鷹市出身のピアニスト横山幸雄氏とICU出身のハーピスト吉野直子氏をソリストにお迎えします。
創立25周年を記念して開催する本演奏会に（公財）三鷹市スポーツと文化財団が抽選で5組10名様をご招待します。

（公財）三鷹市スポーツと文化財団からのご案内

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　第80回定期演奏会

ミタカ・フィル創立25周年記念
5組10名様
ご招待!（抽選）

3月10日（火）までに、「三鷹市スポーツと文化財団」へ「メール」でお申し込みください。
当選者の発表は、当選通知の発送をもって代えさせていただきます。
 　 tmp80pr＠mitaka.jpn.org（三鷹市スポーツと文化財団宛）
　　＊ サービスセンターの会員番号（会員証の7桁の番号）・会員名・連絡先・ミタカフィル演奏会希望と記載

3月14日（土）午後3時開演（午後2時開場） 三鷹市芸術文化センター　風のホール

306
2020 3

事業所数 ４50社 （前月末比4社減）
会 員 数  3,021人 （前月末比16人増）
（内 個人会員 237人）令和2年1月31日現在

4月号の予告
●「深大寺 湯守の里」「国立温泉 湯楽の里」
　 「おふろの王様花小金井店」入浴券
● 神代植物公園入園券　  ● セサミスポーツ利用券
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日時・会場 料金（S席） 斡旋枚数
5月6日（水・休）11：00開演

赤坂ACTシアター
通常料金13,500円のところ

会員・家族　9,800円
先着
10枚

5月9日（土）15：30開演
赤坂ACTシアター

通常料金13,500円のところ

会員・家族10,600円
先着
10枚

日　程

座　席

場　所

申込期限

枚　数

料　金

東京ドーム

指定席A + TDCグルメチケット
（一般5,600円）  （1,000円分）
＊ 1塁・3塁の指定はできません。
＊ 指定席Aが準備できない場合は、指定席Bに変更となること
があります。予めご了承ください。

＊ TDCグルメチケットには、有効期限があります。またおつりは
でません。

各日  抽選8枚
申込は、1会員あたり、1試合のみ4枚まで
（複数試合の申込不可）

会員　5,600円
3/18（水）まで
＊定数を超えた場合は、日にち毎の抽選となります。

プロ野球

巨人公式戦観戦チケット巨人公式戦観戦チケット

＊ ★は、TDCグルメチケットをさらに500円分プレゼント

対戦カード 日　時 備考
巨人 VS 広島 5/ 1（金）18：00～
巨人 VS 広島 5/ 3（日）14：00～
巨人 VS 阪神 5/15（金）18：00～
巨人 VS 阪神 5/16（土）14：00～
巨人 VS 楽天 5/27（水）18：00～
巨人 VS 西武 6 / 3（水）18：00～
巨人 VS 日本ハム 6 / 6（土）14：00～

★

★

★
★
★

会報到着後から3月18日（水）までに、サービスセンターへ電話でお申し込みください。
ただし、1 宝塚歌劇『炎のボレロ』　2 綾香は、3/11（水）までにお申し込みください。申込方法

チケット特集

宝塚歌劇　雪組公演

ミュージカル・ロマン 『炎のボレロ』

3/11（水）まで申込期限

1会員当たり、2枚まで枚　数

3/18（水）まで申込期限

料　金

申込期限

場　所

日時・枚数

料　金

申込期限

場　所

日　時 6月4日（木）18：30開演　抽選20枚
府中の森芸術劇場　どりーむホール

会員　7,900円

3/11（水）まで

申込期限出　演 中村獅童、中村勘九郎、中村七之助 ほか

日にち・会場 時　間 料金（S席）

5月13日（水）
府中の森芸術劇場
どりーむホール

14：00開演
先着10枚 通常料金8,300円のところ

会員・家族　7,100円18：00開演
先着20枚

“遊音倶楽部～2nd grade～”
絢香　LIVE TOUR 2020

赤坂大歌舞伎赤坂大歌舞伎

3/18（水）まで

中村勘九郎中村七之助中村獅童

ディズニー・オン・クラシック
プレミアム

Presentation licensed 
by Disney Concerts.
©Disney

日時・場所 料金（S席） 斡旋枚数
5月16日（土）15：00開演
立川ステージガーデン

通常料金8,900円のところ

会員・家族　6,900円
先着
20枚

5月22日（金）19：00開演
東急シアターオーブ（渋谷）

通常料金8,500円のところ

会員・家族　6,300円
先着
10枚

新世代型
新ホール

区　分 日にち 席　種 会員料金
（1枚あたり） 販売枚数

1日目 5/10（日） 椅子席Ｂ
（7～11列）

椅子席S
（1～3列）

椅子席S
（1～3列）

椅子席Ｂ
（7～11列）

椅子席Ｂ
（7～11列）

9,000円

各日
抽選6枚

5日目 5/14（木） 12,500円
10日目 5/19（火） 12,500円
14日目 5/23（土） 9,000円
千秋楽 5/24（日） 9,000円

内　容

枚　数

申込期限

場　所

五
月
場
所

両国国技館
椅子席B（5,500円）+お土産（5,100円相当）
椅子席S（9,000円）+お土産（5,100円相当）
1会員あたり、2枚まで
（令和2年度　合計2場所まで購入可）

【チケットについて】
① 全て日にち毎の「抽選」です。
② 申込枚数は、1会員あたり、1場所につき2枚まで
③ 令和2年度は、「五月場所」「九月場所」「2021年初場所」より、合計
2場所まで購入できます。

5月17日（日）11：00開演
先着10枚
明治座

S席　通常料金8,000円のところ

会員・家族 6,100円
一般 7,200円

3/18（水）まで

場　所

料　金

申込期限

枚　数

日　時 7月4日（土）18：00開演
抽選30枚
1会員あたり、2枚まで
府中の森芸術劇場　どりーむホール

会員　8,800円

3/18（水）まで

三大劇場コンサート2020 in 明治座 髙橋真梨子
Concert
vol.44 2020

“supported by TACHIHI”

3/18（水）まで

＊大相撲協会の改定により、席種・料金が変更となりました。
＊予定したチケットが確保できない場合は、日にちを変更させていただくことがあります
ので、予めご了承ください。

【五月場所日程：5月10日（日）～5月24日（日）】

【先着順】　1 宝塚歌劇　3 赤坂大歌舞伎　4 ディズニー・オン・クラシック　プレミアム　5 純烈
【抽　選】　2 絢香　6 髙橋真梨子　7 大相撲五月場所　8 巨人公式戦

主演：彩風咲奈
出演：宝塚歌劇団雪組

Ⓒ宝塚歌劇団

ネオダイナミック・ショー『Music Revolution! -New Spirit-』

怪談　牡丹燈籠

Iwatani Presents

1

3

2

5 6

7 8
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会員　8,800円

3/18（水）まで

三大劇場コンサート2020 in 明治座 髙橋真梨子
Concert
vol.44 2020

“supported by TACHIHI”

3/18（水）まで

＊大相撲協会の改定により、席種・料金が変更となりました。
＊予定したチケットが確保できない場合は、日にちを変更させていただくことがあります
ので、予めご了承ください。

【五月場所日程：5月10日（日）～5月24日（日）】

【先着順】　1 宝塚歌劇　3 赤坂大歌舞伎　4 ディズニー・オン・クラシック　プレミアム　5 純烈
【抽　選】　2 絢香　6 髙橋真梨子　7 大相撲五月場所　8 巨人公式戦

主演：彩風咲奈
出演：宝塚歌劇団雪組

Ⓒ宝塚歌劇団

ネオダイナミック・ショー『Music Revolution! -New Spirit-』

怪談　牡丹燈籠

Iwatani Presents

1

3

2

5 6

7 8
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キリトリ

○ 旅行補助金受給資格の変更について
4月1日から旅行補助金の受給資格が、次のとおり変更になります。
変更点…入会日の翌月から → 入会日から6ヶ月を経過した翌月から
詳しくは、サービスセンターへお問い合わせください。

事務局からの
お知らせ

としまえん のりもの 1日券
入園+乗り物フリー

有効期間

枚　数

料　金

申込方法

申込方法

日　時 会　場

申込期限

3/18（水）まで
4月1日（水）～8月31日（月）
1会員　合計5枚まで

3月18日（水）までに、サービスセンターへ電話でお申し込みください。
＊プールが利用できる「夏の1日券」は、5月発行の会報でご案内します。

券　種 料　金
共通券（大人・子供） 1,600円
子供券（3歳～小学生） 800円 ＊3歳から有料

有効期間

有効期間

枚　数

わくわく! 春のおトク情報!!

ワンデーパス券 2,800円
プール付きワンデーパス券 3,200円

＊詳しくは、4月上旬発行の会報「特集号（No.307）」に掲載します。
＊西武園ゆうえんちはリニューアル工事のため、2020年度の「フリーパス券」の販売はありません。

よみうりランド
（入園+アシカショー+のりものフリー）

4月1日
販売開始

4月1日～2021年3月31日

1会員　合計5枚まで
＊大人・子供共通（3歳以上）

有効期間

発　行

枚　数

4月1日（水）～サービスセンター
窓口でお受け取りください。
4月1日～2021年3月31日

1会員、500円券を3枚

＊東武動物公園：大人・子供共通券（3歳～）、1会員、年間10枚まで
＊井の頭・上野・多摩：小学生、都内在住中学生無料
 1会員、年間各5枚まで

●東武動物公園 1,400円 ●井の頭自然文化園 200円
●上野動物園 400円 ●多摩動物公園 400円

東武動物公園・井の頭自然文化園・
上野動物園・多摩動物公園

春は、元気に外で遊ぼう!!

4月1日～2021年3月31日

「アミューズメント施設」「ファミリーマート・チケットポート」
「三鷹の森ジブリ美術館」

ワンデーパス券

補助券

注1）特集号が届きましたら、同封の有無を必ずご確認ください。
注2）「補助券」の再発行はできませんので、大切に保管しご利用ください。

補助券は、会報「特集号（No.307）」と
一緒に各事業所へ送付します。（4月上旬）
＊個人会員は、自宅へ送付します。

事業所の担当者より
お受け取りください。

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム利用券

場　所

座　席

料　金 申込方法

味の素スタジアム
バックスタンド上層自由席（当日券：大人  3,500円、U-18  800円）

FC東京主催
試合

http：//www.fctokyo.co.jp/

＊ 試合日程は、FC東京のホームページをご覧いただくか、
　サービスセンターまでお問い合わせください。

＊ FC東京主催試合のみが対象です。（ＪＦL主催等の試合は対象外）

区　分 料　金
会員・家族 大人 2,400円
会員・家族 U-18 500円
一般 大人 2,800 円
一般 U-18 600円

下記の割引券を切り取って、チケット販売窓口へ提出してください。割引料金でご購入いただけます!

横浜・八景島シーパラダイス 春感謝月間 ! 有効期間：2020年3月1日（日）～
3月31日（火）まで

◇営業時間
　期間により異なりますので、下記までお問合せください。
◇所在地：神奈川県横浜市金沢区八景島
◇問合せ：045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
◇交通
　電車：横浜シーサイドライン「八景島駅」下車徒歩すぐ
　車：首都高速湾岸線「幸浦出口」より国道357号線経由

2992
お名前

発行：一般財団法人三鷹市勤労者福祉サービスセンター

【アクアリゾーツパス】（水族館 4施設パス）
一般料金 感謝月間特別料金   利用人数

●大人・高校生 3,000 円 ⇒ 2,100 円  　　名

●小・中学生 1,800 円 ⇒ 1,300 円  　　名

●幼児（4歳以上） 900円 ⇒ 600 円  　　名

●シニア（65歳以上） 2,500 円 ⇒ 1,750 円  　　名

【ワンデーパス】（水族館 4館+アトラクション）
一般料金 感謝月間特別料金   利用人数

●大人・高校生 5,200 円 ⇒ 3,800 円  　　名

●小・中学生 3,700 円 ⇒ 3,000 円  　　名

●幼児（4歳以上） 2,100 円 ⇒ 1,600 円  　　名

●シニア（65歳以上） 3,700 円 ⇒ 3,000 円  　　名

※プレジャーランドパス=アトラクションパス
※本券 1枚で 5名様まで有効　※コピー可
※チケット購入時、必ず本券をご提出ください。
※他の割引券・補助券等との併用不可

【楽園ナイトパス】　※ 15：00～ 販売・利用可
一般料金 感謝月間特別料金   利用人数

●大人・高校生 3,400 円 ⇒ 2,900 円  　　名

●小・中学生 2,200 円 ⇒ 1,850 円  　　名

●幼児（4歳以上） 1,700 円 ⇒ 1,400 円  　　名

●シニア（65歳以上） 2,200 円 ⇒ 1,850 円  　　名

＊ プール利用不可

リーグチケットリーグチケットJJ11

試合開催日の3週間前までに、サービス
センターへ電話でお申し込みください。

【4月】 4/3（金） 横浜FC戦
 4/12（日） 大分トリニータ戦
 4/18（土） 湘南ベルマーレ戦
【5月】 5/1（金） ヴィッセル神戸戦
 5/10（日） サガン鳥栖戦
 5/23（土） ベガルタ仙台戦
  ※ACLの日程により、5/22（金）
  　19：00に変更となる可能性があります

 5/31（日） 北海道コンサドーレ札幌戦

4月・5月の試合日程

三鷹市出身の指揮者沼尻竜典氏が音楽監督を務めるトウキョウ・ミタカ・フィルハーモニアの第80回定期演奏会を開催します。
今回は、三鷹市出身のピアニスト横山幸雄氏とICU出身のハーピスト吉野直子氏をソリストにお迎えします。
創立25周年を記念して開催する本演奏会に（公財）三鷹市スポーツと文化財団が抽選で5組10名様をご招待します。

（公財）三鷹市スポーツと文化財団からのご案内

トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア　第80回定期演奏会

ミタカ・フィル創立25周年記念
5組10名様
ご招待!（抽選）

3月10日（火）までに、「三鷹市スポーツと文化財団」へ「メール」でお申し込みください。
当選者の発表は、当選通知の発送をもって代えさせていただきます。
 　 tmp80pr＠mitaka.jpn.org（三鷹市スポーツと文化財団宛）
　　＊ サービスセンターの会員番号（会員証の7桁の番号）・会員名・連絡先・ミタカフィル演奏会希望と記載

3月14日（土）午後3時開演（午後2時開場） 三鷹市芸術文化センター　風のホール

306
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事業所数 ４50社 （前月末比4社減）
会 員 数  3,021人 （前月末比16人増）
（内 個人会員 237人）令和2年1月31日現在

4月号の予告
●「深大寺 湯守の里」「国立温泉 湯楽の里」
　 「おふろの王様花小金井店」入浴券
● 神代植物公園入園券　  ● セサミスポーツ利用券
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