
事務局からのお知らせ
ご紹介先を下記にご記入の上、サービスセンターまでFAXをお送りください。
FAX　0422-47-5657　　TEL　0422-47-5152

対象者：新規に加入される事業所および現在会員事業所の正規社員・パート・アルバイトの方
特　典：入会金が無料になります!

会員様の事業所名及び氏名 ☎

ご　紹　介　先

事 業 所 名

所　在　地 ☎

ご担当者名

この機会に
ご入会を!

くらしと仕事 応援キャンペーン！
会員加入促進

（期間：2020年4月～2021年3月）

入会金が0円（ゼロ円）になります!

対象者：新規入会の事業所をご紹介していただいた方及びご紹介を受けて新規入会された事業所
特　典：新規加入1事業所につきクオカード（1,000円相当分）を進呈します。

お知り合いの事業所を
紹介してください!事業所紹介者に謝礼を進呈します！

●4月から共済給付の内容が変更になりました。詳しくは、会報特集号（No.307）P.5または会報2月号（No.305）P.3をご覧ください。
　2020年3月31日までに発生した事由に対する給付申請は、事由発生日から一年間有効となっています。
●4月から共済給付金及び旅行補助金の受給資格は、入会日から6ヶ月を経過した翌月からに変更になりました。
　「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」について
　補助券は、会報特集号（No.307）と一緒に各事業所へ送付しましたので、ご確認ください。万一、補助券が届いていない場合は、
4月末までにサービスセンターへご連絡ください。
　※4月1日以降に入会された会員の皆様については、別便にて会員証と一緒に送付します。

枚　数

料　金

有効期間

施　設

購入方法

セサミ スポーツクラブセサミ スポーツクラブ 前期分

2020年9月30日まで
会員　1枚　1,400円
会員1人につき、前期（4～9月）に25枚まで
購入できます。

『セサミスポーツクラブ三鷹』
＊一部別途料金がかかるものがあります。

サービスセンター窓口で販売します。

ご利用について
●サービスセンター窓口で「利用券」を購入して、ご利用ください。
●利用時には、必ず「サービスセンターの会員証」をお持ちください。 
●ご利用いただけるのは会員と同居の家族（18歳以上）です。

利用券

限定
50枚

一年中花が咲く神代植物公園で
時を忘れて散策を!

場　所

料　金

購入方法

その他

枚　数

日　時 2021年3月31日（水）まで
調布市深大寺元町2・5丁目、深大寺北町1・2丁目、深大寺南町4・5丁目

1会員あたり、年間5枚まで
通常料金　大人500円、65歳以上250円のところ
会員　1枚　200円
•小学生及び都内在住・在学の中学生は無料
•身体障がい者手帳、愛の手帳、精神障がい者保健福祉手帳または
　療育手帳持参の方と付添の方は無料

サービスセンターへ電話でお申し込みください。

神代植物公園 入園券

会員の皆様へ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会報4月号に掲載されている事業は、中止あるいは延期になる場合があります。

枚　数料　金

大人入園券都内動物公園
1会員あたり、それぞれ
年間 各5枚まで

購入方法 サービスセンター窓口で
販売します。

井の頭自然文化園
※本園と分園、両方入場可 上野動物園 多摩動物公園

会　員

区　分

200 円 400 円 400 円
（当日券） （400 円） （600 円） （600 円）

井の頭自然文化園　上野動物園
多摩動物公園

＊ 小学生以下、都内在住・在学の中学生は無料（生徒手帳を提示）
＊ 身体障がい者手帳等をお持ちの方と付添者（原則1名）無料（手帳を提示）
＊ 65歳以上の方は、年齢の証明となるものをお持ちになって、現地チケット売り場で
　購入してください。（シニア券：井の頭自然文化園200円、上野・多摩動物園300円）

（有効期限なし）

308
2020 4

事業所数 ４47社 （前月末比3社減）
会 員 数  3,015人 （前月末比6人減）
（内 個人会員 236人）令和2年2月29日現在

5月号の予告
● 東京ミュージアムぐるっとパス2020
●「ムーミンバレーパーク」入園券
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会報到着後から4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。
申込時には、会員番号・事業所名・会員名・TEL・チケット名・数量をお伝えください。申込方法

日帰り入浴券

枚　数

場　所

料　金

日　時 6月16日（火）19：00開演
抽選10枚
1会員あたり、2枚まで
立川ステージガーデン

（S席）通常料金8,800円のところ

会員　6,400円

【希望者】 1 高尾の湯 極楽湯　2 深大寺天然温泉 湯守の里　3 国立温泉 湯楽の里　4 おふろの王様 花小金井店　8 イオンシネマ映画鑑賞券
【先着順】 5 マンマ・ミーア　7 6月歌舞伎鑑賞教室　　【抽　選】　6 ボン・ベートーヴェン交響楽団　

場　所

有効期間

内　容

料　金

枚　数

場　所

有効期間

内　容

料　金

枚　数

場　所内　容

有効期間 料　金

枚　数

●大人・時間フリー館内利用券　1セット（2枚綴）
●レンタルタオル（大・小）・レンタル館内着付き
●土・日・祝日利用の場合は、プラス150円（現地支払）
 【通常料金】大人（1回あたり）平日1,500円（レンタルタオル・館内着代含む）

翌年2021年4月30日（金）まで
調布市深大寺元町2-12-2　☎ 0424（99）7777
【アクセス】JR「武蔵境駅」、京王線「調布駅」よりシャトルバス

深大寺天然温泉 湯守の里

●大人入浴券　　1セット（2枚綴）
●土・日・祝日利用可（追加料金なし）
    【通常料金】大人（1回あたり）平日  820円、土日祝  930円

翌年2021年4月30日（金）まで
国立市谷保3143-1「フレスポ国立南」内
☎042-580-1726

湯楽の里国立温泉

●入浴回数券　　1セット（10枚綴）
●土・日・祝日利用の場合は、プラス100円（現地支払）
    【通常料金】大人（1回あたり）平日  960円、土日祝  1,160円

翌年2021年4月30日（金）まで

花小金井店

1会員あたり、10セットまで
会　員　1セット（2枚組）　1,800円

1会員あたり、10セットまで

会　員　1セット（2枚組）　1,400円

場　所

有効期間

内　容

料　金

枚　数

●特別入館券（大人）　　1セット（2枚綴）
●土・日・祝日、繁忙期利用可（追加料金なし）
    【通常料金】大人（1回あたり）平日  1,000円、土日祝  1,200円

翌年2021年4月30日（金）まで

八王子市高尾町2229-7
京王線高尾山口駅となり
☎042-663-4126
1会員あたり、10セットまで
会　員　1セット（2枚組）　1,400円

注）有効期間あります

小平市花小金井南町3-9-10
☎042（452）2603

1会員あたり、2セットまで

会　員　1セット（10枚組）　6,800円

極楽湯
京王高尾山温泉

歌舞伎 鑑賞教室6
月

プログラム・
　　　歌舞伎読本付き

全国のイオンシネマにて鑑賞できるカード型の
映画券です。現地での鑑賞はもちろん、WEB
予約もできます。
＊3D・4DX映画等ご利用の場合は、追加料金が
必要となります。

5月1日（金）～10月31日（土）
1会員、4枚まで

会員　1枚 1,000円

内　容

有効期間

枚　数

料　金

「トリエ京王調布」内イオンシネマ シアタス
調布など、全国91劇場で利用できます。

国立劇場
イオンシネマ
　映画鑑賞券
イオンシネマ
　映画鑑賞券

電話予約
4/20（月）まで

引換期間
4/30（木）～5/29（金）
注）必ず期間中（5/29）にお引換えください。

「マンマ・ミーア」
劇団四季 ミュージカル

世代を超えて世界中で愛される

“ABBA”の大ヒットナンバーで

綴る　とびきりハッピーな

ミュージカル

横浜公演

日　時 場　所 枚　数 料金（S席）
5月16日（土）
13：00開演

KAAT神奈川
芸術劇場
（横浜）

各日・先着
10枚

（合計30枚）

通常料金
11,000円のところ

会員・家族
9,400円

5月17日（日）
13：00開演

6月6日（土）
13：00開演

TACHIKAWA STAGE GARDEN
グランドオープン記念

往年の巨匠達を魅了したドイツ伝統の響き
楽聖生誕の地ボンより待望の来日!

ボン・ベートーヴェン交響楽団
『歓喜の歌、第九』

─解説「歌舞伎のみかた」と「名作の上演」─
初めての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き!
出演者による実演を交えた解説と、とっておきの作品の二本
立てでお楽しみください。
公演プログラムと鑑賞のしおりの無料配布もあります。

料　金 区　分 大　人 学　生
会員・家族 2,900 円 1,400 円
一　般 3,400 円 1,600 円

日　時

場　所

座　席

① 6月13日（土）　11：00開演
 先着10枚
② 6月21日（日）　11：00開演
 先着10枚

国立劇場　大劇場

1等席・指定席（当日券大人　4,100円）

1

3

2

5 6

7 8
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会員　1枚　200円
•小学生及び都内在住・在学の中学生は無料
•身体障がい者手帳、愛の手帳、精神障がい者保健福祉手帳または
　療育手帳持参の方と付添の方は無料

サービスセンターへ電話でお申し込みください。

神代植物公園 入園券

会員の皆様へ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会報4月号に掲載されている事業は、中止あるいは延期になる場合があります。

枚　数料　金

大人入園券都内動物公園
1会員あたり、それぞれ
年間 各5枚まで

購入方法 サービスセンター窓口で
販売します。

井の頭自然文化園
※本園と分園、両方入場可 上野動物園 多摩動物公園

会　員

区　分

200 円 400 円 400 円
（当日券） （400 円） （600 円） （600 円）

井の頭自然文化園　上野動物園
多摩動物公園

＊ 小学生以下、都内在住・在学の中学生は無料（生徒手帳を提示）
＊ 身体障がい者手帳等をお持ちの方と付添者（原則1名）無料（手帳を提示）
＊ 65歳以上の方は、年齢の証明となるものをお持ちになって、現地チケット売り場で
　購入してください。（シニア券：井の頭自然文化園200円、上野・多摩動物園300円）

（有効期限なし）
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事業所数 ４47社 （前月末比3社減）
会 員 数  3,015人 （前月末比6人減）
（内 個人会員 236人）令和2年2月29日現在

5月号の予告
● 東京ミュージアムぐるっとパス2020
●「ムーミンバレーパーク」入園券

4


