
みたか野菜収穫体験 !!

申込方法

電話受付
先着順

三鷹で採れた 旬の野菜をお届けします！

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）

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。

主　催

料　金

料　金

申込方法

主　催

2020年6月～12月
三鷹ファーム管理農園（三鷹市新川3丁目）　※駐車場・駐輪場あり

（1）収穫野菜
夏から秋に、約17種類のおいしい三鷹野菜を収穫します。
＊じゃがいも、玉ねぎ、里芋、小松菜、枝豆、いんげん、キュウリ、トマト、ナス、
　ピーマン、ししとう、ズッキーニ、大根、キャベツ、ブロッコリー、カブ、白菜など
＊野菜の生育状況により、変更になる場合があります。

（2）収穫方法
採れごろになったら、事務局からご連絡します。指定日（主に水曜か日曜）にお越しください。
ただし、きゅうり、ナス、トマトなどは、終了まで自由に収穫できます。

（3）イモ煮会と野菜収穫体験への参加
秋に開催予定のイモ煮会（別会場）にご参加いただけます。

通常料金18,000円のところ
会員　1区画　16,000円

会報到着後から5月25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10名募集します。
株式会社三鷹ファーム
事務局：株式会社まちづくり三鷹

収穫期間

場　所

内　容

会報到着後から5月25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10名募集します。

野菜宅配

野菜収穫体験

「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!!
三鷹の畑で採れた旬の新鮮野菜を、年6回（6月、7月、8月、10月、11月、12月）ご自宅までお届けします。（三鷹市内限定）
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。

（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、8月、10月、11月、12月予定　（初回宅配日：6月23日火曜日）
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15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
秋に開催予定のイモ煮会と野菜収穫体験にご参加いただけます。

内　容

令和2年度　収支予算・事業計画
●一般会計収支予算（令和2年4月1日～令和3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講習会、セミナー・古典芸能鑑賞教室
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券、
フィットネスクラブ利用補助、健康ハイキング、スポーツ健康教室

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

●農業収穫体験
●野菜宅配斡旋補助
●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

参加者募集

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5月号に掲載されている事業は、中止または延期になる場合があります。
•毎週木曜日の窓口延長は、5月いっぱい休止します。
•会報4月号でお知らせした「イオンシネマ映画鑑賞券」の有効期間は、6月1日～11月30日に変更になりました。
•窓口への来所は控えて、なるべく電話・ファクス・郵便をご利用ください。

● 新型コロナウイルス感染症　三鷹市緊急対応方針（第１弾）が発表されました
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による市民生活への影響が懸念される中で、市は市民の暮らしや中小企業の経営継続に向けた
支援などを柱とした「新型コロナウイルス感染症　三鷹市緊急対応方針」（第１弾）を発表しました。市は今後も状況に合わせて多様な施策を
進めていきますとの事です。詳しくは、市のホームページをご覧ください。

収　入 支　出
科　目 予算額 科　目 予算額

入会金収入（入会金0円キャンペーン実施中） 0 事業費支出 54,870
会費収入 19,200 管理費支出 11,932
事業収入 25,766 特定預金積立 0
市補助金収入 13,869 予備費 1,000
雑収入 330
特定預金取崩収入 6,000
基本財産運用収入 10
前期繰越収支差額 2,627

合　　　計 67,802 合　計 67,802

※ P1 野菜収穫体験 も併せて募集しています。

＊ P4 野菜宅配 も併せて募集しています。

株式会社三鷹ファームが行っている「みたか野菜収穫体験」に特別料金でご参加いただけます。
半年間、“新鮮”“安心”“美味しい”で評判のみたか野菜が、収穫できます。
市内で農業を営むプロが、「野菜をつくり」「収穫」をサポートします。
お子様の「食育」や「健康なカラダ作り」「免疫力アップ」にもピッタリです‼

三鷹市内の畑で野菜を収穫しよう!!

309
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事業所数 ４47社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,006人 （前月末比9人減）
（内 個人会員 237人）令和2年3月31日現在

6月号の予告
●都内共通入浴券
●ブルーベリー摘み取り体験
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明治座

2021年3月31日（水）まで
埼玉県飯能市宮沢327-6
【アクセス】西武池袋線「飯能駅北口」､JR八高線「東飯能駅東口」よりバス（約13分）
　　　　  有料駐車場あり

1会員あたり、5枚まで

有効期間

場　所

枚　数

料　金

申込方法

ムーミンバレーパーク 入園
チケット

としまえん

有効期間

枚　数

料　金

申込方法

6月27日（土）～8月31日（月）
1会員あたり、各5枚まで
通常料金（大人）4,600円、子供3,600円のところ

共通券（大人・子供） 2,400円
子供券（3歳～小学生） 1,400円

会報到着後から5月25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。

夏の 1日券 入園＋プール＋
のりもの乗り放題

プール営業日
7/11～ 8/31

ラストチャンス
～楽しい想い出をありがとう～

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 4,600 円 ▶ 2,900 円
子供 3,600 円 ▶ 1,900 円

プール券
（入園＋プール）

大人 4,100 円 ▶ 2,400 円
子供 3,100 円 ▶ 1,400 円

＊「アミューズメント施設割引補助券」利用で、現地にて割引
料金で利用することもできます。

ムーミン一家とその仲間たち、そして新しい発見に出会える場所へ‼

区　分 大　人 子供券
会員 1,800 円 1,000 円
一　般 2,200 円 1,200 円

（通常価格）（3,400 円） （1,500 円）
＊ 一部有料アトラクションがあります。

サービスセンターへ電話でお申し込み
ください。
定数になり次第、終了となります。

日時・枚数

場　所

座　席

日替わりゲスト

料　金

申込方法

7月12日（日）　午前11時開演　先着10枚
明治座

千昌夫

S席（1階席・2階席）
S席 12,000円のところ

会員・家族 8,200円
一般 9,600円

会報到着後から5月25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。
なお、お申し込みが確定したチケットは公演が中止になった場合
を除いてキャンセルができませんので、予めご了承ください。

3部構成でお届けするスペシャルなエンターテイメントSHOW!
40周年を祝して豪華ゲスト出演!!

9月30日（水）まで

会員・家族  1冊 2,600円
一般 3,100円

最初の利用日から2ケ月間（最終有効期限は、2021年3月31日）
＊購入にあたっての注意
 •「入場できる展示」と「割引券として使える展示」があります。
 •本券は、大人料金のみとなります。お子様と65歳以上の方は、
各展示の入場料金をお確かめの上、ご購入ください。

 •休館の施設がありますので、ホームページ等でご確認ください。

Tokyo Dome City

有効期間

金　額

購入方法

得10チケット

TEL▶03（5800）9999　HP▶www.tokyo-dome.co.jp/toku10/お問合せ先〔東京ドーム〕
注）不足のポイント分に現金を追加してのご利用は出来ません。他のチケットとの併用は出来ません。ポイントは切り離すと無効になります。

2020
有効期間

東京・ミュージアム

東京を中心とする99の美術館や博物館などの入場券または
割引券がセットなった便利でお得なチケットブックです。
（通常料金　2,200円　＊大人料金のみ）

ぐるっとパス

美術館・博物館等共通入場券＆割引券

料　金

申込方法

東京ドームシティ各施設で使える、1冊10ポイント綴りのおトクなレジャーチケット!
各対象施設には、ご利用の際に必要なポイント数が設定されており、お手持ちのポイント内で
お好きな組み合わせで楽しめます。（最大6,000円相当）

○対象施設（一部掲載）

上記は、対象施設の一部を掲載しました。　　※天候や混雑状況により営業の中止・入場規制がかかる場合があります。　※各施設により、営業日時等異なります。

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
施設が開館次第、販売を開始します。

とく　　  てん

必要P 対象施設・内容 大人／子ども通常料金 有料対象年齢

10P

アトラクションズ ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）大人・中人・シニア
※特別興行を除く 3,700 ～ 4,200 中学生以上

東京ドームホテル 3F　スーパーダイニング「リラッサ」　ランチブッフェ（90分制）
※ご予約をおすすめいたします。 3,520～／1,100～

4歳以上
東京ドームホテル 43F　サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」パノラマランチ
（土日祝のみ 90分制）※ご予約をおすすめいたします。 3,850 ／ 2,200

8P
アトラクションズ ナイト割引パスポート（17時以降アトラクション乗り放題）　※特別興行を除く 1,500 ～ 3,200 3 歳以上
アトラクションズ ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）小人・幼児　※特別興行を除く 1,800 ～ 2,800 3 歳～小学生
スパ ラクーア入館（平日） 2,900 ～ 2,090 6 歳未満入館不可

5P 宇宙ミュージアム TeNQ 入場料　※当日のみ有効 1,200 ～ 1,800 4 歳以上

会員・家族　1,700円

サービスセンターへ電話で
お申し込みください。
施設が開館次第、販売を
開始します。

■ 施設一覧　※各施設指定の展示に1回のみご利用いただけます。

● 印刷博物館は1月 7日～ 6月 5日まで地階の本施設および諸施設を休室いたします。
● 夢の島熱帯植物館は7月 3日～ 9月 7日まで休館いたします。
● 千葉市美術館は1月から 7月 10日までリニューアル工事のため休館いたします。

【ぐるっとパス2020ご利用上の注意】 
● ■の館は、「ぐるっとパス2020」の新規参加対象施設です。
● 相田みつを美術館は6月 22日～ 10月 5日まで休館いたします。

東京・皇居周辺エリア
・ミュゼ浜口陽三 ･ヤマサコレクション
・三井記念美術館
・国立映画アーカイブ
・相田みつを美術館　・出光美術館
■小石川後楽園　・印刷博物館
・昭和館　・科学技術館
・東京国立近代美術館

上野周辺エリア
・下町風俗資料館　・上野の森美術館
・国立西洋美術館　・国立科学博物館
・東京国立博物館　・旧東京音楽学校奏楽堂
・東京都美術館　・恩賜上野動物園
・東京藝術大学大学美術館　・旧岩崎邸庭園
・朝倉彫塑館　・書道博物館
・一葉記念館　・石洞美術館
・文京区立森鷗外記念館　■向島百花園

多摩エリア
・武蔵野市立吉祥寺美術館
・井の頭自然文化園　・三鷹市美術ギャラリー
・三鷹市山本有三記念館
・調布市武者小路実篤記念館　・神代植物公園
・府中市美術館　・府中市郷土の森博物館
・多摩六都科学館　・江戸東京たてもの園
・小平市平櫛田中彫刻美術館　■殿ヶ谷戸庭園
・多摩動物公園　・八王子市夢美術館
・町田市立国際版画美術館

港・渋谷・目黒・世田谷エリア
・パナソニック汐留美術館
・浜離宮恩賜庭園　■旧芝離宮恩賜庭園
・大倉集古館　・菊池寛実記念 智美術館
・森美術館／東京シティビュー　・国立新美術館
・渋谷区立松濤美術館　・戸栗美術館
・山種美術館　・東京都写真美術館
・国立科学博物館附属自然教育園
・東京都庭園美術館　・目黒区美術館
・郷さくら美術館　・アクセサリーミュージアム
・五島美術館　・静嘉堂文庫美術館
・世田谷文学館　・世田谷美術館

墨田・深川・臨海エリア
・たばこと塩の博物館
・すみだ北斎美術館
・東京都江戸東京博物館　・刀剣博物館
・江東区芭蕉記念館　■清澄庭園

・東京都現代美術館　・江東区深川江戸資料館
・江東区中川船番所資料館　・地下鉄博物館
・葛西臨海水族園　・夢の島熱帯植物館
・日本科学未来館

新宿・練馬・池袋・王子エリア
・新宿区立漱石山房記念館
・新宿区立新宿歴史博物館
・文化学園服飾博物館　・古賀政男音楽博物館
・東京オペラシティ アートギャラリー
・NTTインターコミュニケーション ･センター［ICC］
・新宿区立林芙美子記念館　・ちひろ美術館 ･東京
・練馬区立美術館　・古代オリエント博物館
・紙の博物館　・北区飛鳥山博物館
■旧古河庭園　■六義園
・東洋文庫ミュージアム神奈川・千葉・埼玉

・そごう美術館　・横浜美術館
・帆船日本丸／横浜みなと博物館
・神奈川県立歴史博物館
・横浜都市発展記念館／横浜ユーラシア文化館
・横浜開港資料館　・三溪園　・千葉市美術館
・埼玉県立近代美術館
・埼玉県立歴史と民俗の博物館



明治座

2021年3月31日（水）まで
埼玉県飯能市宮沢327-6
【アクセス】西武池袋線「飯能駅北口」､JR八高線「東飯能駅東口」よりバス（約13分）
　　　　  有料駐車場あり

1会員あたり、5枚まで

有効期間

場　所

枚　数

料　金

申込方法

ムーミンバレーパーク 入園
チケット

としまえん

有効期間

枚　数

料　金

申込方法

6月27日（土）～8月31日（月）
1会員あたり、各5枚まで
通常料金（大人）4,600円、子供3,600円のところ

共通券（大人・子供） 2,400円
子供券（3歳～小学生） 1,400円

会報到着後から5月25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。

夏の 1日券 入園＋プール＋
のりもの乗り放題

プール営業日
7/11～ 8/31

ラストチャンス
～楽しい想い出をありがとう～

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 4,600 円 ▶ 2,900 円
子供 3,600 円 ▶ 1,900 円

プール券
（入園＋プール）

大人 4,100 円 ▶ 2,400 円
子供 3,100 円 ▶ 1,400 円

＊「アミューズメント施設割引補助券」利用で、現地にて割引
料金で利用することもできます。

ムーミン一家とその仲間たち、そして新しい発見に出会える場所へ‼

区　分 大　人 子供券
会員 1,800 円 1,000 円
一　般 2,200 円 1,200 円

（通常価格）（3,400 円） （1,500 円）
＊ 一部有料アトラクションがあります。

サービスセンターへ電話でお申し込み
ください。
定数になり次第、終了となります。

日時・枚数

場　所

座　席

日替わりゲスト

料　金

申込方法

7月12日（日）　午前11時開演　先着10枚
明治座

千昌夫

S席（1階席・2階席）
S席 12,000円のところ

会員・家族 8,200円
一般 9,600円

会報到着後から5月25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。
なお、お申し込みが確定したチケットは公演が中止になった場合
を除いてキャンセルができませんので、予めご了承ください。

3部構成でお届けするスペシャルなエンターテイメントSHOW!
40周年を祝して豪華ゲスト出演!!

9月30日（水）まで

会員・家族  1冊 2,600円
一般 3,100円

最初の利用日から2ケ月間（最終有効期限は、2021年3月31日）
＊購入にあたっての注意
 •「入場できる展示」と「割引券として使える展示」があります。
 •本券は、大人料金のみとなります。お子様と65歳以上の方は、
各展示の入場料金をお確かめの上、ご購入ください。

 •休館の施設がありますので、ホームページ等でご確認ください。

Tokyo Dome City

有効期間

金　額

購入方法

得10チケット

TEL▶03（5800）9999　HP▶www.tokyo-dome.co.jp/toku10/お問合せ先〔東京ドーム〕
注）不足のポイント分に現金を追加してのご利用は出来ません。他のチケットとの併用は出来ません。ポイントは切り離すと無効になります。

2020
有効期間

東京・ミュージアム

東京を中心とする99の美術館や博物館などの入場券または
割引券がセットなった便利でお得なチケットブックです。
（通常料金　2,200円　＊大人料金のみ）

ぐるっとパス

美術館・博物館等共通入場券＆割引券

料　金

申込方法

東京ドームシティ各施設で使える、1冊10ポイント綴りのおトクなレジャーチケット!
各対象施設には、ご利用の際に必要なポイント数が設定されており、お手持ちのポイント内で
お好きな組み合わせで楽しめます。（最大6,000円相当）

○対象施設（一部掲載）

上記は、対象施設の一部を掲載しました。　　※天候や混雑状況により営業の中止・入場規制がかかる場合があります。　※各施設により、営業日時等異なります。

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
施設が開館次第、販売を開始します。

とく　　  てん

必要P 対象施設・内容 大人／子ども通常料金 有料対象年齢

10P

アトラクションズ ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）大人・中人・シニア
※特別興行を除く 3,700 ～ 4,200 中学生以上

東京ドームホテル 3F　スーパーダイニング「リラッサ」　ランチブッフェ（90分制）
※ご予約をおすすめいたします。 3,520～／1,100～

4歳以上
東京ドームホテル 43F　サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」パノラマランチ
（土日祝のみ 90分制）※ご予約をおすすめいたします。 3,850 ／ 2,200

8P
アトラクションズ ナイト割引パスポート（17時以降アトラクション乗り放題）　※特別興行を除く 1,500 ～ 3,200 3 歳以上
アトラクションズ ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）小人・幼児　※特別興行を除く 1,800 ～ 2,800 3 歳～小学生
スパ ラクーア入館（平日） 2,900 ～ 2,090 6 歳未満入館不可

5P 宇宙ミュージアム TeNQ 入場料　※当日のみ有効 1,200 ～ 1,800 4 歳以上

会員・家族　1,700円

サービスセンターへ電話で
お申し込みください。
施設が開館次第、販売を
開始します。

■ 施設一覧　※各施設指定の展示に1回のみご利用いただけます。

● 印刷博物館は1月 7日～ 6月 5日まで地階の本施設および諸施設を休室いたします。
● 夢の島熱帯植物館は7月 3日～ 9月 7日まで休館いたします。
● 千葉市美術館は1月から 7月 10日までリニューアル工事のため休館いたします。

【ぐるっとパス2020ご利用上の注意】 
● ■の館は、「ぐるっとパス2020」の新規参加対象施設です。
● 相田みつを美術館は6月 22日～ 10月 5日まで休館いたします。

東京・皇居周辺エリア
・ミュゼ浜口陽三 ･ヤマサコレクション
・三井記念美術館
・国立映画アーカイブ
・相田みつを美術館　・出光美術館
■小石川後楽園　・印刷博物館
・昭和館　・科学技術館
・東京国立近代美術館

上野周辺エリア
・下町風俗資料館　・上野の森美術館
・国立西洋美術館　・国立科学博物館
・東京国立博物館　・旧東京音楽学校奏楽堂
・東京都美術館　・恩賜上野動物園
・東京藝術大学大学美術館　・旧岩崎邸庭園
・朝倉彫塑館　・書道博物館
・一葉記念館　・石洞美術館
・文京区立森鷗外記念館　■向島百花園

多摩エリア
・武蔵野市立吉祥寺美術館
・井の頭自然文化園　・三鷹市美術ギャラリー
・三鷹市山本有三記念館
・調布市武者小路実篤記念館　・神代植物公園
・府中市美術館　・府中市郷土の森博物館
・多摩六都科学館　・江戸東京たてもの園
・小平市平櫛田中彫刻美術館　■殿ヶ谷戸庭園
・多摩動物公園　・八王子市夢美術館
・町田市立国際版画美術館

港・渋谷・目黒・世田谷エリア
・パナソニック汐留美術館
・浜離宮恩賜庭園　■旧芝離宮恩賜庭園
・大倉集古館　・菊池寛実記念 智美術館
・森美術館／東京シティビュー　・国立新美術館
・渋谷区立松濤美術館　・戸栗美術館
・山種美術館　・東京都写真美術館
・国立科学博物館附属自然教育園
・東京都庭園美術館　・目黒区美術館
・郷さくら美術館　・アクセサリーミュージアム
・五島美術館　・静嘉堂文庫美術館
・世田谷文学館　・世田谷美術館

墨田・深川・臨海エリア
・たばこと塩の博物館
・すみだ北斎美術館
・東京都江戸東京博物館　・刀剣博物館
・江東区芭蕉記念館　■清澄庭園

・東京都現代美術館　・江東区深川江戸資料館
・江東区中川船番所資料館　・地下鉄博物館
・葛西臨海水族園　・夢の島熱帯植物館
・日本科学未来館

新宿・練馬・池袋・王子エリア
・新宿区立漱石山房記念館
・新宿区立新宿歴史博物館
・文化学園服飾博物館　・古賀政男音楽博物館
・東京オペラシティ アートギャラリー
・NTTインターコミュニケーション ･センター［ICC］
・新宿区立林芙美子記念館　・ちひろ美術館 ･東京
・練馬区立美術館　・古代オリエント博物館
・紙の博物館　・北区飛鳥山博物館
■旧古河庭園　■六義園
・東洋文庫ミュージアム神奈川・千葉・埼玉

・そごう美術館　・横浜美術館
・帆船日本丸／横浜みなと博物館
・神奈川県立歴史博物館
・横浜都市発展記念館／横浜ユーラシア文化館
・横浜開港資料館　・三溪園　・千葉市美術館
・埼玉県立近代美術館
・埼玉県立歴史と民俗の博物館



みたか野菜収穫体験 !!

申込方法

電話受付
先着順

三鷹で採れた 旬の野菜をお届けします！

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）

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。

主　催

料　金

料　金

申込方法

主　催

2020年6月～12月
三鷹ファーム管理農園（三鷹市新川3丁目）　※駐車場・駐輪場あり

（1）収穫野菜
夏から秋に、約17種類のおいしい三鷹野菜を収穫します。
＊じゃがいも、玉ねぎ、里芋、小松菜、枝豆、いんげん、キュウリ、トマト、ナス、
　ピーマン、ししとう、ズッキーニ、大根、キャベツ、ブロッコリー、カブ、白菜など
＊野菜の生育状況により、変更になる場合があります。

（2）収穫方法
採れごろになったら、事務局からご連絡します。指定日（主に水曜か日曜）にお越しください。
ただし、きゅうり、ナス、トマトなどは、終了まで自由に収穫できます。

（3）イモ煮会と野菜収穫体験への参加
秋に開催予定のイモ煮会（別会場）にご参加いただけます。

通常料金18,000円のところ
会員　1区画　16,000円

会報到着後から5月25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10名募集します。
株式会社三鷹ファーム
事務局：株式会社まちづくり三鷹

収穫期間

場　所

内　容

会報到着後から5月25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10名募集します。

野菜宅配

野菜収穫体験

「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!!
三鷹の畑で採れた旬の新鮮野菜を、年6回（6月、7月、8月、10月、11月、12月）ご自宅までお届けします。（三鷹市内限定）
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。

（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、8月、10月、11月、12月予定　（初回宅配日：6月23日火曜日）
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15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
秋に開催予定のイモ煮会と野菜収穫体験にご参加いただけます。

内　容

令和2年度　収支予算・事業計画
●一般会計収支予算（令和2年4月1日～令和3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講習会、セミナー・古典芸能鑑賞教室
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券、
フィットネスクラブ利用補助、健康ハイキング、スポーツ健康教室

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

●農業収穫体験
●野菜宅配斡旋補助
●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

参加者募集

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5月号に掲載されている事業は、中止または延期になる場合があります。
•毎週木曜日の窓口延長は、5月いっぱい休止します。
•会報4月号でお知らせした「イオンシネマ映画鑑賞券」の有効期間は、6月1日～11月30日に変更になりました。
•窓口への来所は控えて、なるべく電話・ファクス・郵便をご利用ください。

● 新型コロナウイルス感染症　三鷹市緊急対応方針（第１弾）が発表されました
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による市民生活への影響が懸念される中で、市は市民の暮らしや中小企業の経営継続に向けた
支援などを柱とした「新型コロナウイルス感染症　三鷹市緊急対応方針」（第１弾）を発表しました。市は今後も状況に合わせて多様な施策を
進めていきますとの事です。詳しくは、市のホームページをご覧ください。

収　入 支　出
科　目 予算額 科　目 予算額

入会金収入（入会金0円キャンペーン実施中） 0 事業費支出 54,870
会費収入 19,200 管理費支出 11,932
事業収入 25,766 特定預金積立 0
市補助金収入 13,869 予備費 1,000
雑収入 330
特定預金取崩収入 6,000
基本財産運用収入 10
前期繰越収支差額 2,627

合　　　計 67,802 合　計 67,802

※ P1 野菜収穫体験 も併せて募集しています。

＊ P4 野菜宅配 も併せて募集しています。

株式会社三鷹ファームが行っている「みたか野菜収穫体験」に特別料金でご参加いただけます。
半年間、“新鮮”“安心”“美味しい”で評判のみたか野菜が、収穫できます。
市内で農業を営むプロが、「野菜をつくり」「収穫」をサポートします。
お子様の「食育」や「健康なカラダ作り」「免疫力アップ」にもピッタリです‼

三鷹市内の畑で野菜を収穫しよう!!
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事業所数 ４47社 （前月末比増減なし）
会 員 数  3,006人 （前月末比9人減）
（内 個人会員 237人）令和2年3月31日現在

6月号の予告
●都内共通入浴券
●ブルーベリー摘み取り体験

4


