
NEW

事務局からの
お知らせ

2021年6月号～2022年3月号

●サービスセンターに加入して、6ケ月以上経過した事業所
●サービスセンターの会員・家族の皆さまが利用の際、会員証の呈示により一定の特典（割引等の優待サービス）を
ご提供いただけること。

サービスセンター事業の目的並びに公共の福祉に反しないもので、デザインや掲載位置等は、サービスセンター
に一任とする。

料　金

枚　数

神代植物公園　入園券
2022年3月31日（木）まで
会員　200円（5枚まで）

料　金

有効期間

東京の美術館・博物館等共通入館券

東京・ミュージアム　ぐるっとパス2021

料　金

枚　数

料　金

枚　数

よみうりランドワンデーパス券
（入園+アシカショー+のりものフリー）　※プール利用不可

2022年3月31日（木）まで

会員　3,300円（5枚まで）

料　金

枚　数

東武動物公園 法人アトラクションパスセット
（入園+のりもの乗り放題）※プール利用不可

2022年3月31日（木）まで
会員　1,700円（5枚まで）

Tokyo Dome City　得10チケット
2021年9月30日（木）まで
会員・家族　1冊  2,600円

㊟すでに規定枚数を
　購入された方は、
　お求めいただけません。

有効期間

料　金

施　設

セサミスポーツクラブ利用券　前期分
2022年3月31日（木）まで
会員　1,400円（前期分25枚）まで
＊一部別途料金がかかるものがあります。

『セサミスポーツクラブ三鷹』

最初の利用日から2ケ月間
（最終有効期限は、2022年3月31日）

会員・家族　1,900円

掲載会報

掲載条件

掲載内容

掲載までの流れ

その他

掲載事業所募集!コロナに負けない!　「くらしと仕事応援プロジェクト」

サービスセンター発行の会報に、会員の皆さまのお店や事業所をご紹介いたします（掲載無料）
店舗やお店のオススメ商品・人気メニューなどを掲載して、販路拡大・販売促進にご活用ください。

会報「ゆとり&にゅーす」に掲載して

4月1日（木）～7月11日（日）
＊潮干狩ができない日があります。
  必ず「潮見表」でご確認の上、お出かけください。

●江川海岸潮干狩　入場券+採貝券
●採貝量 大人券：2kgまで／
 小人（4歳～小学生）：1kgまで
 （超過採貝料：1kgにつき900円）

みたか野菜収穫体験 !!

料　金

申込方法

主　催

2021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

収穫期間

有効期間

内　容

枚　数

購入方法

その他

料　金

場　所

内　容

野菜収穫体験 参加者募集

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作り、収穫をサポートします。

三鷹市内の畑で野菜を収穫しよう!!

春のレジャーはこれで決まり!

木更津市
江川海岸

6月30日（水）まで、
サービスセンター窓口で
販売します。

潮干狩券

（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、人参、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。

通常料金18,000円のところ
会員　1家族　16,000円

4月16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。（抽選10名）
※定数を超えた場合は抽選となります。

（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。
＊きゅうり、ナス、トマトなどは、終了まで自分専用の
区画で自由に収穫できます。

1会員あたり、5枚まで

変更に
なりました

株式会社三鷹ファーム
事務局：株式会社まちづくり三鷹

  所在地・問い合わせ先
  江川漁業協同組合　木更津市江川576-6
  TEL  0438-41-2234（平日８：３０～１７：００）
  （木更津金田I.C降りて現地まで約5km）

•無料大駐車場有
•無料更衣室／休憩所大人200円、小人100円
•貸熊手：特別料金50円
　（三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員と伝える）
 注１ 2021年度の渡し船は欠航となります。
 注２ 土日祝の混雑時の迂回路として、袖ケ浦 Ｉ.Cの

ご利用をお奨めします。

区　分 大　人 小人
（4歳～小学生）

会　員 1,300円 600円
（当日券） （1,800円） （900円）

●「会員事業所紹介掲載申込書」は、ホームページからダウンロードできます。
●掲載は、1事業所につき期間中1回。
●掲載時期は、ご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。

会員の皆さまのお店や事業所をPRしませんか !!会員の皆さまのお店や事業所をPRしませんか !!

掲載事業所と掲載に
向けた打ち合わせを
行います。

「会員事業所紹介掲載申込書」に
必要事項を記入の上、製版原稿
（電子データ可）または掲載見本
を添えてお申し込みください。

掲載内容等を十分に
審査の上、「掲載の可
否」を決定し、結果
を通知します。

● 「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」の補助券について
 　補助券は、会報特集号（No.320）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。

平日（月・火・水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木） 午前8時30分～午後7時
※木曜日の夜間窓口は休止となる場合があります。

321
2021 4

事業所数 417社 （前月末比2社減）
会 員 数  2,871 人 （前月末比8人減）
（内 個人会員 208人）令和3年2月28日現在

● 国立劇場「7月歌舞伎鑑賞教室」7/4・7/18
● 映画「峠 最後のサムライ」  映画鑑賞券5月号の予告
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日時・枚数

場　所

座　席

料　金

申込期限

6月5日（土）
午後2時開演（午後1時開場）　抽選10枚
武蔵野市民文化会館　大ホール

全席指定

通常料金5,500円のところ
会員・家族　4,200円
＊未就学児の入場不可

4月16日（金）

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

申込期限

5月15日（土）午後3時開演　抽選10枚
5月16日（日）午後3時開演　抽選10枚
立川ステージガーデン

S席

通常料金8,900円のところ
会員・家族　6,900円　＊未就学児の入場不可
4月16日（金）

場　所

有効期間

内　容

料　金

申込期限

枚　数

場　所

有効期間

内　容

料　金

申込期限

枚　数

場　所

内　容

有効期間

申込期限

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
●日・祝利用の場合は、プラス150円（現地支払）
 【通常料金】大人（1回あたり）平日1,400円（レンタルタオル・館内着代含む）

6月1日～2022年5月31日まで
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・祝利用可（追加料金なし）
    【通常料金】大人（1回あたり）平日870円、土日祝980円

6月1日～2022年5月31日
国立市泉3-29-11
☎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

6月1日～2022年5月31日
小平市花小金井南町3-9-10　　☎ 042（452）2603

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
4月23日（金）

1会員あたり、10セットまで

会員  1セット（2枚組）　1,400円
4月23日（金）

場　所

有効期間

内　容

料　金

申込期限

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

6月1日～2022年5月31日

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
4月23日（金）

1会員あたり、2セットまで

会員  1セット（10枚組）　6,800円
4月23日（金）

極楽湯
京王高尾山温泉

日　程

座　席

場　所

申込期限

その他

枚　数

料　金

指定席A + 東京ドームグループ利用券
（一般5,600円）  （1,000円分）
•1塁・3塁の席指定不可
•指定席Aが準備できない場合：指定席Bに変更あり
•東京ドームグループ利用券：有効期間あり、おつりはでません。

1会員あたり、1試合のみ4枚まで
•複数試合の申込不可　•定数を超えた場合は、日にち毎の抽選

会員　5,600円
4月16日（金）
•料金は、昨年の参考料金となります。
•内容は、変更となる場合があります。

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

枚　数

内　容

日にち・料金

申込期限

場　所

五
月
場
所

両国国技館

各日1組／ 1会員あたり１組（２名分）

チケット　＋　お土産（梅5,230円相当）

4月16日（金）

【初場所日程　5月9日（日）～5月23日（日）】

特別企画!

5組10名（抽選）

6・7月

対戦カード 日　時 あっせん
枚数

巨人  VS  日本ハム 6/ 5（土）18：00～

各日
抽選
8枚

巨人  VS  日本ハム 6/ 6（日）14：00～

巨人  VS  広島 6/30（水）18：00～
巨人  VS  広島 7/ 1（木）18：00～
巨人  VS  ヤクルト 7/13（火）18：00～
巨人  VS  ヤクルト 7/14（水）18：00～

高嶋ちさ子
～ゆかいな　
　　　音楽会～

ディズニー・アニメーションやパークの音楽を、日本初公開の映像
と共に、日本人ヴォーカリストとオーケストラの生演奏でお贈りする、
豪華ライブエンターテイメント!

夢とまほうの贈り物

Presentation licensed
by Disney Concerts.
©Disney

日にち 席　種 料金（1名あたり）
6日目

5/14（金）
8日目

5/16（日）
12日目

5/20（木）
13日目

5/21（金）
14日目

5/22（土）

桝席B
（1F 9 ～ 12列）
※1桝2名

15,230円 ⇒ 13,000円

13,730円 ⇒ 11,500円

13,730円 ⇒ 11,500円

13,230円 ⇒ 11,000円

13,230円 ⇒ 11,000円

椅子席A
（2F 4 ～ 6列）

椅子席A
（2F 4 ～ 6列）

椅子席A
（2F 4 ～ 6列）

椅子席A
（2F 4 ～ 6列）

NEW

＊日付毎の抽選。
＊今後の状況により、中止あるいはチケットの確保ができない場合があります。

東京ドーム

※今後の状況により、中止あるいはチケットの確保ができない場合が
　あります。

5 6
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申込方法
希
望
者

1 国立温泉 湯楽の里　2 おふろの王様 花小金井店　3 京王高尾山温泉　4 深大寺天然温泉 湯守の里

会報到着後～4/23（金）
申込期間 申込期間

申込方法
抽
選

5 大相撲五月場所　6 ディズニー・オン・クラシック　7 高嶋ちさ子ゆかいな音楽会　8 プロ野球巨人公式戦

会報到着後～4/16（金）サービスセンターへ、電話でお申し込みください。定数を超えた場合は、抽選となります。サービスセンターへ、電話でお申し込みください。 TEL 0422（47）5152
平日 8：30～17：00　受付



日時・枚数

場　所

座　席

料　金

申込期限

6月5日（土）
午後2時開演（午後1時開場）　抽選10枚
武蔵野市民文化会館　大ホール

全席指定

通常料金5,500円のところ
会員・家族　4,200円
＊未就学児の入場不可

4月16日（金）

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

申込期限

5月15日（土）午後3時開演　抽選10枚
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内　容

料　金

申込期限

枚　数

場　所

有効期間

内　容

料　金

申込期限

枚　数

場　所

内　容

有効期間

申込期限

料　金

枚　数
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●土・日・祝利用の場合は、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
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花小金井店
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会員  1セット（2枚組）　1,800円
4月23日（金）

1会員あたり、10セットまで
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•指定席Aが準備できない場合：指定席Bに変更あり
•東京ドームグループ利用券：有効期間あり、おつりはでません。
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•料金は、昨年の参考料金となります。
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5/14（金）
8日目

5/16（日）
12日目

5/20（木）
13日目

5/21（金）
14日目

5/22（土）

桝席B
（1F 9 ～ 12列）
※1桝2名

15,230円 ⇒ 13,000円

13,730円 ⇒ 11,500円

13,730円 ⇒ 11,500円

13,230円 ⇒ 11,000円

13,230円 ⇒ 11,000円

椅子席A
（2F 4 ～ 6列）

椅子席A
（2F 4 ～ 6列）

椅子席A
（2F 4 ～ 6列）

椅子席A
（2F 4 ～ 6列）

NEW

＊日付毎の抽選。
＊今後の状況により、中止あるいはチケットの確保ができない場合があります。

東京ドーム

※今後の状況により、中止あるいはチケットの確保ができない場合が
　あります。

5 6

7 83

1

4

2

申込方法
希
望
者

1 国立温泉 湯楽の里　2 おふろの王様 花小金井店　3 京王高尾山温泉　4 深大寺天然温泉 湯守の里

会報到着後～4/23（金）
申込期間 申込期間

申込方法
抽
選

5 大相撲五月場所　6 ディズニー・オン・クラシック　7 高嶋ちさ子ゆかいな音楽会　8 プロ野球巨人公式戦

会報到着後～4/16（金）サービスセンターへ、電話でお申し込みください。定数を超えた場合は、抽選となります。サービスセンターへ、電話でお申し込みください。 TEL 0422（47）5152
平日 8：30～17：00　受付



NEW

事務局からの
お知らせ

2021年6月号～2022年3月号

●サービスセンターに加入して、6ケ月以上経過した事業所
●サービスセンターの会員・家族の皆さまが利用の際、会員証の呈示により一定の特典（割引等の優待サービス）を
ご提供いただけること。

サービスセンター事業の目的並びに公共の福祉に反しないもので、デザインや掲載位置等は、サービスセンター
に一任とする。

料　金

枚　数

神代植物公園　入園券
2022年3月31日（木）まで
会員　200円（5枚まで）

料　金

有効期間

東京の美術館・博物館等共通入館券

東京・ミュージアム　ぐるっとパス2021

料　金

枚　数

料　金

枚　数

よみうりランドワンデーパス券
（入園+アシカショー+のりものフリー）　※プール利用不可

2022年3月31日（木）まで

会員　3,300円（5枚まで）

料　金

枚　数

東武動物公園 法人アトラクションパスセット
（入園+のりもの乗り放題）※プール利用不可

2022年3月31日（木）まで
会員　1,700円（5枚まで）

Tokyo Dome City　得10チケット
2021年9月30日（木）まで
会員・家族　1冊  2,600円

㊟すでに規定枚数を
　購入された方は、
　お求めいただけません。

有効期間

料　金

施　設

セサミスポーツクラブ利用券　前期分
2022年3月31日（木）まで
会員　1,400円（前期分25枚）まで
＊一部別途料金がかかるものがあります。

『セサミスポーツクラブ三鷹』

最初の利用日から2ケ月間
（最終有効期限は、2022年3月31日）

会員・家族　1,900円

掲載会報

掲載条件

掲載内容

掲載までの流れ

その他

掲載事業所募集!コロナに負けない!　「くらしと仕事応援プロジェクト」

サービスセンター発行の会報に、会員の皆さまのお店や事業所をご紹介いたします（掲載無料）
店舗やお店のオススメ商品・人気メニューなどを掲載して、販路拡大・販売促進にご活用ください。

会報「ゆとり&にゅーす」に掲載して

4月1日（木）～7月11日（日）
＊潮干狩ができない日があります。
  必ず「潮見表」でご確認の上、お出かけください。

●江川海岸潮干狩　入場券+採貝券
●採貝量 大人券：2kgまで／
 小人（4歳～小学生）：1kgまで
 （超過採貝料：1kgにつき900円）

みたか野菜収穫体験 !!

料　金

申込方法

主　催

2021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

収穫期間

有効期間

内　容

枚　数

購入方法

その他

料　金

場　所

内　容

野菜収穫体験 参加者募集

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作り、収穫をサポートします。

三鷹市内の畑で野菜を収穫しよう!!

春のレジャーはこれで決まり!

木更津市
江川海岸

6月30日（水）まで、
サービスセンター窓口で
販売します。

潮干狩券

（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、人参、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。

通常料金18,000円のところ
会員　1家族　16,000円

4月16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。（抽選10名）
※定数を超えた場合は抽選となります。

（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。
＊きゅうり、ナス、トマトなどは、終了まで自分専用の
区画で自由に収穫できます。

1会員あたり、5枚まで

変更に
なりました

株式会社三鷹ファーム
事務局：株式会社まちづくり三鷹

  所在地・問い合わせ先
  江川漁業協同組合　木更津市江川576-6
  TEL  0438-41-2234（平日８：３０～１７：００）
  （木更津金田I.C降りて現地まで約5km）

•無料大駐車場有
•無料更衣室／休憩所大人200円、小人100円
•貸熊手：特別料金50円
　（三鷹市勤労者福祉サービスセンターの会員と伝える）
 注１ 2021年度の渡し船は欠航となります。
 注２ 土日祝の混雑時の迂回路として、袖ケ浦 Ｉ.Cの

ご利用をお奨めします。

区　分 大　人 小人
（4歳～小学生）

会　員 1,300円 600円
（当日券） （1,800円） （900円）

●「会員事業所紹介掲載申込書」は、ホームページからダウンロードできます。
●掲載は、1事業所につき期間中1回。
●掲載時期は、ご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。

会員の皆さまのお店や事業所をPRしませんか !!会員の皆さまのお店や事業所をPRしませんか !!

掲載事業所と掲載に
向けた打ち合わせを
行います。

「会員事業所紹介掲載申込書」に
必要事項を記入の上、製版原稿
（電子データ可）または掲載見本
を添えてお申し込みください。

掲載内容等を十分に
審査の上、「掲載の可
否」を決定し、結果
を通知します。

● 「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」の補助券について
 　補助券は、会報特集号（No.320）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。

平日（月・火・水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木） 午前8時30分～午後7時
※木曜日の夜間窓口は休止となる場合があります。

321
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事業所数 417社 （前月末比2社減）
会 員 数  2,871 人 （前月末比8人減）
（内 個人会員 208人）令和3年2月28日現在

● 国立劇場「7月歌舞伎鑑賞教室」7/4・7/18
● 映画「峠 最後のサムライ」  映画鑑賞券5月号の予告
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