
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）

会報到着後から5月21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15名募集します。
＊お申し込みいただいた方は、「みたか野菜クラブ」の会員と
なりますので、別途「申込書」にご記入いただきます。

主　催料　金

野菜宅配

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月下旬）
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。
＊途中退会等による返金はできません。

内　容

令和3年度　収支予算・事業計画
●一般会計収支予算（令和3年4月1日～令和4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古典芸能鑑賞教室・講習会
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、入浴施設利用補助、
フィットネスクラブ利用補助、健康教室、ハイキング

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
●相撲・野球等スポーツ観戦チケット斡旋
●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

対　　象

申請可能回数

対象者

補助金額

申請方法

添付書類

その他必要なもの

「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!!

「コンビニ払い手数料」無料の期間延長について
サービスセンターで購入するチケットや事業参加費などのお支払いにご利用いただける「コンビニ払い手数料」（通常168円）の
無料期間を延長いたしますので、引き続きご利用ください。なお、チケットの送料につきましては、別途300円～570円をご
負担いただきます。詳しくは、サービスセンターまでお問い合わせください。　　 期間：2021年9月30日（木）申込分まで

事務局からの
お知らせ

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。

収　入 支　出
入会金収入（入会金0円キャンペーン） 0 事業費支出 50,547
会費収入 18,600 管理費支出 11,855
事業収入 21,684 特定預金積立 0
市補助金収入 14,142 予備費 1,000
雑収入 360
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 2,606

合　　計 63,402 合　　計 63,402

たまには日帰りで
旅行に行きませんか !?

入会金0円（ゼロ円）キャンペーン実施中！会員加入促進会員加入促進

─ お知り合いの事業所をご紹介ください ! ─
ご紹介いただいた事業所が新規加入した場合、謝礼としてクオカード（1,000円相当）を進呈いたします。
☆小さな負担で大きなサービス!　1ケ月会費ワンコイン（1人500円）で、遊園地・動物園・水族館・博物館・美術館の見学、
宿泊施設利用、レストランのランチやディナーなど、様々なシーンでお役に立ちます。

1. 新規に会員になられた方は、入会金が無料です
2. 新規に加入された事業所にクオカード（1,000円相当）を進呈します
新規に加入された方は、全員が「入会金無料」となります!　また、新規に加入された事業所にはクオカード（1,000円相当）
を進呈いたします。アルバイトやパートで働いている皆様もご加入いただけます。このチャンスにぜひご加入ください!!

日帰りパックツアーの旅行費を補助します !

2021年6月1日（火）～同年11月30日（火）までに出発した旅行会社主催の日帰り旅行
※補助申請は、2022年1月31日（月）まで受け付けます。

1回

サービスセンターの会員及び同居家族
※会員になる前に行った旅行や会員以外のご家族のみが参加した旅行は対象になりません。

会員1,000円
家族1人につき500円　 ※会員と一緒に参加した場合に限ります。

「日帰り旅行補助金交付申請書・請求書」に必要事項を記入・押印のうえ、
下記の書類を添付してサービスセンター窓口または郵送にて提出してください。
※「日帰り旅行補助金交付申請書・請求書」は、サービスセンター窓口またはホームページからダウンロードできます。

会員が利用されたことがわかる旅行会社の領収書
※クレジットカード決済などで領収書が提出できない場合は、クレジットカードまたは銀行振り込み等の明細書を添付してください。

認め印 及び 振込先口座番号

会員の皆さんが対象期間中に旅行会社主催の日帰りツアーを利用した場合、その費用について
一部補助いたします。この機会に手軽な日帰り旅行にお出かけしてはいかがでしょうか。

夜間営業時間の変更について 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、木曜日の夜間営業は、5/13～ 6/3まで休止といたします。

平日（月～金）　午前8時30分～午後5時
※5/13（木）～6/3（木）の期間

322
2021 5

事業所数 414社 （前月末比3社減）
会 員 数  2,858 人 （前月末比13人減）
（内 個人会員 208人）令和3年3月31日現在

● イオンシネマ映画鑑賞券
● ブルーベリー摘み取り体験6月号の予告
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枚　数

料　金

購入方法

通常窓口料金1,900円のところ
会員 900円
一般 1,200円

1会員あたり、5枚まで（6～10枚は、一般料金）

6月30日（水）まで、サービスセンター窓口で販売します。

料　金

申込方法

枚　数

有効期間 2021年10月31日（日）まで
1会員あたり、合計5枚まで（抽選100枚）

料　金

購入方法

枚　数

有効期間 5月29日（土）～8月31日（火）
1会員あたり、5枚まで（6～10枚は、一般料金）

歌舞伎 鑑賞教室7
月

プログラム・鑑賞のしおり付き

初めて歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き!
出演者による解説と、名作・名場面の
ご鑑賞の二本立てでお楽しみください。

料　金

申込期限

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

①7月 4 日（日）午前11時～ 先着10枚
②7月18日（日）午前11時～ 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）

電話受付
先着順

埼玉西武ライオンズのホームゲーム
 メットライフドーム
内野指定席A､B､C／
外野エリア（ビジター外野除く）／ステンレスカウンター

1会員あたり、5枚まで

会員 2,200円

枚　数

料　金 申込期限

対象席種

セレクトチケット

埼玉西武ライオンズ埼玉西武ライオンズ
公式戦観戦チケット引換券

事前にお好きな試合を選び、予約・チケットを
お引換えください。

＊予約・引換開始日：ファンクラブWeb先行販売日
＊引換時には、申込者本人の2021年埼玉西武ライオンズファンクラブ会員証、
埼玉西武ライオンズチケット会員証、身分証明書の提示が必要です
㊟ セレクトチケットは、コロナウイルス感染症に関する状況により、サービス内容
を変更、または中止とする場合がございます。埼玉西武ライオンズ主催試合は、
試合観戦契約約款およびNPB感染予防ガイドラインが適用されます。

① サービスセンター
でチケット購入

② WEBサイトで
チケットを予約

③ 球場またはライオ
ンズストアで引換

　 （事前・当日）

利用方法

ご自分で観戦日・座席を選んで、観戦できるチケットです。

「峠  最後のサムライ」
司馬遼太郎が描きたかった “風雲児”、最後の一年

2021年7月1日（木）全国ロードショー
《監督・脚本》 小泉堯史
《出　　　演》 役所広司、松たか子、香川京子、
 田中泯、永山絢斗／仲代達矢　他

松
竹
映
画

©2020「峠　最後のサムライ」製作委員会

TM & © TOHO CO., LTD.
©TEZUKA PRODUCTIONS

映画鑑賞券

府中市郷土の森博物館 入場券

最新型プラネタリウムが映し出す一億個の星 と々、四季を通じて楽しめるフィールドミュージアム

あじさいまつり 開催
5/29◯土～7/4◯日

8月27日（金）まで
サービスセンター窓口で販売
します。

※4歳未満は無料
※休館日、開館時間、プラネタリウムの投映内容等は施設HPでご確認いただくか、
　府中市郷土の森博物館（042-368-7921）へお問い合わせください。

種　類 区　分 会　員

入場券 大　人 通常料金300円のところ
200円

プラネタリウム観覧付
入場券

大　人 通常料金900円のところ
600円

中学生以下 通常料金450円のところ
300円

5月21日（金）

料　金

申込期限

日　時

場　所

座　席

7月10日（土）午後5時開演　 抽選10枚

明治座

S席（1階席・2階席正面）

当日券12,000円のところ

会員・家族 9,100円
一般 10,800円

5月21日（金）

料　金

申込期限

日　時

場　所

出　演

座　席

7月11日（日）午前11時開演 先着10枚
7月17日（土）午後 4 時開演 先着10枚
新橋演舞場

藤山直美、西川きよし（特別出演）、西川忠志、
田村亮、金子昇、大津嶺子、いま寛大

1等席

当日券13,000円のところ
会員・家族 8,300円
一般 9,800円

5月21日（金）

1920 年代のニューヨークを舞台にしたコメディと、
ヒット曲満載の歌謡ショー
ムード歌謡コーラスグループ “純烈” が贈る、
これぞエンターテイメント‼

明治座 7 月

純烈公演

おあきと春団治おあきと春団治
～お姉ちゃんにまかしとき～

新橋演舞場 七月 公演

【演目】解説　歌舞伎のみかた
　　　   ※上演演目は鋭意選定中
（前半約30分は、歌舞伎の基礎的な知識を出演者が
舞台上で解説します。後半約1時～ 1時間30分は、
名作・名場面を上演いたします。）

抽選30枚5月21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。
定数を超えた場合は、抽選となります。

① 電話申込
 5/21（金）まで

② 抽選結果の連絡
 5/24（月）

③ 引換開始
 6/1（火）～

全国の映画館で
ご利用いただけます

区 分 おとな券 こども券

会 員
通常料金4,400円のところ

3,700円
通常料金3,300円のところ

2,800円

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち 入園＋乗り物フ
リー

心あたたまる幸福感に包まれる、新しい「西武園ゆうえんち」

2021 年 5月 19 日（水）　グランドオープン !

昭和の熱気を遊びつくそう !!

夏期は、プールも利用できます!

5月21日（金）

3

1

4

2

申込期間
申込方法
【抽選】　1 明治座「純烈コンサート」　2 埼玉西武ライオンズ　　【先着順】　3 新橋演舞場「おあきと春団治」　4 歌舞伎鑑賞教室

会報到着後～5/21（金）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



枚　数

料　金

購入方法

通常窓口料金1,900円のところ
会員 900円
一般 1,200円

1会員あたり、5枚まで（6～10枚は、一般料金）

6月30日（水）まで、サービスセンター窓口で販売します。

料　金

申込方法

枚　数

有効期間 2021年10月31日（日）まで
1会員あたり、合計5枚まで（抽選100枚）

料　金

購入方法

枚　数

有効期間 5月29日（土）～8月31日（火）
1会員あたり、5枚まで（6～10枚は、一般料金）

歌舞伎 鑑賞教室7
月

プログラム・鑑賞のしおり付き

初めて歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き!
出演者による解説と、名作・名場面の
ご鑑賞の二本立てでお楽しみください。

料　金

申込期限

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

①7月 4 日（日）午前11時～ 先着10枚
②7月18日（日）午前11時～ 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）

電話受付
先着順

埼玉西武ライオンズのホームゲーム
 メットライフドーム
内野指定席A､B､C／
外野エリア（ビジター外野除く）／ステンレスカウンター

1会員あたり、5枚まで

会員 2,200円

枚　数

料　金 申込期限

対象席種

セレクトチケット

埼玉西武ライオンズ埼玉西武ライオンズ
公式戦観戦チケット引換券

事前にお好きな試合を選び、予約・チケットを
お引換えください。

＊予約・引換開始日：ファンクラブWeb先行販売日
＊引換時には、申込者本人の2021年埼玉西武ライオンズファンクラブ会員証、
埼玉西武ライオンズチケット会員証、身分証明書の提示が必要です
㊟ セレクトチケットは、コロナウイルス感染症に関する状況により、サービス内容
を変更、または中止とする場合がございます。埼玉西武ライオンズ主催試合は、
試合観戦契約約款およびNPB感染予防ガイドラインが適用されます。

① サービスセンター
でチケット購入

② WEBサイトで
チケットを予約

③ 球場またはライオ
ンズストアで引換

　 （事前・当日）

利用方法

ご自分で観戦日・座席を選んで、観戦できるチケットです。

「峠  最後のサムライ」
司馬遼太郎が描きたかった “風雲児”、最後の一年

2021年7月1日（木）全国ロードショー
《監督・脚本》 小泉堯史
《出　　　演》 役所広司、松たか子、香川京子、
 田中泯、永山絢斗／仲代達矢　他

松
竹
映
画
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映画鑑賞券

府中市郷土の森博物館 入場券

最新型プラネタリウムが映し出す一億個の星 と々、四季を通じて楽しめるフィールドミュージアム

あじさいまつり 開催
5/29◯土～7/4◯日

8月27日（金）まで
サービスセンター窓口で販売
します。

※4歳未満は無料
※休館日、開館時間、プラネタリウムの投映内容等は施設HPでご確認いただくか、
　府中市郷土の森博物館（042-368-7921）へお問い合わせください。

種　類 区　分 会　員

入場券 大　人 通常料金300円のところ
200円

プラネタリウム観覧付
入場券

大　人 通常料金900円のところ
600円

中学生以下 通常料金450円のところ
300円

5月21日（金）

料　金

申込期限

日　時

場　所

座　席

7月10日（土）午後5時開演　 抽選10枚

明治座

S席（1階席・2階席正面）

当日券12,000円のところ

会員・家族 9,100円
一般 10,800円

5月21日（金）

料　金

申込期限

日　時

場　所

出　演

座　席

7月11日（日）午前11時開演 先着10枚
7月17日（土）午後 4 時開演 先着10枚
新橋演舞場

藤山直美、西川きよし（特別出演）、西川忠志、
田村亮、金子昇、大津嶺子、いま寛大

1等席

当日券13,000円のところ
会員・家族 8,300円
一般 9,800円

5月21日（金）

1920 年代のニューヨークを舞台にしたコメディと、
ヒット曲満載の歌謡ショー
ムード歌謡コーラスグループ “純烈” が贈る、
これぞエンターテイメント‼

明治座 7 月

純烈公演

おあきと春団治おあきと春団治
～お姉ちゃんにまかしとき～

新橋演舞場 七月 公演

【演目】解説　歌舞伎のみかた
　　　   ※上演演目は鋭意選定中
（前半約30分は、歌舞伎の基礎的な知識を出演者が
舞台上で解説します。後半約1時～ 1時間30分は、
名作・名場面を上演いたします。）

抽選30枚5月21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。
定数を超えた場合は、抽選となります。

① 電話申込
 5/21（金）まで

② 抽選結果の連絡
 5/24（月）

③ 引換開始
 6/1（火）～

全国の映画館で
ご利用いただけます

区 分 おとな券 こども券

会 員
通常料金4,400円のところ

3,700円
通常料金3,300円のところ

2,800円

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち 入園＋乗り物フ
リー

心あたたまる幸福感に包まれる、新しい「西武園ゆうえんち」

2021 年 5月 19 日（水）　グランドオープン !

昭和の熱気を遊びつくそう !!

夏期は、プールも利用できます!

5月21日（金）
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申込期間
申込方法
【抽選】　1 明治座「純烈コンサート」　2 埼玉西武ライオンズ　　【先着順】　3 新橋演舞場「おあきと春団治」　4 歌舞伎鑑賞教室

会報到着後～5/21（金）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



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）

会報到着後から5月21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15名募集します。
＊お申し込みいただいた方は、「みたか野菜クラブ」の会員と
なりますので、別途「申込書」にご記入いただきます。

主　催料　金

野菜宅配

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月下旬）
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。
＊途中退会等による返金はできません。

内　容

令和3年度　収支予算・事業計画
●一般会計収支予算（令和3年4月1日～令和4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古典芸能鑑賞教室・講習会
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、入浴施設利用補助、
フィットネスクラブ利用補助、健康教室、ハイキング

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
●相撲・野球等スポーツ観戦チケット斡旋
●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

対　　象

申請可能回数

対象者

補助金額

申請方法

添付書類

その他必要なもの

「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!!

「コンビニ払い手数料」無料の期間延長について
サービスセンターで購入するチケットや事業参加費などのお支払いにご利用いただける「コンビニ払い手数料」（通常168円）の
無料期間を延長いたしますので、引き続きご利用ください。なお、チケットの送料につきましては、別途300円～570円をご
負担いただきます。詳しくは、サービスセンターまでお問い合わせください。　　 期間：2021年9月30日（木）申込分まで

事務局からの
お知らせ

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。

収　入 支　出
入会金収入（入会金0円キャンペーン） 0 事業費支出 50,547
会費収入 18,600 管理費支出 11,855
事業収入 21,684 特定預金積立 0
市補助金収入 14,142 予備費 1,000
雑収入 360
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 2,606

合　　計 63,402 合　　計 63,402

たまには日帰りで
旅行に行きませんか !?

入会金0円（ゼロ円）キャンペーン実施中！会員加入促進会員加入促進

─ お知り合いの事業所をご紹介ください ! ─
ご紹介いただいた事業所が新規加入した場合、謝礼としてクオカード（1,000円相当）を進呈いたします。
☆小さな負担で大きなサービス!　1ケ月会費ワンコイン（1人500円）で、遊園地・動物園・水族館・博物館・美術館の見学、
宿泊施設利用、レストランのランチやディナーなど、様々なシーンでお役に立ちます。

1. 新規に会員になられた方は、入会金が無料です
2. 新規に加入された事業所にクオカード（1,000円相当）を進呈します
新規に加入された方は、全員が「入会金無料」となります!　また、新規に加入された事業所にはクオカード（1,000円相当）
を進呈いたします。アルバイトやパートで働いている皆様もご加入いただけます。このチャンスにぜひご加入ください!!

日帰りパックツアーの旅行費を補助します !

2021年6月1日（火）～同年11月30日（火）までに出発した旅行会社主催の日帰り旅行
※補助申請は、2022年1月31日（月）まで受け付けます。

1回

サービスセンターの会員及び同居家族
※会員になる前に行った旅行や会員以外のご家族のみが参加した旅行は対象になりません。

会員1,000円
家族1人につき500円　 ※会員と一緒に参加した場合に限ります。

「日帰り旅行補助金交付申請書・請求書」に必要事項を記入・押印のうえ、
下記の書類を添付してサービスセンター窓口または郵送にて提出してください。
※「日帰り旅行補助金交付申請書・請求書」は、サービスセンター窓口またはホームページからダウンロードできます。

会員が利用されたことがわかる旅行会社の領収書
※クレジットカード決済などで領収書が提出できない場合は、クレジットカードまたは銀行振り込み等の明細書を添付してください。

認め印 及び 振込先口座番号

会員の皆さんが対象期間中に旅行会社主催の日帰りツアーを利用した場合、その費用について
一部補助いたします。この機会に手軽な日帰り旅行にお出かけしてはいかがでしょうか。

夜間営業時間の変更について 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、木曜日の夜間営業は、5/13～ 6/3まで休止といたします。

平日（月～金）　午前8時30分～午後5時
※5/13（木）～6/3（木）の期間

322
2021 5

事業所数 414社 （前月末比3社減）
会 員 数  2,858 人 （前月末比13人減）
（内 個人会員 208人）令和3年3月31日現在

● イオンシネマ映画鑑賞券
● ブルーベリー摘み取り体験6月号の予告
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