
　行　程

世田谷

東八道路

吉祥寺

松ビルB1

Kuriya（厨）

かっぱ寿司

杏林大学病院

三鷹高校

第一小学校

新川交番

府中

9月25日（土）
出発：午前8時45分（ケーブルカー清滝駅集合）
※山登りに適した服装でご参加ください。
午後2時頃　薬王院解散（各自で下山）

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

八王子市勤労者福祉サービスセンターとの合同企画

高尾山ハイキング
ミシュランガイドで三ツ星の評価を得た高尾山を登ります。①ケーブルカーで高尾山駅まで上がってから出発するコースと

②麓の清滝駅から歩いて高尾山山頂を目指すコースがあります。ハイキング終了後、護摩焚き・精進料理の食事を

行います。

※参加費には、護摩焚き・精進料理・ガイド代が含まれます。
※往復の交通費は含まれません。
※9月21日（火）から取消料が発生します。

&薬王院で御護摩焚きと精進料理

区　分 大　人
会員・家族 3,100円
一　般 参加できません

㊟ ツアーではありません

イメージ

イメージ
イメージ

高尾登山電鉄ケーブルカー清滝駅
8：45　集合・出発
　・　
　・　
　・　
　・　
高尾山山頂
　・
　・
薬王院（護摩焚き・精進料理）
　⇒ 14：00頃解散
　解散後は各自で下山してください。

①清滝駅からケーブル乗車（料金は自己負担）
　⇒2号路⇒4号路
②清滝駅から6号路（びわ滝）
※① ②コースともにガイドが同行します現地集合・現地解散

10名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。定員に満たない場合でも、
　8月31日（火）に受け付けを締め切ります。

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
① ② どちらのコースかをお伝えください。

※ 変更となる場合があります

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。詳しくは、会報4月号（321号）をご覧ください。

「事業所紹介ページ」に載せませんか?

会員事業所紹介 会員様のお店です

事務局からのお知らせ

 チケットポートの一部閉店について
チケットポート横浜店（横浜ポルタ）は、7月20日をもって閉店となりました。また、チケットポート大宮店（大宮ソニックシティホール）は、大宮ソニックシ
ティホールの大規模修繕により7月2日よりしばらくの間、休業しております。

三鷹市井の頭3-15-14
☎ 0422-43-5030
営　業：月～土曜日（10：00～ 19：00）
定休日：日曜日　※ご節句・お彼岸などは営業

三鷹市新川6-9-11　松ビルＢ1
☎ 0422-79-2870
営　業：平日10：00～
定休日：土・日・祝日

ランチは、すべて手作り!　三鷹産の新鮮野菜を使用 ! !
お子様も安心して召し上がれます♡

★美味しいコーヒーと手作りランチの店★

心のこもった贈り物に地元の和菓子はいかがですか？
市内無料配達もしております。

会員証
ゆとり　みたか

わく
わく会員証呈示特典

お食事ご注文の方
アイスクリームor おかわりコーヒーの
いずれか1品サービス!

会員証
ゆとり　みたか

わく
わく会員証呈示特典

和菓子1品プレゼント!

HP http://www.sueki.jp

井の頭和菓子処

末廣屋喜一郎

Ｋｕｒｉｙａ（厨）
ク　リ　ヤ

プール付き
ワンデーパス券よみうりランドよみうりランド

有効期間

枚　数

料　金 購入方法

2022年3月31日（木）まで
1会員あたり、5枚まで（すでに5枚購入された方は対象外）
夏期通常料金
大人6,400円／中高生5,200円／小学生･65歳以上4,600円／
3歳～未就学児 3,000円のところ

会員　3,800円（3歳以上・共通）

サービスセンター窓口で販売中！
売り切れ次第終了!
＊詳細は、会報324号（7月号）をご覧ください。

事前予約なしでプールWAIも入場できるチケットです!
この機会をお見逃しなく‼

入園 + のりものフリー
+ プールWAI入場

若干数在庫があり!

職人が3日かけて作る絶品どら焼き

　新型コロナウイルス感染症対策により、各種イベント等が、急遽中止又は変更となる場合があります。なお、チケット等の払い戻しは出来ませんので、
お申し込みの際はご注意ください。最新情報は、当該団体のホームページをご覧になるか、当センターまで電話にてお問い合わせください。

椅子席Ａのチケットについては、まだ余裕があります。ご希望の方は、サービスセンターまでお問い合わせください。
＊詳細は、会報324号（7月号）をご覧ください。大相撲九月場所

平日（月～水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木曜日） 午前8時30分～午後7時

325
2021 8

事業所数 402社 （前月末比1社減）
会 員 数  2,849人 （前月末比2人減）
（内 個人会員 202人）令和3年6月30日現在

● TOHOシネマズ パスポートチケット
● 「ポーラ美術館コレクション展」前売券9月号の予告

8



くらしと仕事
応援プロジェクト
くらしと仕事
応援プロジェクト

枚　数

料　金

申込方法

3 種類のカードから、お好きなカードをお選びいただけます‼

人気のギフトカードを　　　　　であっせん

1会員あたり、合計2枚まで
3,000円分⇒ 2,000円
1～3のカードの中からお好きなカードを選び
合計2枚までお申込みいただけます。
組み合わせ自由、同じ種類のカードでもOK!

申込締切
8月20日（金）

 電話申込

8/20（金）まで
 引換期間　

9/6（月）～9/30（木）
注）必ず期間中にお引換えください。

内　容

料　金

申込期限

●全国のケンタッキーフライドチキンの店頭で使用できるプリペードカード
●額面 3,000円分
●有効期限 2023年7月末
 ※店頭で利用またはチャージすると
 　更に2年間更新

会員　2,000円
8月20日（金）

KFCカード

内　容

料　金

申込期限

●全国のミスタードーナツで利用できる商品券
●額面 3,000円分（500円×6枚）
●有効期限 なし

会員　2,000円
8月20日（金）

ミスタードーナツ商品券

内　容

料　金

申込期限

●全国のスターバックスの店舗で利用できるチャージ式のプリペイドカード
●額面　 3,000円分
●有効期限 なし

会員　2,000円
（額面3,000円に対し、サービスセンターが1,000円を補助）

8月20日（金）

スターバックス カード

＊カードの種類は未定

枚　数

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

座　席

①11月21日（日）午後12時30分開演 抽選20枚
②11月27日（土）午後12時30分開演 抽選10枚

NOMURA野村證券ミュージカルシアター
JR東日本四季劇場［春］
【アクセス】JR「浜松町駅」北口より徒歩6分

S席ファミリーゾーン

1会員あたり、合計2枚まで
＊同居家族のお子様（3歳～小学生）が2名参加される場合は、
  大人の付き添いの方（1名）を含む3枚まで

＊2歳以下入場不可。3歳以上有料（膝上観劇不可）
＊あっせん料金は、当センターの補助をつけた額となります。

8月20日（金）

区分 あっせん料金
大人

（中学生以上）
通常料金13,750円のところ

10,800円
子ども

（3歳～小学生）
通常料金6,875円のところ

5,800円

枚　数

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

出　演

座　席

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

座　席

9月23日（木・祝）午後1時30分開演
 抽選6枚
Bunkamuraシアターコクーン

藤原竜也、溝端淳平、鈴木杏、塚本幸雄、
吉田鋼太郎、白石加代子　ほか

S席
１会員あたり、２枚まで
通常料金11,000円のところ
会員・家族　8,400円
＊未就学児の入場不可

8月20日（金）

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

曲　目

席　種

10月2日（土）午後3時開演 先着20枚
調布市グリーンホール　大ホール
♪ ショパン：ピアノ協奏曲第1番ホ短調
 作品11より第2、3楽章（室内楽版）
♪ モーツァルト：
 オーボエ四重奏曲ヘ長調K.370ほか
全席指定
通常料金4,500円のところ

会員・家族　3,400円（一般　4,100円）
＊未就学児の入場不可

8月20日（金）

①10月 9 日（土）昼公演（12：00予定）
 先着6枚
②10月15日（金）夜公演（16：30予定）
 先着6枚

明治座

S席（1階席・2階席正面）

当日券12,500円のところ
会員・家族　9,500円（一般　11,300円）
＊10/15夜公演は、1,000円引き

8月20日（金）

蜷川幸雄の代表作に
豪華キャストが再び集結!

作：井上ひさし
（吉川英治「宮本武蔵」より）

ムサシ舞台

生で聴く
“のだめカンタービレ”の
音楽会 Vol.5 室内楽版

明治座

令和千本桜 ～義経と弁慶／
コロッケものまねオンステージ2021

40周年を記念して誰もが
納得する鉄板ネタを
まとめて大放出。
「七海ひろき
スペシャルステージ」も
お楽しみに!

3

4 5

6 7

申込期間
申込方法
【抽　選】4 アナと雪の女王　5 舞台ムサシ　　【先着順】6 のだめカンタービレ音楽会　7 コロッケものまねオンステージ

会報到着後～8/20（金）サービスセンターへ、電話でお申込みください。 TEL 0422（47）5152
受付 平日8：30～17：00

1

2



くらしと仕事
応援プロジェクト
くらしと仕事
応援プロジェクト
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場　所有効期間

内容・料金

枚　数

購入方法

8月1日（日）～12月31日（金）
【除外日】ディナーのみ、12月22日～25日（4日間）

1会員あたり、ランチ・ディナー各5枚

12月28日（火）まで、サービスセンター窓口で販売します。（レストラン予約後の購入をおすすめします。）
＊6枚以上購入希望の方は、サービスセンターまでお問い合わせください。

「サザンタワーダイニング」20F

★★★フランス料理の技法で、和洋のエッセンスと旬の食材を使った目にも鮮やかなコース料理★★★

新宿 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 食事券

※税・サービス料込※状況により、営業時間などを変更する場合がございます。

イメージ

松竹映画100周年記念作品　山田洋次監督最新作

映画鑑賞券
（ムビチケカード）
映画鑑賞券
（ムビチケカード）

2021年8月6日（金）
全国ロードショー

これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人生とともに紡がれる愛と友情、そして家族の物語。

© 2021「キネマの神様」製作委員会

料　金

購入方法

枚　数

通常窓口料金1,900円のところ

会員　900円
1会員あたり、5枚まで

8月31日（火）まで、サービスセンター窓口
で販売します。

《出演》 沢田研二 菅田将暉　　永野芽郁　野田洋次郎／北川景子
 寺島しのぶ　小林稔侍　宮本信子　他

対　　象

申請可能回数

対象者

補助金額

申請方法

添付書類

事業参加費等

その他必要なもの

たまには日帰りで
旅行に行きませんか !?

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

会員の皆さんが下記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。この機会に是非ご活用ください。

7月 21日より富士急ハイランドの料金が改定されます
新アトラクション「FUJIYAMAタワー」のオープンに伴い、2021年7月21日（水）より富士急ハイランドのフリーパス料金が改定されます。お出かけ
を予定している場合は、下の表をご確認ください。
また、サービスセンター発行の「アミューズメント施設共通割引利用補助券」の利用で料金がさらに割引になります。どうぞご活用ください。
※「アミューズメント施設共通割引利用補助券」は4月上旬に各事業所にお送りしています。

詳しくは、富士急ハイランド
https://www.fujiq.jp
ホームページをご覧ください。

期　間 券　種 区　分 一般料金 割引料金

2021年7月21日
〜

2022年3月31日

フリーパス
※入園無料

大　人：18歳～64歳 6,300円 5,800円
中高生：12歳～17歳 5,800円 5,300円
小学生： 6 歳～11歳 4,600円 4,100円
幼児（1歳～ 5歳）、シニア（65歳以上）
障がい者手帳をお持ちの方 2,200円 1,800円

「コンビニ払い手数料」無料について
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、コンビニ払いでお支払いいただけます。昨年に引き続き、コンビニ払い
手数料を、無料（通常168円）としております。ぜひこの機会にご利用ください。

上表 ①～③のとおり　＊キャンペーン期間終了後は、コンビニ手数料（168円）がかかります。（期間中は無料）
◆主な払込取扱コンビニエンスストア◆　セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス、ミニストップ他

チケット購入の場合

＊別途、送料（300円～570円）をご負担いただきます。（チケット代+送料の合計金額を請求）
＊送付先は、サービスセンターへ登録されている事業所または会員住所に限ります。
＊お支払から入金の確認は、1週間程度かかります。予めご了承ください。
＊キャンペーン期間終了後は、コンビニ手数料（168円）と送料（300円～570円）がかかります。

《ムビチケカード》
ムビチケカード券は、ネットで座席指定ができるカード型映画前売券です。ムビ
チケカード券が利用できない劇場もございますので、ご鑑賞前に劇場にご確認
いただくか、右記HPをご覧ください。https://mvtk.jp/SupportedTheaters/

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー　20階
【アクセス】 新宿駅「南口」　徒歩3分
 JR新宿駅「甲州街道改札」「新南改札」徒歩3分
【要予約】 当サービスセンターの食事券を使用する旨をお伝えください。
 ☎03-5354-2177（レストラン直通）

日　程

多摩地区18市加盟　東京都市勤労者共済団体連合会　合同ツアー

2泊3日の旅四国

参加費

募　集

取消料

申込方法

《三鷹市役所集合・解散になりました》

10月17日（日） 7時30分（予定） 三鷹市役所集合
10月19日（火） 21時頃 三鷹市役所解散

区　分 2 名 1 室 3 名 1 室 4 名 1 室
会　員 77,000 円 73,400 円 71,400 円

※ 同居のご家族は会員料金の2,000円増
※ 一般の方は、会員料金の4,000円増
※ 1名でご参加を希望される方は、サービスセンターにご相談ください。

三鷹市役所⇔羽田空港間バス利用の場合は、
別途料金（2,000円）がかかります。

先着若干名
（定員になり次第、募集締切）

サービスセンターへ電話で
お申込みください。
（8/20最終締切）

9月27日（月）以降のキャンセルに
つきましては、旅行業法によるキャン
セル料が発生します。

日本最古の名湯と絶景スポット日本最古の名湯と絶景スポット

区分・内容 料　理 会員料金

ランチ
11：30～

15：00

コンポジション
（全 3品）

・前菜　・メインディッシュ
・デザート　・コーヒーまたは紅茶

通常料金3,500円のところ
2,600 円

フランセーズ
（全 4品）

・前菜　・スープ・メインディッシュ盛り合わせ
・デザート　・コーヒーまたは紅茶

通常料金4,500円のところ
3,400 円

ディナー
17：30～

21：00

コンポジション
（全 5品）

・始まりの一皿　・前菜　・パスタ・メインディッシュ
・デザート　・コーヒーまたは紅茶

通常料金7,500円のところ
5,700 円

期間　2021年9月30日（木）申込分まで

サービスセンターへコンビニ
払い希望とお申出ください。

①
コンビニ用紙（払込用紙）
を送付します。

②
最寄りのコンビニエンス
ストアでお支払いください。

③
入金確認後チケットを
送付します。

④会員 センター 会員 センター

再募集

4 5



場　所有効期間

内容・料金

枚　数

購入方法

8月1日（日）～12月31日（金）
【除外日】ディナーのみ、12月22日～25日（4日間）

1会員あたり、ランチ・ディナー各5枚

12月28日（火）まで、サービスセンター窓口で販売します。（レストラン予約後の購入をおすすめします。）
＊6枚以上購入希望の方は、サービスセンターまでお問い合わせください。

「サザンタワーダイニング」20F

★★★フランス料理の技法で、和洋のエッセンスと旬の食材を使った目にも鮮やかなコース料理★★★

新宿 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 食事券

※税・サービス料込※状況により、営業時間などを変更する場合がございます。

イメージ

松竹映画100周年記念作品　山田洋次監督最新作

映画鑑賞券
（ムビチケカード）
映画鑑賞券
（ムビチケカード）

2021年8月6日（金）
全国ロードショー

これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人生とともに紡がれる愛と友情、そして家族の物語。

© 2021「キネマの神様」製作委員会

料　金

購入方法

枚　数

通常窓口料金1,900円のところ

会員　900円
1会員あたり、5枚まで

8月31日（火）まで、サービスセンター窓口
で販売します。

《出演》 沢田研二 菅田将暉　　永野芽郁　野田洋次郎／北川景子
 寺島しのぶ　小林稔侍　宮本信子　他

対　　象

申請可能回数

対象者

補助金額

申請方法

添付書類

事業参加費等

その他必要なもの

たまには日帰りで
旅行に行きませんか !?

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

会員の皆さんが下記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。この機会に是非ご活用ください。

7月 21日より富士急ハイランドの料金が改定されます
新アトラクション「FUJIYAMAタワー」のオープンに伴い、2021年7月21日（水）より富士急ハイランドのフリーパス料金が改定されます。お出かけ
を予定している場合は、下の表をご確認ください。
また、サービスセンター発行の「アミューズメント施設共通割引利用補助券」の利用で料金がさらに割引になります。どうぞご活用ください。
※「アミューズメント施設共通割引利用補助券」は4月上旬に各事業所にお送りしています。

詳しくは、富士急ハイランド
https://www.fujiq.jp
ホームページをご覧ください。

期　間 券　種 区　分 一般料金 割引料金

2021年7月21日
〜

2022年3月31日

フリーパス
※入園無料

大　人：18歳～64歳 6,300円 5,800円
中高生：12歳～17歳 5,800円 5,300円
小学生： 6 歳～11歳 4,600円 4,100円
幼児（1歳～ 5歳）、シニア（65歳以上）
障がい者手帳をお持ちの方 2,200円 1,800円

「コンビニ払い手数料」無料について
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、コンビニ払いでお支払いいただけます。昨年に引き続き、コンビニ払い
手数料を、無料（通常168円）としております。ぜひこの機会にご利用ください。

上表 ①～③のとおり　＊キャンペーン期間終了後は、コンビニ手数料（168円）がかかります。（期間中は無料）
◆主な払込取扱コンビニエンスストア◆　セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス、ミニストップ他

チケット購入の場合

＊別途、送料（300円～570円）をご負担いただきます。（チケット代+送料の合計金額を請求）
＊送付先は、サービスセンターへ登録されている事業所または会員住所に限ります。
＊お支払から入金の確認は、1週間程度かかります。予めご了承ください。
＊キャンペーン期間終了後は、コンビニ手数料（168円）と送料（300円～570円）がかかります。

《ムビチケカード》
ムビチケカード券は、ネットで座席指定ができるカード型映画前売券です。ムビ
チケカード券が利用できない劇場もございますので、ご鑑賞前に劇場にご確認
いただくか、右記HPをご覧ください。https://mvtk.jp/SupportedTheaters/

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー　20階
【アクセス】 新宿駅「南口」　徒歩3分
 JR新宿駅「甲州街道改札」「新南改札」徒歩3分
【要予約】 当サービスセンターの食事券を使用する旨をお伝えください。
 ☎03-5354-2177（レストラン直通）

日　程

多摩地区18市加盟　東京都市勤労者共済団体連合会　合同ツアー

2泊3日の旅四国

参加費

募　集

取消料

申込方法

《三鷹市役所集合・解散になりました》

10月17日（日） 7時30分（予定） 三鷹市役所集合
10月19日（火） 21時頃 三鷹市役所解散

区　分 2 名 1 室 3 名 1 室 4 名 1 室
会　員 77,000 円 73,400 円 71,400 円

※ 同居のご家族は会員料金の2,000円増
※ 一般の方は、会員料金の4,000円増
※ 1名でご参加を希望される方は、サービスセンターにご相談ください。

三鷹市役所⇔羽田空港間バス利用の場合は、
別途料金（2,000円）がかかります。

先着若干名
（定員になり次第、募集締切）

サービスセンターへ電話で
お申込みください。
（8/20最終締切）

9月27日（月）以降のキャンセルに
つきましては、旅行業法によるキャン
セル料が発生します。

日本最古の名湯と絶景スポット日本最古の名湯と絶景スポット

区分・内容 料　理 会員料金

ランチ
11：30～

15：00

コンポジション
（全 3品）

・前菜　・メインディッシュ
・デザート　・コーヒーまたは紅茶

通常料金3,500円のところ
2,600 円

フランセーズ
（全 4品）

・前菜　・スープ・メインディッシュ盛り合わせ
・デザート　・コーヒーまたは紅茶

通常料金4,500円のところ
3,400 円

ディナー
17：30～

21：00

コンポジション
（全 5品）

・始まりの一皿　・前菜　・パスタ・メインディッシュ
・デザート　・コーヒーまたは紅茶

通常料金7,500円のところ
5,700 円

期間　2021年9月30日（木）申込分まで

サービスセンターへコンビニ
払い希望とお申出ください。

①
コンビニ用紙（払込用紙）
を送付します。

②
最寄りのコンビニエンス
ストアでお支払いください。

③
入金確認後チケットを
送付します。

④会員 センター 会員 センター

再募集

4 5



利用方法

施設の概要

ポイント対象宿泊施設を利用の場合には、1室1泊利用ごとに1ポイント必要です。
会員の方は、1年度（4月～翌年3月）に2ポイント利用できます。
下表「施設一覧表」の施設です。
注）サービスセンター全体で、年間60ポイントに達した場合(先着順)、個人のポイント残があっても
　 その年度内は施設の利用はできなくなります。 また、2ポイント(2泊)を超えた利用はできません。
　 ※ポイント対象施設利用の場合は、『旅行補助金』の申請はできません。

1インターネットまたはサービスセンターにある「ガイドブック」
　で希望施設を選ぶ。
2会員予約センターへ電話する。
　▼クラブフジタ会員予約センター
　　　　0120-74-8850　
　　　　03-5981-7716（携帯電話ご利用の方） 
　　　　月～金曜 10：00～17：00
　　　　　　 （定休日／土曜、日曜、祝日、年末年始）
3サービスセンターの認証事項を告げる。
　（１）団体名「三鷹市勤労者福祉サービスセンター」
　（２）予約コード NO．1367
　（３）サービスセンターの会員番号（会員証の7ケタの番号）

○ポイント対象宿泊施設

CLUB  FUJITA

約30%～50%割引

4宿泊内容を告げる。
　①施設名②宿泊日と泊数③人数
　④部屋タイプと部屋数
⑤利用者名⑥到着予定時刻と交通手段
⑦会員名・会員番号・連絡先

▼全施設の概要・料金表・空室状況は
　インターネットで検索できます。

＊利用区分は、FPMとなります。空室情
報等を照会される場合は、利用区分
FPMを選択してください。

ご予約のお電話

予約OK

宿泊施設

❶

❷

❸ 当日宿泊施設で「クラブフジタで
予約した○○です」でチェックイン

ポイント残が無い場合は
お断りすることがあります

ポイントの
確認

1367予約コード
会員予約センター

サービスセンター
会員の皆様

☎0120－74－8850
携帯電話からは、
☎03－5981－7716

サービスセンター
事務局

http：//www.club-fujita.jp/ 

ポイント対象施設は、
利用制限があります
のでご注意ください。

藤田観光㈱が運営する会員制クラブ「クラブフジタ」と契約して
います。会員と同居の家族の皆様は、「クラブ フジタ」の
各施設を優待価格でご利用いただけます。
（宿泊施設は、ポイント対象施設・不要施設に分かれています。）

☎

クラブフジタ

　　会員制リゾート施設（※ポイント不要施設）
      【ウィスタリアンライフクラブ】7施設〔利用人数1室1～ 4人　一人あたり利用料　食事なし　消費税（10%）・サービス料込　入湯税別〕

2 提携宿泊施設
 日本の名旅館から貸別荘スタイルまで、全国から様々な施設が選べます。
 詳細は、『クラブフジタ』ホームページをご覧ください。

○ポイント不要宿泊施設 ポイント不要施設には、宿泊制限はありません。何度でも利用できます。
※ポイント不要施設利用の場合は、『旅行補助金』申請の対象となります。

1

エリア 施設名（一部抜粋）
千葉県 木更津ワシントンホテル、鴨川シーワールドホテル

東京都
ホテル椿山荘、秋葉原ワシントンホテル、東京ベイ有明ワシントンホテル、
ホテルグレイスリー田町、ホテルグレイスリー銀座、新宿ワシントンホテル本館
ホテルグレイスリー新宿、立川ワシントンホテル

神奈川県 横浜桜木町ワシントンホテル、箱根小涌園 天悠（てんゆう）、
箱根小涌園 美山楓林（みやまふうりん）

山梨県 ホテルやまなみ

静岡県 藤乃煌（ふじのきらめき） 富士御殿場、伊東小涌園 本館、伊東緑涌（りょくゆう）、
伊東小涌園 粋（すい）

令和2年度　事業報告及び収支決算報告

新役員及び新評議員

三鷹市第一分庁舎（シルバー人材センター）会議室において、第2回理事会（6月10日）及び第2回評議員会（6月30日）が開催され、
令和2年度事業報告及び収支決算報告が承認されました。

三鷹市第一分庁舎（シルバー人材センター）会議室において、第3回理事会（6月30日）及び第2回評議員会（6月30日）が開催され、
役員及び評議員が改選されました。

○令和2年度事業報告

※1及び※2は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため実施できませんでした

○令和2年度収支決算報告

○退任された役員及び評議員

○新役員及び評議員紹介（※は新任）

会員の皆様からいただいた会費はこのように使われています
〈会費の使いみち内訳〉

利用補助
40%

共済給付金
15%

会報誌
ホームページ
17%

事業委託費他
27%

会員加入
促進事業
1%

会費合計
17,609,000円
（令和2年度）

（単位：円）

事　業　名 利用実績 事　業　名 利用実績

給付事業
祝金等 157件

自己啓発・余暇活動
に関する事業

施設等利用料補助 1,857 人
見舞金 17件 食事券・プリペイドカード 948人
弔慰金等 81件 スポーツ観戦チケット斡旋 8人

各種研修会・講習会事業（各種教養講座） 7人 ツアー 4人

健康の維持増進に
関する事業

スポーツクラブ利用補助 149人 旅行補助 237人
健康教室 ※ 1 チケット購入補助 16人
ハイキング 11人 野菜収穫体験事業等 280人
定期健康診断補助等 2,182 人 コロナに負けない !

暮らしと仕事応援プロジェクト 2,238 人老後生活の安定に関する事業（セミナー等） ※ 2

収　入
入会金収入 1,800
会費収入 17,609,000
事業収入 9,998,600
市補助金収入 13,408,727
雑収入 643,079
特定預金取崩収入 0
基本財産運用収入 0
前期繰越収支差額 4,922,200
合　　　計 46,583,406

支　出
事業費支出 31,607,958
管理費支出 11,129,703
特定預金積立 0
次期繰越収支差額 3,845,745
合　　　計 46,583,406

理事 8名（任期 2年）
氏　名 備　考 氏　名 備　考

理事長 古瀨　英子 （一財）三鷹市勤労者福祉サービスセンター理事長 　理　事 坂本　恭一 株式会社ハウジング・エス代表取締役
副理事長 垣花　　満 三鷹市生活環境部長 　理　事 門田　康一 株式会社丸利根アペックス代表取締役
常務理事 吉田　克秀 （一財）三鷹市勤労者福祉サービスセンター事務局長 　理　事 佐藤　和美 山下産業株式会社取締役
理　事 久保田輝男 サン企画代表 ※理　事 吉野　建作 株式会社吉野ビル代表取締役

監事 2名（任期 4年）
氏　名 備　考

　監　事 星　　雅典 星雅典税理士事務所長
※監　事 古園　純一 三鷹市会計管理者

評議員 10名（任期 4年）
氏　名 備　考 氏　名 備　考

評議員 鈴木　唯雅 栄晃産業株式会社代表取締役 　評議員 市原　勝彦 連雀地区住民協議会事務局長
評議員 岡　　正典 株式会社三鷹金属化工所代表取締役 　評議員 紫野あすか 三鷹市議会議員
評議員 武仲　常義 東都工業株式会社代表取締役 ※評議員 渥美　典尚 三鷹市議会議員
評議員 児嶋　忠司 株式会社三成代表取締役 ※評議員 川鍋　章人 三鷹市生活環境部長
評議員 岡本　　弘 社会福祉法人　三鷹市社会福祉協議会事務局長 ※評議員 川久保　亨 三鷹商工会事務局長

役職名 氏　名 備　考 役職名 氏　名 備　考
理　事 土屋　　宏 三鷹市副市長 評議員 土屋　けんいち 三鷹市議会議員
理　事 淺野　清貴 株式会社あさの取締役 評議員 岩﨑　好高 前三鷹市生活環境部長
監　事 田口　智英 前三鷹市会計管理者 評議員 村野　哲也 前三鷹市商工会事務局長
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利用方法

施設の概要

ポイント対象宿泊施設を利用の場合には、1室1泊利用ごとに1ポイント必要です。
会員の方は、1年度（4月～翌年3月）に2ポイント利用できます。
下表「施設一覧表」の施設です。
注）サービスセンター全体で、年間60ポイントに達した場合(先着順)、個人のポイント残があっても
　 その年度内は施設の利用はできなくなります。 また、2ポイント(2泊)を超えた利用はできません。
　 ※ポイント対象施設利用の場合は、『旅行補助金』の申請はできません。

1インターネットまたはサービスセンターにある「ガイドブック」
　で希望施設を選ぶ。
2会員予約センターへ電話する。
　▼クラブフジタ会員予約センター
　　　　0120-74-8850　
　　　　03-5981-7716（携帯電話ご利用の方） 
　　　　月～金曜 10：00～17：00
　　　　　　 （定休日／土曜、日曜、祝日、年末年始）
3サービスセンターの認証事項を告げる。
　（１）団体名「三鷹市勤労者福祉サービスセンター」
　（２）予約コード NO．1367
　（３）サービスセンターの会員番号（会員証の7ケタの番号）

○ポイント対象宿泊施設

CLUB  FUJITA

約30%～50%割引

4宿泊内容を告げる。
　①施設名②宿泊日と泊数③人数
　④部屋タイプと部屋数
⑤利用者名⑥到着予定時刻と交通手段
⑦会員名・会員番号・連絡先

▼全施設の概要・料金表・空室状況は
　インターネットで検索できます。

＊利用区分は、FPMとなります。空室情
報等を照会される場合は、利用区分
FPMを選択してください。

ご予約のお電話

予約OK

宿泊施設

❶

❷

❸ 当日宿泊施設で「クラブフジタで
予約した○○です」でチェックイン

ポイント残が無い場合は
お断りすることがあります

ポイントの
確認

1367予約コード
会員予約センター

サービスセンター
会員の皆様

☎0120－74－8850
携帯電話からは、
☎03－5981－7716

サービスセンター
事務局

http：//www.club-fujita.jp/ 

ポイント対象施設は、
利用制限があります
のでご注意ください。

藤田観光㈱が運営する会員制クラブ「クラブフジタ」と契約して
います。会員と同居の家族の皆様は、「クラブ フジタ」の
各施設を優待価格でご利用いただけます。
（宿泊施設は、ポイント対象施設・不要施設に分かれています。）

☎

クラブフジタ

　　会員制リゾート施設（※ポイント不要施設）
      【ウィスタリアンライフクラブ】7施設〔利用人数1室1～ 4人　一人あたり利用料　食事なし　消費税（10%）・サービス料込　入湯税別〕

2 提携宿泊施設
 日本の名旅館から貸別荘スタイルまで、全国から様々な施設が選べます。
 詳細は、『クラブフジタ』ホームページをご覧ください。

○ポイント不要宿泊施設 ポイント不要施設には、宿泊制限はありません。何度でも利用できます。
※ポイント不要施設利用の場合は、『旅行補助金』申請の対象となります。

1

エリア 施設名（一部抜粋）
千葉県 木更津ワシントンホテル、鴨川シーワールドホテル

東京都
ホテル椿山荘、秋葉原ワシントンホテル、東京ベイ有明ワシントンホテル、
ホテルグレイスリー田町、ホテルグレイスリー銀座、新宿ワシントンホテル本館
ホテルグレイスリー新宿、立川ワシントンホテル

神奈川県 横浜桜木町ワシントンホテル、箱根小涌園 天悠（てんゆう）、
箱根小涌園 美山楓林（みやまふうりん）

山梨県 ホテルやまなみ

静岡県 藤乃煌（ふじのきらめき） 富士御殿場、伊東小涌園 本館、伊東緑涌（りょくゆう）、
伊東小涌園 粋（すい）

令和2年度　事業報告及び収支決算報告

新役員及び新評議員

三鷹市第一分庁舎（シルバー人材センター）会議室において、第2回理事会（6月10日）及び第2回評議員会（6月30日）が開催され、
令和2年度事業報告及び収支決算報告が承認されました。

三鷹市第一分庁舎（シルバー人材センター）会議室において、第3回理事会（6月30日）及び第2回評議員会（6月30日）が開催され、
役員及び評議員が改選されました。

○令和2年度事業報告

※1及び※2は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため実施できませんでした

○令和2年度収支決算報告

○退任された役員及び評議員

○新役員及び評議員紹介（※は新任）

会員の皆様からいただいた会費はこのように使われています
〈会費の使いみち内訳〉

利用補助
40%

共済給付金
15%

会報誌
ホームページ
17%

事業委託費他
27%

会員加入
促進事業
1%

会費合計
17,609,000円
（令和2年度）

（単位：円）

事　業　名 利用実績 事　業　名 利用実績

給付事業
祝金等 157件

自己啓発・余暇活動
に関する事業

施設等利用料補助 1,857 人
見舞金 17件 食事券・プリペイドカード 948人
弔慰金等 81件 スポーツ観戦チケット斡旋 8人

各種研修会・講習会事業（各種教養講座） 7人 ツアー 4人

健康の維持増進に
関する事業

スポーツクラブ利用補助 149人 旅行補助 237人
健康教室 ※ 1 チケット購入補助 16人
ハイキング 11人 野菜収穫体験事業等 280人
定期健康診断補助等 2,182 人 コロナに負けない !

暮らしと仕事応援プロジェクト 2,238 人老後生活の安定に関する事業（セミナー等） ※ 2

収　入
入会金収入 1,800
会費収入 17,609,000
事業収入 9,998,600
市補助金収入 13,408,727
雑収入 643,079
特定預金取崩収入 0
基本財産運用収入 0
前期繰越収支差額 4,922,200
合　　　計 46,583,406

支　出
事業費支出 31,607,958
管理費支出 11,129,703
特定預金積立 0
次期繰越収支差額 3,845,745
合　　　計 46,583,406

理事 8名（任期 2年）
氏　名 備　考 氏　名 備　考

理事長 古瀨　英子 （一財）三鷹市勤労者福祉サービスセンター理事長 　理　事 坂本　恭一 株式会社ハウジング・エス代表取締役
副理事長 垣花　　満 三鷹市生活環境部長 　理　事 門田　康一 株式会社丸利根アペックス代表取締役
常務理事 吉田　克秀 （一財）三鷹市勤労者福祉サービスセンター事務局長 　理　事 佐藤　和美 山下産業株式会社取締役
理　事 久保田輝男 サン企画代表 ※理　事 吉野　建作 株式会社吉野ビル代表取締役

監事 2名（任期 4年）
氏　名 備　考

　監　事 星　　雅典 星雅典税理士事務所長
※監　事 古園　純一 三鷹市会計管理者

評議員 10名（任期 4年）
氏　名 備　考 氏　名 備　考

評議員 鈴木　唯雅 栄晃産業株式会社代表取締役 　評議員 市原　勝彦 連雀地区住民協議会事務局長
評議員 岡　　正典 株式会社三鷹金属化工所代表取締役 　評議員 紫野あすか 三鷹市議会議員
評議員 武仲　常義 東都工業株式会社代表取締役 ※評議員 渥美　典尚 三鷹市議会議員
評議員 児嶋　忠司 株式会社三成代表取締役 ※評議員 川鍋　章人 三鷹市生活環境部長
評議員 岡本　　弘 社会福祉法人　三鷹市社会福祉協議会事務局長 ※評議員 川久保　亨 三鷹商工会事務局長

役職名 氏　名 備　考 役職名 氏　名 備　考
理　事 土屋　　宏 三鷹市副市長 評議員 土屋　けんいち 三鷹市議会議員
理　事 淺野　清貴 株式会社あさの取締役 評議員 岩﨑　好高 前三鷹市生活環境部長
監　事 田口　智英 前三鷹市会計管理者 評議員 村野　哲也 前三鷹市商工会事務局長
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　行　程

世田谷

東八道路

吉祥寺

松ビルB1

Kuriya（厨）

かっぱ寿司

杏林大学病院

三鷹高校

第一小学校

新川交番

府中

9月25日（土）
出発：午前8時45分（ケーブルカー清滝駅集合）
※山登りに適した服装でご参加ください。
午後2時頃　薬王院解散（各自で下山）

日　程

参加費

募　集

交　通

申込方法

八王子市勤労者福祉サービスセンターとの合同企画

高尾山ハイキング
ミシュランガイドで三ツ星の評価を得た高尾山を登ります。①ケーブルカーで高尾山駅まで上がってから出発するコースと

②麓の清滝駅から歩いて高尾山山頂を目指すコースがあります。ハイキング終了後、護摩焚き・精進料理の食事を

行います。

※参加費には、護摩焚き・精進料理・ガイド代が含まれます。
※往復の交通費は含まれません。
※9月21日（火）から取消料が発生します。

&薬王院で御護摩焚きと精進料理

区　分 大　人
会員・家族 3,100円
一　般 参加できません

㊟ ツアーではありません

イメージ

イメージ
イメージ

高尾登山電鉄ケーブルカー清滝駅
8：45　集合・出発
　・　
　・　
　・　
　・　
高尾山山頂
　・
　・
薬王院（護摩焚き・精進料理）
　⇒ 14：00頃解散
　解散後は各自で下山してください。

①清滝駅からケーブル乗車（料金は自己負担）
　⇒2号路⇒4号路
②清滝駅から6号路（びわ滝）
※① ②コースともにガイドが同行します現地集合・現地解散

10名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。定員に満たない場合でも、
　8月31日（火）に受け付けを締め切ります。

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
① ② どちらのコースかをお伝えください。

※ 変更となる場合があります

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。詳しくは、会報4月号（321号）をご覧ください。

「事業所紹介ページ」に載せませんか?

会員事業所紹介 会員様のお店です

事務局からのお知らせ

 チケットポートの一部閉店について
チケットポート横浜店（横浜ポルタ）は、7月20日をもって閉店となりました。また、チケットポート大宮店（大宮ソニックシティホール）は、大宮ソニックシ
ティホールの大規模修繕により7月2日よりしばらくの間、休業しております。

三鷹市井の頭3-15-14
☎ 0422-43-5030
営　業：月～土曜日（10：00～ 19：00）
定休日：日曜日　※ご節句・お彼岸などは営業

三鷹市新川6-9-11　松ビルＢ1
☎ 0422-79-2870
営　業：平日10：00～
定休日：土・日・祝日

ランチは、すべて手作り!　三鷹産の新鮮野菜を使用 ! !
お子様も安心して召し上がれます♡

★美味しいコーヒーと手作りランチの店★

心のこもった贈り物に地元の和菓子はいかがですか？
市内無料配達もしております。

会員証
ゆとり　みたか

わく
わく会員証呈示特典

お食事ご注文の方
アイスクリームor おかわりコーヒーの
いずれか1品サービス!

会員証
ゆとり　みたか

わく
わく会員証呈示特典

和菓子1品プレゼント!

HP http://www.sueki.jp

井の頭和菓子処

末廣屋喜一郎

Ｋｕｒｉｙａ（厨）
ク　リ　ヤ

プール付き
ワンデーパス券よみうりランドよみうりランド

有効期間

枚　数

料　金 購入方法

2022年3月31日（木）まで
1会員あたり、5枚まで（すでに5枚購入された方は対象外）
夏期通常料金
大人6,400円／中高生5,200円／小学生･65歳以上4,600円／
3歳～未就学児 3,000円のところ

会員　3,800円（3歳以上・共通）

サービスセンター窓口で販売中！
売り切れ次第終了!
＊詳細は、会報324号（7月号）をご覧ください。

事前予約なしでプールWAIも入場できるチケットです!
この機会をお見逃しなく‼

入園 + のりものフリー
+ プールWAI入場

若干数在庫があり!

職人が3日かけて作る絶品どら焼き

　新型コロナウイルス感染症対策により、各種イベント等が、急遽中止又は変更となる場合があります。なお、チケット等の払い戻しは出来ませんので、
お申し込みの際はご注意ください。最新情報は、当該団体のホームページをご覧になるか、当センターまで電話にてお問い合わせください。

椅子席Ａのチケットについては、まだ余裕があります。ご希望の方は、サービスセンターまでお問い合わせください。
＊詳細は、会報324号（7月号）をご覧ください。大相撲九月場所

平日（月～水・金） 午前8時30分～午後5時
平日（木曜日） 午前8時30分～午後7時

325
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事業所数 402社 （前月末比1社減）
会 員 数  2,849人 （前月末比2人減）
（内 個人会員 202人）令和3年6月30日現在

● TOHOシネマズ パスポートチケット
● 「ポーラ美術館コレクション展」前売券9月号の予告
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