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三鷹市役所　8：00出発
《首都高速》
　　▼
築地場外市場（150分）
【滞在時間をたっぷり取りました。時間を気にせ
ずにお買い物をどうぞ。】
　　▼
《首都高速・アクアライン》
　　▼
道の駅うまくたの里（60分）
【比較的新しい道の駅。地元の名産品が多数
揃ってます。】
　　▼
三井アウトレットパーク木更津（180分）
【服飾から日用雑貨まで館内にはお店がぎっしり。】
　　▼
《アクアライン・首都高速》
　　▼
三鷹市役所
19：00頃到着予定
（ご希望の方は三鷹駅までお送りします。）

日　程

参加費

交　通

募　集

申込方法

その他

12月11日（土） 午前8時　　三鷹市役所　出発
 午後7時頃　三鷹市役所　解散

大型観光バス（日の丸自動車）利用

70名（最少催行人員　20名）

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
11月19日（金）締切（抽選）
※参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TELをお伝
えください。

●新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、以下
の取り組みを行って実施いたします。
1. 昼食のご用意はありません。築地場外市場また
は三井アウトレットパークで各自自由食となります。

2. バス一台当たりの乗車人数を大幅に制限いたし
ます。

3. 参加される方には、当日検温、車内飲食の自粛、
バス乗車時の手指消毒などご協力をお願いいたし
ます。

●添乗員・バスガイド・サービスセンターの職員が同行
します。
●旅行日の5日前から取消料が発生いたします。

区　分 料金（大人・こども共通）

会　員 5,900円
同居家族 6,400円
一　般 7,000円

築地買い物ツアー築地買い物ツアー
～築地場外市場と三井アウトレットパーク木更津でたっぷりお買い物～

事務局からのお知らせ

三鷹市からのお知らせ　～相談窓口のご紹介～

●  日帰りパックツアー代補助事業の対象期間（2021年11月30日まで）を2022年2月28日まで延長します。これに伴い、
申請受付期限を2022年3月31日（必着）までといたします。日帰りパックツアー代補助事業の詳細については、会報
2021年5月号（322号）をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症によって今までの生活が大きく変わり、生活の困窮や外出への不安、心身の不調な
ど日常生活に影響が出ている方も多いと思います。「みんな大変なのは同じだから…」と抱え込んでいませんか。
市では相談できる窓口をホームページやリーフレットで紹介しています。是非ご活用ください。
【問い合わせ先】三鷹市健康福祉部健康推進課保健サービス係　電話0422-45-1151（内線4225）

日本の味覚に合わせた、本格中華を！ ぜひご堪能ください ! !

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
杏仁豆腐orソフトドリンク

1杯プレゼント！

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
ソフトドリンク１杯 サービス !

季寄せ 蕎麦 柏や
三鷹駅の開業と共に91年。手作りにこだわる蕎麦・和食の老舗の味は絶品！

会員事業所紹介
三鷹市上連雀2-3-5
☎ 0422-47-2689
営　業：11：30～ 15：00　 17：00～ 22：00
定休日：木曜日 ＊ラストオーダーは、閉店の30分前

三鷹市下連雀8-35-1　ミタカコラル4Ｆ
☎ 0422-48-2349
営　業：11：00～ 22：30（L.O. 21：30）
定休日：不定休日あり（三鷹コラル休館日）

HP https://toravo.tokyo/

HP https://gc2g600.gorp.jp/

会員様のお店です

大連出身のシェフが腕をふるう料理は、油を控えて繊細な味わいに仕上げた、オリジナリティーあふれたメニューです。

日本全国より選び抜いた素材を取り寄せ、本当に良いものをお客様に味わう努力を続ける老舗蕎麦和食店です。
調理技術はもちろん、素材選びやスタイルにもこだわった、「柏や」の伝統を!地酒も各種40種類以上!!

Chainese Restaurant

企画手配旅行　オーク株式会社

三鷹駅南口より徒歩3分 三鷹通り沿い

※3歳未満無料
※抽選の結果、参加が決定した方は、12月3日（金）
までに参加費をお支払いください。

フリータイムツアー

昼食はつきません

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

328
2021 11

事業所数 400社 （前月末比増減なし）
会 員 数  2,850人 （前月末比8人増）
（内 個人会員 200人）令和3年9月30日現在

● 「イオンシネマ」「立川シネマシティ」映画鑑賞券
● 「サンリオピューロランド」パスポートチケット12月号の予告
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12月18日（土）17：30～　抽選6枚

東京建物　Brillia HALL（池袋）
【アクセス】JR「池袋駅」東口より徒歩4分

S1席 1会員あたり、2枚まで
通常料金12,100円のところ

会員　10,200円
11月19日（金）

Unmasked

日にち 席　種 会員料金（1名あたり）
初　日
1/9（日）

マス席B
（1F9～ 12列）
＊1マス2名

15,500円相当 ⇒ 13,500円

6日目
1/14（金） 15,000円相当 ⇒ 13,000円

12日目
1/20（木） 15,000円相当 ⇒ 13,000円

14日目
1/22（土） 15,500円相当 ⇒ 13,500円 料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

席　種 枚　数

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

席　種

枚　数

コロ
ナに負けない!

くらしと仕事
応援プロジェクト

コロ
ナに負けない!

くらしと仕事
応援プロジェクト持ち物

申込方法

場　所

講　師

数　量

料　金

申込方法

参加費日　時

①   電話申込

11/19（金）まで

②  代金支払
サービスセンター窓口
またはコンビニ払い

④  しめ縄飾り受取
12/23（木）～12/27（月）
 時間  10：00～17：30
＊ ジュリアン店舗で引換書をもって受け取る。

③ サービス
　 センターより
     引換書送付

2022年1月7日（金）14：00～
抽選8枚

紀伊國屋ホール（新宿）　
【アクセス】JR「新宿駅」東口より徒歩5分

全席指定

1会員あたり、2枚まで

通常料金5,000円のところ

会員　3,600円

11月19日（金）

場　所

有効期間

料　金

小海リエックス・スキーバレー小海リエックス・スキーバレー八千穂高原スキー場八千穂高原スキー場 シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳

2021～22スキーシーズン中
長野県南佐久郡
〔中央自動車道長坂ICより車で約25分／ 50分〕
〔中部横断道八千穂高原ICより車で約35分／ 23分〕

当日券　平日3,500円、土日祝4,000円のところ

会員　1,900円（一般  2,200円）

有効期間

場　所

内　容

枚　数

料　金

購入方法

2021～22及び2022～23スキーシーズン中
長野県南佐久郡
〔中部横断道八千穂高原ICより車で約17分〕
〔中央自動車道長坂ICより車で約55分〕

当日券　平日3,500円、土日祝4,000円のところ

会員　1,700円（一般  2,000円）

スキーリフト  早割リフト1日券スキーリフト  早割リフト1日券

共
通
券

会員証提示による割引（八千穂高原スキー場・シャトレーゼ・小海リエックス3施設）会員証
ゆとり　みたか

わく
わく

早割リフト1日券がない場合は、現地リフト券売場にて、サービスセンターの会員証の提示によりリフト1日券が通常
価格より1,000円引き、スキー・ボードレンタル1日セットが通常価格より500円引きでご利用いただけます。

佐久北IC～八千穂高原IC　無料区間

シーズン中、1回使える利用券　＊大人・小人共通

1会員あたり各5枚まで、会員価格で購入できます。

12月24日（金）まで、サービス
センター窓口で販売します。 

枚　数

内　容

日にち・料金

申込期限

場　所

一
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（梅プラン予定）

11月19日（金）

【令和四年一月場所日程　1月9日（日）～1月23日（日）】

＊日付毎の抽選になります。　＊料金が変更となる場合があります。
＊今後の状況により、中止あるいはチケットの取扱いができない場合があります。

12月18日（土）
第1回　10：00～11：00　抽選5名
第2回　13：00～14：00　抽選5名
＊ 申込者が、各回2名以下の場合は、中止とさせていただ
きます。

三鷹市下連雀3-21-23  AYAビル
MATERIALS FOR FLOWER「ジュリアン」

フラワーデザイナー　山本のり子先生　

しめ縄飾りアレンジレッスン
～和洋テイストのお洒落なしめ縄飾りで、新しい春を～

お正月の玄関やお部屋に福を呼ぶ、小粋な「しめ縄飾り」を作りませんか !

今回の講習会は、お花に囲まれたMATERIALS FOR FLOWER「ジュリアン」店舗内で

行います。小人数で実施しますので、安心してご参加いただけます。

1会員あたり、1セット

特別提供料金3,520円のところ
2,500円

会員・家族　3,200円

エプロン・持ち帰り用の袋

11月19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。
参加者には、後日「案内書（地図入り）」を送付します。
＊ キャンセルについては、開催日の7日前から取消料が発生いたします。

＊講習会にご参加いただけない方へ

11月19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5セット、定数を超えた場合は、抽選となります。

4組8名（抽選）
ロイド=ウェバー楽曲を歌と生バンドの演奏で
たっぷり魅せる2幕構成のぜいたくなショー
コンサート。『オペラ座の怪人』『キャッツ』
『エビータ』『アスペクツ オブ ラブ』『サンセット
大通り』『ラブ・ネバー・ダイ』etc･･･

コンサート　  アンマスクド

の劇団四季

“動くピクトグラム”のパフォーマンスで話題を呼んだ

「が～まるちょば」の舞台芸術作品 ! !

が～まるちょばLIVE 2022
STORIES

“PLEASE PLEASE MIME”
ディノアライブ・プレミアム「タイムダイバー」

360°回転劇場で恐竜時代へタイムスリップ！
たくさんの恐竜達に遭おう！

ナレーションは小栗旬さんが担当。

DINO-A-LIVE PREMIUM　TIME DIVER
2021 MESOZOIC ODYSSEY 中生代への旅

※あっせん料金は、当センターの補助をつけた金額となります

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

枚　数

IHIステージアラウンド東京（豊洲）
【アクセス】新交通ゆりかもめ「市場前駅」北口より徒歩1分

通常価格　S席：大人7,000円／子供4,500円のところ
大人5,300円／子供3,400円
通常価格　S席：大人10,000円／子供7,000円のところ
大人7,600円／子供5,300円

＊大人：中学生～　子供：3歳～小学生（3歳未満入場不可）

1会員、合計4枚まで

11月19日（金）

金

12
24

土

12
25

①12月24日（金）
　14：30～　抽選6枚 ㊟1
②12月25日（土）
　14：30～　抽選6枚 ㊟2
＊ ㊟1 ノンバーバルアートバージョン　㊟2 解説付きアカデミックバージョン

アーティフィシャルフラワー講座

イメージ（花材等、変更の場合あり）

1 2

43

申込方法
申込期間【抽　選】1 大相撲 一月場所　2 劇団四季コンサート　3 が～まるちょば　4 ディノアライブ・プレミアム

会報到着後～11/19（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

上記と同様のしめ縄飾り（完成品）を斡旋いたします。



12月18日（土）17：30～　抽選6枚

東京建物　Brillia HALL（池袋）
【アクセス】JR「池袋駅」東口より徒歩4分

S1席 1会員あたり、2枚まで
通常料金12,100円のところ

会員　10,200円
11月19日（金）

Unmasked

日にち 席　種 会員料金（1名あたり）
初　日
1/9（日）

マス席B
（1F9～ 12列）
＊1マス2名

15,500円相当 ⇒ 13,500円

6日目
1/14（金） 15,000円相当 ⇒ 13,000円

12日目
1/20（木） 15,000円相当 ⇒ 13,000円

14日目
1/22（土） 15,500円相当 ⇒ 13,500円 料　金
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日時・枚数

場　所

席　種 枚　数

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

席　種

枚　数

コロ
ナに負けない!

くらしと仕事
応援プロジェクト

コロ
ナに負けない!

くらしと仕事
応援プロジェクト持ち物
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シーズン中、1回使える利用券　＊大人・小人共通

1会員あたり各5枚まで、会員価格で購入できます。

12月24日（金）まで、サービス
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1会員あたり、1セット
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11月19日（金）までに、サービスセンターへ
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11月19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5セット、定数を超えた場合は、抽選となります。

4組8名（抽選）
ロイド=ウェバー楽曲を歌と生バンドの演奏で
たっぷり魅せる2幕構成のぜいたくなショー
コンサート。『オペラ座の怪人』『キャッツ』
『エビータ』『アスペクツ オブ ラブ』『サンセット
大通り』『ラブ・ネバー・ダイ』etc･･･

コンサート　  アンマスクド

の劇団四季

“動くピクトグラム”のパフォーマンスで話題を呼んだ

「が～まるちょば」の舞台芸術作品 ! !

が～まるちょばLIVE 2022
STORIES

“PLEASE PLEASE MIME”
ディノアライブ・プレミアム「タイムダイバー」

360°回転劇場で恐竜時代へタイムスリップ！
たくさんの恐竜達に遭おう！

ナレーションは小栗旬さんが担当。

DINO-A-LIVE PREMIUM　TIME DIVER
2021 MESOZOIC ODYSSEY 中生代への旅

※あっせん料金は、当センターの補助をつけた金額となります

料　金

申込期限

日時・枚数

場　所

枚　数

IHIステージアラウンド東京（豊洲）
【アクセス】新交通ゆりかもめ「市場前駅」北口より徒歩1分

通常価格　S席：大人7,000円／子供4,500円のところ
大人5,300円／子供3,400円
通常価格　S席：大人10,000円／子供7,000円のところ
大人7,600円／子供5,300円

＊大人：中学生～　子供：3歳～小学生（3歳未満入場不可）

1会員、合計4枚まで

11月19日（金）

金

12
24

土

12
25

①12月24日（金）
　14：30～　抽選6枚 ㊟1
②12月25日（土）
　14：30～　抽選6枚 ㊟2
＊ ㊟1 ノンバーバルアートバージョン　㊟2 解説付きアカデミックバージョン

アーティフィシャルフラワー講座

イメージ（花材等、変更の場合あり）

1 2
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申込方法
申込期間【抽　選】1 大相撲 一月場所　2 劇団四季コンサート　3 が～まるちょば　4 ディノアライブ・プレミアム

会報到着後～11/19（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

上記と同様のしめ縄飾り（完成品）を斡旋いたします。



　行　程

年末
買い物バスツ

アー

イメージ

イメージ

市役所
集合・解散

三鷹市役所　8：00出発
《首都高速》
　　▼
築地場外市場（150分）
【滞在時間をたっぷり取りました。時間を気にせ
ずにお買い物をどうぞ。】
　　▼
《首都高速・アクアライン》
　　▼
道の駅うまくたの里（60分）
【比較的新しい道の駅。地元の名産品が多数
揃ってます。】
　　▼
三井アウトレットパーク木更津（180分）
【服飾から日用雑貨まで館内にはお店がぎっしり。】
　　▼
《アクアライン・首都高速》
　　▼
三鷹市役所
19：00頃到着予定
（ご希望の方は三鷹駅までお送りします。）

日　程

参加費

交　通

募　集

申込方法

その他

12月11日（土） 午前8時　　三鷹市役所　出発
 午後7時頃　三鷹市役所　解散

大型観光バス（日の丸自動車）利用

70名（最少催行人員　20名）

サービスセンターへ電話でお申し込みください。
11月19日（金）締切（抽選）
※参加される方には、後日詳しい「しおり」をお届けします。
申込時には、会員番号・事業所名・参加者名・TELをお伝
えください。

●新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、以下
の取り組みを行って実施いたします。
1. 昼食のご用意はありません。築地場外市場また
は三井アウトレットパークで各自自由食となります。

2. バス一台当たりの乗車人数を大幅に制限いたし
ます。

3. 参加される方には、当日検温、車内飲食の自粛、
バス乗車時の手指消毒などご協力をお願いいたし
ます。

●添乗員・バスガイド・サービスセンターの職員が同行
します。
●旅行日の5日前から取消料が発生いたします。

区　分 料金（大人・こども共通）

会　員 5,900円
同居家族 6,400円
一　般 7,000円

築地買い物ツアー築地買い物ツアー
～築地場外市場と三井アウトレットパーク木更津でたっぷりお買い物～

事務局からのお知らせ

三鷹市からのお知らせ　～相談窓口のご紹介～

●  日帰りパックツアー代補助事業の対象期間（2021年11月30日まで）を2022年2月28日まで延長します。これに伴い、
申請受付期限を2022年3月31日（必着）までといたします。日帰りパックツアー代補助事業の詳細については、会報
2021年5月号（322号）をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症によって今までの生活が大きく変わり、生活の困窮や外出への不安、心身の不調な
ど日常生活に影響が出ている方も多いと思います。「みんな大変なのは同じだから…」と抱え込んでいませんか。
市では相談できる窓口をホームページやリーフレットで紹介しています。是非ご活用ください。
【問い合わせ先】三鷹市健康福祉部健康推進課保健サービス係　電話0422-45-1151（内線4225）

日本の味覚に合わせた、本格中華を！ ぜひご堪能ください ! !

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
杏仁豆腐orソフトドリンク

1杯プレゼント！

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
ソフトドリンク１杯 サービス !

季寄せ 蕎麦 柏や
三鷹駅の開業と共に91年。手作りにこだわる蕎麦・和食の老舗の味は絶品！

会員事業所紹介
三鷹市上連雀2-3-5
☎ 0422-47-2689
営　業：11：30～ 15：00　 17：00～ 22：00
定休日：木曜日 ＊ラストオーダーは、閉店の30分前

三鷹市下連雀8-35-1　ミタカコラル4Ｆ
☎ 0422-48-2349
営　業：11：00～ 22：30（L.O. 21：30）
定休日：不定休日あり（三鷹コラル休館日）

HP https://toravo.tokyo/

HP https://gc2g600.gorp.jp/

会員様のお店です

大連出身のシェフが腕をふるう料理は、油を控えて繊細な味わいに仕上げた、オリジナリティーあふれたメニューです。

日本全国より選び抜いた素材を取り寄せ、本当に良いものをお客様に味わう努力を続ける老舗蕎麦和食店です。
調理技術はもちろん、素材選びやスタイルにもこだわった、「柏や」の伝統を!地酒も各種40種類以上!!

Chainese Restaurant

企画手配旅行　オーク株式会社

三鷹駅南口より徒歩3分 三鷹通り沿い

※3歳未満無料
※抽選の結果、参加が決定した方は、12月3日（金）
までに参加費をお支払いください。

フリータイムツアー

昼食はつきません

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

328
2021 11

事業所数 400社 （前月末比増減なし）
会 員 数  2,850人 （前月末比8人増）
（内 個人会員 200人）令和3年9月30日現在

● 「イオンシネマ」「立川シネマシティ」映画鑑賞券
● 「サンリオピューロランド」パスポートチケット12月号の予告
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