
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20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

「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。

限定100枚
一年中花が咲く神代植物公園で
時を忘れて散策を!

場　所

料　金 購入方法

その他

枚　数

有効期間 2023年3月31日（金）まで
調布市深大寺

1会員あたり、年間5枚まで
通常料金　大人500円、65歳以上250円のところ
会員　200円

神代植物公園 入園券

•小学生及び都内在住・在学の中学生は無料
•身体障がい者手帳、愛の手帳、精神障がい
者保健福祉手帳または療育手帳持参の方と
付添の方は無料

サービスセンター窓口で販売します。

令和4年度　収支予算・事業計画
●一般会計収支予算（令和4年4月1日～令和5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

「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。

事務局からの
お知らせ

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 48,056
会費収入 17,400 管理費支出 11,726
事業収入 21,161 特定預金積立 0
市補助金収入 14,053 予備費 1,000
雑収入 360
特定預金取崩収入 5,000
基本財産運用収入 10
前期繰越収支差額 2,798

合　　計 60,782 合　　計 60,782

日時・枚数

場　所

席　種

枚　数

料　金

申込期間

8月6日（土）
午後1時00分開演
抽選10枚
JR東日本四季劇場「秋」（浜松町・竹芝）
S席ファミリーゾーン
1会員あたり、1組（2枚セット）

5月23日（月）まで

区  分 会員・家族
大人

（中学生以上）
通常料金13,200円のところ

10,600円
子ども

（3歳～小学生）
通常料金6,600円のところ

5,600円

劇団四季

バケモノ
の子

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

申込期限

① 7月 9 日（土）午前11時～　先着10枚
② 7月17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4,500円）

国立劇場

区　分 大　人 学　生
会員・家族 3,200 円 1,500 円
一　般 3,800 円 1,800 円

5月23日（月）まで

※あっせん価格は当センターの補助を付けた額です

歌舞伎 鑑賞教室7
月

プログラム・鑑賞のしおり付き

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

【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。）

観劇チケットのご案内
電話申込
5/23（月）まで

8～9申込方法
サービスセンターへ電話でお申込みください。
　【抽選】8 バケモノの子　　【先着順】9 歌舞伎鑑賞教室

8 9

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

334
2022

事業所数 384社 （前月末比増減なし）
会 員 数  2,668人 （前月末比14人減）
（内 個人会員 192人）令和4年3月31日現在

● ブルーベリー摘み取り体験
● イオンシネマ映画鑑賞券6月号の予告

5

4



料　金

申込方法

枚　数

有効期間 9月30日（金）まで
1会員あたり、合計5枚まで
㊟ 既に規定枚数を購入された方は、お買い求めいただけません。

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

先着 大人券50枚／小人券10枚
売り切れ次第終了

区 分 大人券（小人共通） 小人券（3歳～小学生）

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

料　金

販売期間

会　場

会　期 6月12日（日）まで ＊作品保護のため、会期中展示替を行います。
サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア3F）

6月10日（金）まで

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち 入園＋乗り物フリー

夏期は、プールも利用できます!

9月30日（金）まで
会員・家族  1冊 2,600円
 （一般　3,100円）

９月30日（金）まで

有効期間

金　額

販売期間

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。

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）

得10チケット
とく　　  てん

【対象施設】（例）
•東京ドームホテル3F　スーパーダイニング「リラッサ」ディナーブッフェ／ランチブッフェ
•東京ドームシティアトラクションズ　ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）
•宇宙ミュージアムTeNQ 入館　他　＊ 詳しくは、公式ホームページにてご確認ください。

会　場

料　金

販売期間

会　期 9月25日（日）まで
横浜市歴史博物館
（横浜市営地下鉄センター北駅  徒歩5分）

─ 鉄道発祥の地よこはまと沿線の移り変わり ─

会員・家族　大人券　700円
＊毎週土曜日は小・中・高校生は無料／
  障がい者及び付き添いの方は無料

8月31日（水）まで

YOKOHAMA鉄道開業150周年記念
みんなでつなげる鉄道150年

前売入場券
（常設展共通）

《為朝図》　葛飾北斎　一幅
江戸時代　文化8年（1811）　大英博物館
1881, 1210, 0.1747　© The Trustees of the British Museum

大英博物館  北斎 前売
入場券

─国内の肉筆画の名品とともに─

区　分 大　人 大学・高校生
会員・家族 1,100円 700円
（当日券） （1,700円） （1,200円）

101の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園・庭園
＊ 対象施設指定の展示に1回のみ利用できます。
＊ 「入場できる展示」と「割引券として使える展示」があります。

最初の利用した日から2ケ月間
（最終有効期限は、2023年3月31日）

会員・家族　1,900円（一般2,300円）

2022

対象施設

有効期間

東京・ミュージアム

東京を中心とする美術館・博物館等の入場券や割引券が
セットなったお得なQRコードチケット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通常料金　2,500円　＊大人料金のみ）

ぐるっとパス

料　金

販売期間

ブッフェダイニングプリンスマルシェ B2
和風ダイニング&バー FUGA（風雅）25F

新宿プリンスホテル
ディナー券ランチ券

ランチ券

枚　数有効期間

内容・料金

場　所 販売期間

5月9日（月）～9月30日（金） ＊除外日なし
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー　20階
【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。
 ☎ 03-5354-2172

「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

※状況により、営業時間などを
　変更とする場合があります。
※税・サービス料込

1会員あたり、各5枚まで
9月30日（金）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします。） 

その他 サービスセンターの会員証呈示で、飲み物や追加料金が10%割引になります。

場　所

有効期間

内容・料金

枚　数

販売期間

5月9日（月）～9月30日（金）
＊除外日：なし
※プリンスマルシェは定休日：月曜日・火曜日（祝日を除く）

新宿プリンスホテル
【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。
 ☎ 03-3205-1124
 （予約受付10：00～17：00）

1会員あたり、各5枚まで

9月30日（金）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします。）

※税・サービス料込　　※他割引・優待との併用はできません。
※プリンスマルシェ：小学生・幼児（4歳～）は、現地にて優待料金で利用できます。

※画像はイメージです

2023年1月末まで
（注意事項）
•状況により、臨時休館や開催期間の短縮、展示
内容・期間等が変更や事前予約制を導入してい
る施設があります。お出かけ前には、必ず各施設
の公式ホームページにてご確認ください。

•一度購入されたパスの払い戻し、期間の延長は
できません。

ランチ券 ディナー券

区　分 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　・前菜盛り合わせ
・パスタ・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

※特典　乾杯のスパークリングワイン１杯付き

通常料金7,500 円のところ

5,700 円

※中学生以下無料
※障害者手帳をお持ちの
方は、ご本人と介護の
方１名様のみ無料

内　容 会員料金
B2 　　　　　　　　
ブッフェダイニング
プリンスマルシェ

ランチブッフェ（大人）
11：30～ 15：00

通常料金 4,400 円の
ところ

3,100 円

25F 　　　　　　　
和風ダイニング&バー
FUGA（風雅）

GOZENランチ（コーヒー付）
壱のZEN、弐のZEN、参のZEN（デザート）

ご飯、赤出汁、香の物
11：30～ 14：30

通常料金 4,620 円の
ところ

2,800 円
プリフィックスディナーコース

素材の恵み、海の恵み、火の恵み、
鉄板焼き、風雅の〆、果実の恵み

17：30～ 21：30

通常料金 7,150 円の
ところ

5,100 円

フランセーズランチ イメージ

ぐるっとパスカードの
イメージ
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1～7申込方法
サービスセンター窓口で購入してください。お電話でもお申し込みいただけます。
注1）それぞれ販売期間が異なりますので、お間違いのないよう購入してください。　注2）既に規定枚数を購入された方は、お買い求めいただけません

窓口販売チケットのご案内



料　金

申込方法

枚　数

有効期間 9月30日（金）まで
1会員あたり、合計5枚まで
㊟ 既に規定枚数を購入された方は、お買い求めいただけません。

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

先着 大人券50枚／小人券10枚
売り切れ次第終了

区 分 大人券（小人共通） 小人券（3歳～小学生）

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

料　金

販売期間

会　場

会　期 6月12日（日）まで ＊作品保護のため、会期中展示替を行います。
サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア3F）

6月10日（金）まで

西武園ゆうえんち西武園ゆうえんち 入園＋乗り物フリー

夏期は、プールも利用できます!

9月30日（金）まで
会員・家族  1冊 2,600円
 （一般　3,100円）

９月30日（金）まで

有効期間

金　額

販売期間

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。

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）

得10チケット
とく　　  てん

【対象施設】（例）
•東京ドームホテル3F　スーパーダイニング「リラッサ」ディナーブッフェ／ランチブッフェ
•東京ドームシティアトラクションズ　ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題）
•宇宙ミュージアムTeNQ 入館　他　＊ 詳しくは、公式ホームページにてご確認ください。

会　場

料　金

販売期間

会　期 9月25日（日）まで
横浜市歴史博物館
（横浜市営地下鉄センター北駅  徒歩5分）

─ 鉄道発祥の地よこはまと沿線の移り変わり ─

会員・家族　大人券　700円
＊毎週土曜日は小・中・高校生は無料／
  障がい者及び付き添いの方は無料

8月31日（水）まで

YOKOHAMA鉄道開業150周年記念
みんなでつなげる鉄道150年

前売入場券
（常設展共通）

《為朝図》　葛飾北斎　一幅
江戸時代　文化8年（1811）　大英博物館
1881, 1210, 0.1747　© The Trustees of the British Museum

大英博物館  北斎 前売
入場券

─国内の肉筆画の名品とともに─

区　分 大　人 大学・高校生
会員・家族 1,100円 700円
（当日券） （1,700円） （1,200円）

101の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園・庭園
＊ 対象施設指定の展示に1回のみ利用できます。
＊ 「入場できる展示」と「割引券として使える展示」があります。

最初の利用した日から2ケ月間
（最終有効期限は、2023年3月31日）

会員・家族　1,900円（一般2,300円）

2022

対象施設

有効期間

東京・ミュージアム

東京を中心とする美術館・博物館等の入場券や割引券が
セットなったお得なQRコードチケット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通常料金　2,500円　＊大人料金のみ）

ぐるっとパス

料　金

販売期間

ブッフェダイニングプリンスマルシェ B2
和風ダイニング&バー FUGA（風雅）25F

新宿プリンスホテル
ディナー券ランチ券

ランチ券

枚　数有効期間

内容・料金

場　所 販売期間

5月9日（月）～9月30日（金） ＊除外日なし
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー　20階
【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。
 ☎ 03-5354-2172

「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

※状況により、営業時間などを
　変更とする場合があります。
※税・サービス料込

1会員あたり、各5枚まで
9月30日（金）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします。） 

その他 サービスセンターの会員証呈示で、飲み物や追加料金が10%割引になります。

場　所

有効期間

内容・料金

枚　数

販売期間

5月9日（月）～9月30日（金）
＊除外日：なし
※プリンスマルシェは定休日：月曜日・火曜日（祝日を除く）

新宿プリンスホテル
【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。
 ☎ 03-3205-1124
 （予約受付10：00～17：00）

1会員あたり、各5枚まで

9月30日（金）まで
（レストラン予約後の購入をおすすめします。）

※税・サービス料込　　※他割引・優待との併用はできません。
※プリンスマルシェ：小学生・幼児（4歳～）は、現地にて優待料金で利用できます。

※画像はイメージです

2023年1月末まで
（注意事項）
•状況により、臨時休館や開催期間の短縮、展示
内容・期間等が変更や事前予約制を導入してい
る施設があります。お出かけ前には、必ず各施設
の公式ホームページにてご確認ください。

•一度購入されたパスの払い戻し、期間の延長は
できません。

ランチ券 ディナー券

区　分 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　・前菜盛り合わせ
・パスタ・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

※特典　乾杯のスパークリングワイン１杯付き

通常料金7,500 円のところ

5,700 円

※中学生以下無料
※障害者手帳をお持ちの
方は、ご本人と介護の
方１名様のみ無料

内　容 会員料金
B2 　　　　　　　　
ブッフェダイニング
プリンスマルシェ

ランチブッフェ（大人）
11：30～ 15：00

通常料金 4,400 円の
ところ

3,100 円

25F 　　　　　　　
和風ダイニング&バー
FUGA（風雅）

GOZENランチ（コーヒー付）
壱のZEN、弐のZEN、参のZEN（デザート）

ご飯、赤出汁、香の物
11：30～ 14：30

通常料金 4,620 円の
ところ

2,800 円
プリフィックスディナーコース

素材の恵み、海の恵み、火の恵み、
鉄板焼き、風雅の〆、果実の恵み

17：30～ 21：30

通常料金 7,150 円の
ところ

5,100 円

フランセーズランチ イメージ

ぐるっとパスカードの
イメージ
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1～7申込方法
サービスセンター窓口で購入してください。お電話でもお申し込みいただけます。
注1）それぞれ販売期間が異なりますので、お間違いのないよう購入してください。　注2）既に規定枚数を購入された方は、お買い求めいただけません

窓口販売チケットのご案内



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20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

「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。

限定100枚
一年中花が咲く神代植物公園で
時を忘れて散策を!

場　所

料　金 購入方法

その他

枚　数

有効期間 2023年3月31日（金）まで
調布市深大寺

1会員あたり、年間5枚まで
通常料金　大人500円、65歳以上250円のところ
会員　200円

神代植物公園 入園券

•小学生及び都内在住・在学の中学生は無料
•身体障がい者手帳、愛の手帳、精神障がい
者保健福祉手帳または療育手帳持参の方と
付添の方は無料

サービスセンター窓口で販売します。

令和4年度　収支予算・事業計画
●一般会計収支予算（令和4年4月1日～令和5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

「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。

事務局からの
お知らせ

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 48,056
会費収入 17,400 管理費支出 11,726
事業収入 21,161 特定預金積立 0
市補助金収入 14,053 予備費 1,000
雑収入 360
特定預金取崩収入 5,000
基本財産運用収入 10
前期繰越収支差額 2,798

合　　計 60,782 合　　計 60,782

日時・枚数

場　所

席　種

枚　数

料　金

申込期間

8月6日（土）
午後1時00分開演
抽選10枚
JR東日本四季劇場「秋」（浜松町・竹芝）
S席ファミリーゾーン
1会員あたり、1組（2枚セット）

5月23日（月）まで

区  分 会員・家族
大人

（中学生以上）
通常料金13,200円のところ

10,600円
子ども

（3歳～小学生）
通常料金6,600円のところ

5,600円

劇団四季

バケモノ
の子

日時・枚数

場　所

座　席

料　金

申込期限

① 7月 9 日（土）午前11時～　先着10枚
② 7月17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4,500円）

国立劇場

区　分 大　人 学　生
会員・家族 3,200 円 1,500 円
一　般 3,800 円 1,800 円

5月23日（月）まで

※あっせん価格は当センターの補助を付けた額です

歌舞伎 鑑賞教室7
月

プログラム・鑑賞のしおり付き

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

【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。）

観劇チケットのご案内
電話申込
5/23（月）まで

8～9申込方法
サービスセンターへ電話でお申込みください。
　【抽選】8 バケモノの子　　【先着順】9 歌舞伎鑑賞教室

8 9

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

334
2022

事業所数 384社 （前月末比増減なし）
会 員 数  2,668人 （前月末比14人減）
（内 個人会員 192人）令和4年3月31日現在

● ブルーベリー摘み取り体験
● イオンシネマ映画鑑賞券6月号の予告
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