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主 な 掲 載 項 目
■ なかのハート商品券  ●❶
■ ハート商品券申込方法／としまえんプール券  ●❷
■ 東京ディズニーリゾート®情報／TAC優待券  ●❸
■ プロ野球情報  ●❹
■ 美術展チケット  ●❺
■ 観劇・コンサートチケット  ●❻

■ エンジョイライフ情報  ●❽
■ 広告（はせがわ）  ●❾
■ 29年度収支予算／29年度事業実施予定表  ●10
■ 広告（マホロバ・マインズ三浦）  ●10
■ 広告（セレモニー）  ●11
■ 伝言板／次号のお知らせ  ●12

区内共通商品券「なかのハート商品券」抽　選

お近くの加盟店でご利用ください！
・中野区商店街振興組合連合会が発行している
額面500円の金券です。
・加盟店は中野区内に約1,300店あります。
※商品券の有効期限は2022年３月31日です。

◆ あっせん内容　 500円券10枚で１セット 
（5,000円分）

◆ あっせん料金　1セット 4,300 円
◆ あっせん数　1会員　2セットまで

◆ あっせん総数　520セット

当選はがきは事業所宛に送付します。
（会報紙サービスセンターにゅうすが届く住所です。） !

取扱店の目印です！

※ おつりが出ないので、
500円以上のお買い
物にご利用ください。

見 本

応 募 締 切

５月26日（金）まで
※窓口・インターネットは午後５時、
　はがきは当日必着

引換え期間

６月５日（月）～７月７日（金）
　期間内に必ずお引換えをお願
いします。

申込方法と引換えについて

①申込方法は２ページをご確認ください。
②当選した方のみはがきで通知します。

③ 引換え期間内に当選はがきをご持参のうえ、窓口に
てご購入ください。
※当選者のみの通知となります。ご了承ください。
※応募締切後のキャンセルはできません。
※代引きによる郵送をご希望の場合は、お電話でお申込
みください。

インターネット
から応募可



申込方法／としまえんプール券
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「なかのハート商品券」の申込方法について

 5月26日（金）まで　窓口・インターネットは午後５時、はがきは当日必着。応 募 締 切

インターネット
http://www.nakano-kinrou.or.jp/

 １．中野区勤労者サービスセンターのウェブサイトにアクセスしてください。

 ２．「最新チケット情報」ページにアクセスしてください。
 ３． 応募する商品の「申込む」ボタンをクリックし、お申込みフォームを入力し、応募

してください。※1送信につき１名でお申込みください。複数名併記はできません。
 ４．お申込み確認の自動返信メールが届きます。
 　　※自動返信のメールは当選のお知らせではありません。

　  窓口か郵政はがきまたはインターネットでの受付となります。 
お電話、FAXでの受付は行いません。
窓口で所定の用紙に必要事項をご記入のうえお申込みください。

はがきに下記の内容をご記入のうえお申込みください。

申 込 方 法

は が き
サービスセンター窓口

①なかのハート商品券
②希望セット数、枚数
（会員を複数併記した場合、必ず各会員の
希望枚数を明記してください。）
③会員番号（複数会員併記可）
④氏名
⑤連絡先電話番号

送付先　〒164-0001　中野区中野2-13-14
　　　　「中野区勤労者サービスセンター」行

! ご注意ください！次のお申込みは無効となります。
●応募商品を複数明記している場合
●同一会員の重複したお申込み
●お申込み内容の記載に不備がある場合
●期限を過ぎて到着した場合

としまえん「プール券」をあっせんします
券種 区分 あっせん料金 一般料金

プール券
（入園+プール）

大人・こども共通 2,300円 4,000円

こども（3歳～小学生） 1,300円 3,000円

　にゅうす7月号（7月5日発行）に同封の「夏季プール等利用補助券」（1会員6枚まで）を利用すると、
本人負担額は以下のとおりとなります。
★夏の1日券（入園＋プール＋のりものフリー） 大人（中学生以上）：2,700円　こども（3歳～小学生）：1,700円
★プール券（入園＋プール） 大人（中学生以上）：2,200円　こども（3歳～小学生）：1,200円

「夏季プール等利用補助券」もご利用ください！

代引郵送をご希望の場合は、お電話でお申込みください。チケット購入後の払戻し・変更はできません。

購入方法②　6月19日（月）から先着

　6月19日（月）から、電話予約・窓口にて先着
順で販売します。枚数に限りがありますので、在
庫が無くなり次第あっせんを終了します。
　確実に購入を希望される方は事前予約をご利用
ください。

１会員　大人・こども合わせて10枚まで

※事前予約で購入された方も購入できます。

購入方法①　事前予約・後日引換

　5月31日（水）までに電話・窓口でお申込みく
ださい。お申込みいただいた枚数を取寄せますの
で必ず購入できます。
　引換期間内にご購入ください。
※申込期限後の変更・キャンセルはできません。

１会員　大人・こども合わせて10枚まで

申込期限
5/31（水）

引換え期間
6/19（月）～7/14（金）

2つの購入方法があります！
新チケット

※ プール営業期間中（7/1・2・8・9・
15～9/3）有効です。
※のりものは利用できません。



東京ディズニーリゾート®情報／ TAC優待券
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東京ディズニーリゾート®インフォメーションセンター（開園時間・混雑状況 .・チケット料金など）
TEL　0570-00-8632（午前９時～午後７時）

ご利用期間  4月6日（木）～7月14日（金） 　の土・日・祝日を除く月曜日～金曜日
販 売 期 間  7月14日（金）まで

購 入 方 法  （1） ディズニー eチケットで購入（首都圏に在住の方のみご利用いただけます。） 
下記サイトよりご購入ください。

 http://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/campaign/shutoken2017/
 ※コーポレートプログラム利用券はご利用できません。
 （2） 東京ディズニーリゾートでの各施設での購入 

※ 東京ディズニーリゾート各施設でご購入の際は、「首都圏ウィークデーパスポート」と申告し
てください。また、首都圏に在住、在勤、在学が証明できるものが必要です。

 　　※コーポレートプログラム利用券も併せてご利用いただけます。

　首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・
栃木県・山梨県）に在住、在勤、在学の皆様にご利用い
ただけます。
※ お買い求めいただいたチケットを期間外にご利用になる場
合は、ご利用当日の通常料金との差額および期日変更手数
料を別途申し受けます。
※本パスポートは入園制限時にはご利用いただけません。
※チケットには有効期限があります。

大人（18歳以上）

通常料金　7,400円
⬇

6,400円

中人（中学・高校生）
12～17歳

通常料金　6,400円
⬇

5,500円

小人（幼児・小学生）
4～11歳

通常料金　4,800円
⬇

4,100円

　TAC中野・TACサンプラザスポーツスペースにて、特別価格で気軽にフィットネスライフを楽しめるよう
になりました！ぜひご利用ください。

 会員とその家族（16歳もしくは高校生以上）
 サービスセンター窓口にてNカードを提示のうえお申込みください。
  施設利用優待チケットに会員番号・氏名をご記入のうえ、

ご利用のTACフロントにて利用料金をお支払いください。

利用対象
申込方法
利用方法

券種・利用期間 配布期間 1会員あたり
配布枚数 利用料金 ビジター料金

施設利用優待チケット
（TAC中野・TACサンプラザスポーツスペース）
30年3月31日（土）まで利用可能

30年
3月30日（金）
まで

年度計
15枚まで

1,510円
（現地でお支払いく
ださい）

中野 （1日）3,780円
サンプラザ （3時間）2,700円

TAC中野・TACサンプラザスポーツスペース

施設利用優待チケットを配布します!!

首都圏ウィークデーパスポート

©Disney



プロ野球情報
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★いずれの試合も２席単位でのあっせんとなります★

　電話か窓口で５月22日（月）までにお申込みください。５月24日（水）までに当選した方へ引換日とともに
電話でお知らせします。
☆応募者多数の場合は抽選を行います。
☆お申込みの際、昼間に連絡がとれる電話番号をお知らせください。何試合でも申し込めます。

当選の連絡を受けてからのキャンセルはできません。
☆ 当選者確定後、空席がある場合５月25日（木）から先着順で受付を行いますのでお問い合わせください。
☆ チケットの最新情報は、サービスセンター窓口およびインターネットのホームページでお知らせしていま
す。http://www.nakano-kinrou.or.jp/「最新チケット情報」をご参照ください。この場合に限り、１席単
位のあっせんも出来ますのでご相談ください。

申込方法

☆東京ドーム巨人戦☆ ◎指定席Ａ ２席（金・土・日曜日の試合のみ）み）

☆神宮球場ヤクルト戦☆ ◎スターシート ２席

◆あっせん料金：２席で6,400円
◆試合開始　無印＝午後６時　▲印＝午後２時　■印＝午後１時　●印＝午後５時

日　程
６月

２（金） ▲３（土） ■４（日） 13（火） 14（水） 15（木） 16（金） ▲17（土）■18（日） 23（金） ▲24（土）■25（日）

対戦相手 西　武 楽　天 日ハム DeNA

日　程
７月

７（金） ８（土） ●９（日） 21（金） 22（土） 23（日） 25（火） 26（水） 27（木）

対戦相手 広　島 阪　神 中　日

抽 選

2017

ネット裏08段35・36番
昨シーズンと同じ席です！

★

指定席Ａ
一塁側でのご案内

東京ドーム 神宮球場
座席表 

◆あっせん料金：２席で8,800円　※６月２日（金）のみ２席で9,200円
◆試合開始　無印＝午後６時　▲印＝午後２時

日　程
６月

２（金） ▲３（土） ▲４（日） 16（金） 17（土） ▲18（日） 23（金） 24（土） ▲25（日）

対戦相手 オリックス ロッテ 中　日

日　程
７月

１（土） ▲２（日） 29（土） ▲30（日）

対戦相手 DeNA

☆６/ ２（金）は来場者全員にレプリカ 
ユニフォームのプレゼントがあります☆

☆７/26（水）、27（木）はスターシート席の方にTOKYO燕パワーユニフォームのプレゼントがあります☆



美術展チケット
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美術展
情報

◆ A～Cの申込方法
◆  5月22日（月）から電話予約とサービスセンターでの窓口販売を行います。
◆  あっせん枚数に達した時点で受付を終了します。
◆  購入後の払い戻しはできません。
◆  お申込日から３週間以内にチケットの引き取りをお願いします。難しい場合は、代引
郵便で郵送しますのでお申しつけください。

先着順：5月22日（月）から

会 期
休 館 日

開館時間

会 場
あっせん料金

あっせん数

現在開催中～9月24日（日）
火曜日
※ ただし5月2日、7月25日、8月1日・8日・15日・22日・
29日は開館

午前10時～午後5時
※会場への入場は閉館時間の30分前まで
日本科学未来館　企画展示ゾーン
大人（19歳以上）　1,200円（当日券1,800円）
中人（小学生～18歳以下）　800円（当日券1,200円※土曜日は1,100円）
小人（3歳～小学生未満）　400円 ( 当日券600円）
1会員4枚まで（あっせん総数60枚）

ディズニー・アート展 いのちを吹き込む魔法B
　ディズニー・アニメーションの歴史を紐解く、原画やスケッチ、コンセプト
アートなど約500点が日本にやってくる大変貴重な展覧会です。今回はそのほ
とんどが日本初公開。ディズニー・アニメーションが歩んできた想像力と技術
革新の軌跡は、きっと子どもも大人も夢中に、そして、未来の創造性に思いを馳
せるきっかけとなるはずです。ぜひお見逃しなく！

《ミッキーのハワイ旅行》より 1937年
Ⓒ Disney Enterprises, Inc.

　新しい発見と楽しみに出会える一冊。東京を中心とする80の美術館や博物館
などの入場券または割引券がセットになった便利でお得なチケットブックです。
初めて横浜美術館、千葉市美術館、埼玉県立近代美術館が参加します。

東京・ミュージアム　ぐるっとパス2017A

80の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園の各施設指定の展示
に１回のみご利用いただけます。例えば、恩賜上野動物園、三井記
念美術館、相田みつを美術館、国立科学博物館、ちひろ美術館・東京、
東京都江戸東京博物館（9月末まで）、葛西臨海水族園、夢の島熱帯
植物館、井の頭自然文化園、神代植物公園など。
詳しくはwww.rekibun.or.jp/grutto/ をご参照ください。
最初に利用した日から2ヶ月間　（ただし最終有効期限は平成30年3月31日（土））
1,500円（大人料金のみ）（通常料金2,000円）
1会員2冊まで（あっせん総数70枚）

対象施設

w

有効期間
あっせん料金
あっせん数

※各展覧会の開催日時については、変更の可能性があります。詳しくは公式ホームページ等でご確認ください。
※当センターで扱っているチケットは、直接会場であっせん料金ではお求めにはなれません。ご注意ください。

アルチンボルド展C
　本展は、世界各地の主要美術館が所蔵するアルチンボルドの油彩約10点のほか、素
描などおよそ100点により、この画家のイメージ世界の生成の秘密に迫り、同時代の
文脈の中に彼の芸術を位置づけ直す試みです。日本で初めて、アルチンボルドのユー
モアある知略の芸術を本格的にご紹介するこの機会を、どうかご期待ください。

6月20日（火）～9月24日（日）
月曜日、7月18日（火）
※ただし、7月17日（月）、8月14日（月）、9月18日（月）は開館
午前9時30分～午後5時30分まで
※金・土曜日は午後8時まで　※入館は閉館の30分前まで
国立西洋美術館
1,100円（当日券1,600円）
1会員4枚まで（あっせん総数40枚）

会 期
休 館 日

開館時間

会 場
あっせん料金
あっせん数
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◆①～⑨の申込方法 抽 選
　5月26日（金）までに電話またはサービスセンター窓口でお申込
みください。6月1日（木）までに当選した方に電話でお知らせします（申
込みの際､昼間連絡のとれる電話番号をお知らせください）｡
☆チケットの引換日は､当選連絡の際にお知らせします｡
☆チケットによっては､同一グループでも席が離れる場合があります｡
☆締切後の枚数変更 ･キャンセルはできません｡

観劇
コンサート

締　切

5
26㈮

当選連絡

6
1㈭
まで

東京バレエ団　ラ・バヤデール2
濃厚なエキゾティシズムとドラマ、クラシック・バレエの美が見事に溶け合っ

た壮大なスペクタクル「ラ・バヤデール」！
【出演】ニキヤ：上野水香 ／ソロル：ダニエル・カマルゴ ／
 ガムザッティ：奈良春夏
※未就学児入場不可

 日 時 6月30日（金）　午後6時30分開演  会 場 東京文化会館
大ホール

 あっせん料金 S席  8,900円
　　　（一般料金12,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

©Kiyonori Hasegawa

ハンブルク交響楽団 with フジコ・ヘミング3
名指揮者・S.ザンデルリンクが振る!　ドイツより待望の初来日、初共演。
【ピアノ】フジコ・へミング
【指揮】シュテファン・ザンデルリンク
※未就学児入場不可

 日 時 7月5日（水）　午後7時開演  会 場 東京文化会館　大ホール

 あっせん料金 S席  8,400円
　　　（一般料金12,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

1 美輪明宏　ロマンティック音楽会～生きる～
生き抜く為の勇気、癒し、歓び、心の歌が貴方を満たします。選曲はもとより、舞台美術、照明、

衣裳に至るまで趣向を凝らし繰り広げられる、美輪明宏の世界観を是非、ご堪能ください。
※未就学児入場不可

 日 時 6月29日（木）　午後6時30分開演  会 場 中野サンプラザホール

 あっせん料金 S席  5,400円
　　　（一般料金7,200円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数15枚）

4 宝塚雪組公演
◎かんぽ生命　ドリームシアター　ミュージカル・コメディ『幕末太陽傳』
　～原作　映画「幕末太陽傳」©日活株式会社　監督／川島雄三
　　脚本／田中啓一、川島雄三、今村昌平～　　脚本・演出／小柳奈穂子
◎かんぽ生命 ドリームシアター　Show Spirit　『Dramatic “S”!』
　作・演出／中村一徳

 日 時 7月6日（木）　午後6時30分開演  会 場 東京宝塚劇場

 あっせん料金 S席  7,300円
　　　　　　（一般料金8,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数20枚）

©宝塚歌劇団
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5 恐竜どうぶつ園～ティラノサウルスがやってくる！～
かわいい赤ちゃん恐竜から、リアルに動き回る大きな恐竜までおおむかしにタイ

ムトリップして学べる体験型恐竜ショー！
※日本語上映／上映時間60分
※ 3歳以上有料、2歳以下のお子様は保護者1名につき、1名まで膝上に限り無料。但しお席の
必要な場合有料。

 日 時 7月15日（土）　午後1時30分開演  会 場 練馬文化センター大ホール

 あっせん料金 全席指定  2,300円　（一般料金3,000円） あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数10枚）

ブロードウェイミュージカル 「シカゴ」20周年記念ジャパン・ツアー
20周年を迎えたアメリカ作品ブロードウェイ歴代1位のロングランミュージカル

『シカゴ』に米倉涼子がロキシー役で5年ぶりにカムバック！
※未就学児入場不可　※生演奏／英語上演／日本語字幕あり

 日 時 8月4日（金）　午後7時開演  会 場 東急シアターオーブ

 あっせん料金 S席  9,600円
　　　（一般料金13,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

9

6 ディズニー・オン・アイス“Everyone’s Story”Japan Tour
名作の数々が一堂に会するディズニー・オン・アイスの新作 “Everyone’s Story” がこ
の夏、日本にやってきます。
※ こども料金は3歳～小学生まで。2歳以下のお子様は保護者1名につき、1名まで膝上に限り無料。
但しお席の必要な場合有料。

 日 時 7月17日（月・祝）　午後2時開演  会 場 幕張メッセ
幕張イベントホール

 あっせん料金 S席大　人  4,700円（一般料金6,300円）
S席こども 3,900円（一般料金5,200円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数20枚）

©Disney,©Disney/Pixar

 日 時 7月23日（日）　午後1時開演  会 場 彩の国さいたま芸術劇場
大ホール

 あっせん料金 S席  8,900円
　　　（一般料金12,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

7 蜷川幸雄一周忌追悼公演　『NINAGAWA・マクベス』
蜷川幸雄が芸術監督として愛した劇場に、蜷川組のスタッフ・キャストが集結する一周

忌追悼公演。
【出演】市村正親、田中裕子、辻萬長、大石継太、瑳川哲朗ほか
※未就学児入場不可

©ニナガワカンパニー

ブロードウェイ・ミュージカル　ウエスト・サイド・ストーリー
1957年のブロードウェイ初演以来、全ての観客に普遍的な感動を与え続け、世界で

最も愛されるミュージカルのひとつ『ウエスト・サイド・ストーリー』。
音楽、振付、ストーリーすべてが高い完成度を誇り、まさにミュージカルの金字塔と

して燦然と輝き続けています。
※未就学児入場不可　※生演奏／英語上演／日本語字幕あり

 日 時 7月23日（日）　午後6時開演  会 場 東急シアターオーブ

 あっせん料金 S席  9,600円
　　　（一般料金13,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

8

©nilz boehme
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券　　種 区　　分 あっせん料金 一般料金 1会員あたりのあっせん数

水 族 館
利用期間：～6月30日

大人（高校生以上） 1,200円 2,000円

年度計6枚まで
こども（小・中学生） 600円 1,000円

幼児（4歳～小学生未満） 400円 700円

シニア（65歳以上） 取扱いなし 1,700円

プラネタリウム“満天”
一般シート

大人（中学生以上） 900円 1,500円
年度計6枚まで

こども（4歳～小学生） 500円 900円

お知らせ   プラネタリウム “満天”のオンライン予約はできません。当日窓口で時間指定の入場券にお引換ください。
　　　　　 芝 /雲シートおよびヒーリングプラネタリウムは対象外です。
注 意   仕入の都合により一時的にチケットの在庫がなくなる場合がありますので、サービスセンターへご予約のうえ購

入することをお勧めします。

3 サンシャインシティ チケット

1 としまえん チケット 先着順

券　　種 販売期間 あっせん料金 1会員あたりのあっせん数 あっせん総数 一般料金

オールシーズン券
利用期間：～30年3月31日
※プール利用可

9月29日（金）まで 800円 10枚まで 1,200枚
大人（中学生以上）
 3,000～3,300円
こども
 1,800～2,800円

※10月2日（月）から次期の「オールシーズン券」を販売します。

2 西武園ゆうえんち 法人パス 先着順

券　　種 販売期間 区　　分 あっせん料金 1会員あたりのあっせん数 一般料金

上期　のりもの１日券
（入園+のりものフリー）
利用期間：～30年3月31日
※プールは利用できません

9月29日（金）まで

大人・こども
共通 1,800円

各区分合わせて
20枚まで

4,200円

こども
（3歳～小学生） 800円 2,400～3,200円

プール券
（入園+プール）

利用期間：プール営業期間中
※のりものは利用できません

購入方法は２ページ
をご覧ください。

大人・こども
共通 2,300円

各区分合わせて
10枚まで

4,000円

こども
（3歳～小学生） 1,300円 3,000円

★としまえんプール　営業期間（予定）：7月1日（土）～9日（日）までの土日、7月15日(土）～9月3日(日）までの毎日
※「プール券」の購入方法は、必ず購入できる事前予約もあります。詳しくは2ページをご覧ください。
※10月2日（月）から次期の「のりもの1日券」を販売します。 
注 意   利用期間、販売期間が変わることがあります。購入後の区分の変更、払戻しは一切できません。

1～4の申込方法（5は現地にてご購入ください）

　電話予約受付とサービスセンターでの窓口販売を行い、あっせん総数に達した
時点で受付と販売を終了します。
注 意  チケット購入後の払戻しはできません。すべての券の譲渡、転売を禁止します。
　　　 としまえん、西武園ゆうえんちチケットを電話予約した場合の取り置き期間は1ヶ

月です。受付日から1ヶ月以内に引換がない場合は自動的にキャンセルとなります。

　サンシャイン水族館は「マリンガーデン」のリニューアルオープンに伴い、7月12日（水）から入場料金
が改訂されます。センターでのあっせん料金など詳しくは７月号でご案内します。
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券種・利用期間 販売期間 あっせん料金 1会員あたりのあっせん数 あっせん総数 ビジター料金

施設利用チケット
4月1日（土）～30年3月31日（土） 30年3月31日（土）まで 1,700円 年度計15枚まで 250枚 3,240円

注 意   詳しくはご利用店舗へお問い合わせください。　ティップネスHP： http://www.tipness.co.jp/
　　　　　 ティップネス丸の内スタイルは対象外です。
　　　　　 施設利用チケットの裏面をお読みになり、必要事項をご記入のうえご利用ください。
　　　　　 チケット1枚につき1名（16歳以上の方）が1日ご利用できます。

4 フィットネスクラブ ティップネス　施設利用チケット 先着順

得10チケット・その他の商品が東京ドームシティで直接購入できます！

購入場所  東京ドームシティ ミーツポート2F
「法人サービスカウンター」
TEL：03-3817-6364
必ずＮカードをご提示ください。
クレジットカードもご利用可能です。
※得10チケットの詳細は下記をご確認ください。
http://www.tokyo-dome.co.jp/10/

営業時間  午前10時～午後7時
購入枚数  1日につき各券種とも1会員10枚まで
　　　　　※ トリートメント＆ビューティー利用券とTDC

グルメチケットの枚数制限はありません。

チケット名 会員料金（一般料金）
得10チケット 2,500円（最大6,200円相当）

東京ドームホテル レストラン ランチ券 2,600円（3,000円相当）

スパ ラクーア入館券（平日） 1,750円（2,634円）

スパ ラクーア トリートメント＆ビューティー 900円（1,000円）

TDCグルメチケット 900円（1,000円）

宇宙ミュージアムTeNQ
入館券（一般 /学生） 1,350円（1,800円 /1,500円）

宇宙ミュージアムTeNQ
入館券（4歳～中学生・シニア） 900円（1,200円）

※インターネットからの購入はできません

5 東京ドームシティ パートナーメンバーズ

　ティップ．クロスTOKYO３店舗を含む、関東エ
リア46店舗でご利用可能となり、クロスTOKYO
店では最先端のプログラムがご利用いただけます。

〔広告〕

4月1日から TeNQ 入館券も購
入できるようになりました！



平成29年度収支予算／事業実施予定表
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平成29年３月17日に開催された理事会で決定した平成29年度収支予算は下記のとおりです。
（単位：千円）

中野区勤労者サービスセンター 平成29年度収支予算

収 入 の 部 予算額 内　　容　　説　　明
事業収入 56,240 入会金・会費、チケットあっせん販売
補助金収入 15,862 区からの補助金
寄付金収入 1 科目存置
雑収入 1,049 広告掲載料収入、利息収入等
特定預金取崩収入 1 科目存置
前期繰越収支差額 1,994
収入合計 75,147

支 出 の 部 予算額 内　　容　　説　　明
事業費 54,593
加入促進費 209 加入促進キャンペーン他
情報提供費 1,663 会報紙の発行
共済給付事業費 5,000 給付金の支給
福利厚生事業費 47,721 各種福利厚生事業
管理運営費 19,554 事務局業務委託費、システム賃借料等
予備費 1,000 予備費
支出合計 75,147

【交　通】 品川駅から京急線（快特）で約60分。 
三浦海岸駅下車

【施　設】 天然温泉大浴場とクアパーク（室内プール）で
リフレッシュ

【お食事】 人気のバイキング（三崎港の鮮魚と三浦野菜で
おもてなし）

～初夏の三浦半島へ～
城ケ島（散策）・三崎漁港（買物）・小網代の森（散策）・味覚狩り・油壷マリンパーク等、自然を満喫。

≪ご予約・お問合せ≫首都圏予約センター　電話0120-046-891

※三浦海岸駅から徒歩6分（送迎バス有）
※三浦海岸海水浴場まで徒歩7分

〔広告〕

平成29年度 事業実施予定表
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

にゅうす 第164号 第165号 第166号 第167号 第168号 第169号

発行予定日 5月15日（月） 7月5日（水） 9月15日（金） 11月15日（水） 1月15日（月） 3月15日（木）

に
ゅ
う
す
掲
載
事
業

あ
っ
旋
販
売
等

観劇、美術展 観劇、美術展 観劇、美術展 観劇、美術展 観劇、美術展 観劇、美術展

プロ野球観戦 プロ野球観戦 Amazon ギフト券 スキーリフト券 ジェフグルメカード プロ野球観戦

区内共通商品券 都内共通入浴券 スパリゾート
ハワイアンズ 図書カード プレゼントコーナー 春の和菓子

購入割引券
としまえん
プール券 夏季食事券 秋の和菓子

購入割引券 冬季食事券 スパリゾート
ハワイアンズ

東京湾納涼船 映画鑑賞券 大相撲観戦 大相撲観戦

キャンペーン等

通
年
事
業

給付事業 給付金（お祝金、見舞金、弔慰金）の支給

利用補助 人間ドック、生涯学習活動助成、指定宿泊施設、指定レジャー施設、日帰り温泉施設、東京ディズニーリゾート®、
映画チケット、バス旅行

割引あっ旋 サンシャインシティ（プラネタリウム、国際水族館）、スポーツクラブ（ティップネス関東エリア）、としまえん

法人会員 西武園、東京ドームシティパートナーメンバーズ、東京アスレティッククラブ

そ の 他 指定店・指定施設割引、エンジョイドリーム（レジャー施設）割引

※一部変更になる場合もあります。

会員拡大キャンペーン

オーシャンリゾートホテル（東京湾と房総半島が望める）

マホロバ・マインズ三浦



広告（セレモニー）

〔広告〕
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伝 言 板
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サービスセンターにゅうすは、再生紙を使用しています。

東中野→←高円寺←高円寺 JR 中央線

南 口南 口
津田ビル

中
野
通
り

交番
公社
団地

マ ン
ション

コン
ビニ

中野
マルイ TAC

堀　江
敬老館

産業振興センター2階
中野駅から徒歩5分

中野駅

◆指定宿泊施設「四季倶楽部 2017年度優待プラン」のお知らせ
　期間： 6月1日～30日（土曜日を除く）、12月1日～20日（土曜日を除く※施設により除外日あり）、

平成30年1月9日～2月28日（土曜日、2月11日、梅祭り期間中の熱海青青荘、シオン熱海、

熱海望洋館を除く）

　内容： 会員と同行者の宿泊代金1000円引き（税別 ･添い寝のお子さまは除く）

　申込方法：電話予約時に「優待プランでの宿泊希望」とお伝えください。予約後の申し出は適用外です。

　ご不明な点は四季倶楽部予約センター（℡：03－5695－2500）までお問い合わせください。

◆「日帰り温泉施設等利用補助券」契約施設に関するお知らせ
　「富士眺望の湯 ゆらり」は館内設備点検のため５月29日（月）～６月２日（金）の期間は休館となります。

◆「利用ガイド」記載内容の変更
■指定宿泊施設「伊東園ホテルズ」新規施設について（P.51）

　5月1日（月）より、福島県あだたら高原岳温泉に下記の新規施設がオープンし、全45施設となりまし

た。ぜひご利用ください。

　　【鏡
かがみ

が
が

池
いけ

　碧
へき

山
ざん

亭
てい

】　住所：福島県二本松市岳温泉2-13　電話番号：0243－24－2008

■下記の施設は３月31日をもって契約解除となりました。

　・ナチュル（P.60）

◆丸大食品（株）「丸大夏ギフト」申込書について
　例年５月号に同封している「丸大夏ギフト」特別販売の申込書は、次号７月号（６月下旬発送）に折り込

みます。ぜひご利用ください！

どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。

次号165号〔29年7月5日（水）発行予定〕のお知らせ

　〒164-0001 中野区中野2-13-14
　電話  03－3380－6941
　FAX  03－3380－6943
URL http://www.nakano-kinrou.or.jp/
E-mail info@nakano-kinrou.or.jp

●事務取扱い時間
　月曜日～金曜日　午前9時～午後5時
　　　　　　　　　　　（土・日・祝休日・年末年始は休み）
　※毎月、原則として第2・第4金曜日は午後7時まで

中野区勤労者サービスセンター

★観劇・コンサートチケット ★美術展チケット ★エンジョイライフ情報
★東京ディズニーリゾート®情報 ★プロ野球チケット ★夏季グルメチケット
★東京湾納涼船 ★都内共通入浴券 ★会員入会キャンペーン
★28年度収支決算報告


