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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1,200店あります。
※商品券の有効期限は2025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 4,500 円
◆ あっせん数　1会員　2セットまで

◆ あっせん総数　300セット

当選はがきは事業所宛に送付いたします。
（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27日（水）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８日（月）～７月８日（水）
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。
※必ず期間内にご購入ください。
※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。

）
い

インターネット
から応募可



ハート商品券申込方法／東京ディズニーリゾート®情報／広告（はせがわ）
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「なかのハート商品券」の申込方法について

 ５月27日（水）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 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。
 　　 https://www.nakano-kinrou.or.jp/
 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
エンジョイライフなかの窓口

①なかのハート商品券
②希望セット数
（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

〔広告〕

　2020年度 東京ディズニーリゾート®コー
ポレートプログラム利用券を配布しています。
　郵送ご希望の場合はお電話にて承ります。

配布枚数：１会員１枚
補助金額：2,000円
利用期間：2020年４月１日
　　　　　　　～2021年３月31日まで

※パークの再開など最新情報については、公式サイトをご確認ください。

コーポレートプログラムに関するお得な情報は
右記URLよりご確認いただけます！

dcp.go2tdr.com 検索

東京ディズニーリゾート® コーポレートプログラム利用券について

ⓒDisney

施設利用優待チケット （2021年3月31日まで利用可）
利用料金 ビジター料金
1,595円
（現地支払）

中野 （1日） 3,980円
サンプラザ（3時間） 2,750円

配布期間：2021年３月31日（水）まで
１会員あたりのあっせん数：年度15枚まで
 ★ 利用対象は会員とその家族（16歳もしくは高校生以上）
です。エンジョイライフなかの窓口にNカードを提示の
うえ、チケットをお受け取りください。ご利用は、チケッ
トに会員番号・氏名をご記入のうえ、TACフロントにて
利用料金をお支払いください。

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中です！



美術展チケット

3

美術展
情報

◆ A～Bの申込方法
◆  電話予約とエンジョイライフなかの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。代引郵送を希望す
る方は電話でお申しつけください。

先着順

※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なれません。ご注意ください。

東京・ミュージアム　ぐるっとパス2020A
　東京を中心とする99の美術館・博物館等の入場券や割引券がセットに
なった便利でお得なチケットブックです。六義園や旧古河庭園、清澄庭園な
ど都内の文化財庭園が新たに7庭園参加します。施設が増えよりめぐりや
すくなったぐるっとパスで、街や庭園の散策も楽しめます。

99の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園・庭園の各施
設指定の展示に1回のみご利用いただけます。
向島百花園、小石川後楽園、旧芝離宮恩賜庭園、旧古河庭
園、六義園、清澄庭園、殿ヶ谷戸庭園が新規参加
最初に利用した日から2か月間
（ただし最終有効期限は、2021年3月31日（水））
1,700円（大人料金のみ）（通常2,200円）
1会員2冊まで（あっせん総数40冊）

対象施設

 

 

 

有効期間

 

あっせん料金

あっせん数

没後35年　有元利夫展　花降る空の旋律（しらべ）B
　1985年、38歳という若さでこの世を去った画家、有元利夫。イタリ
アのフレスコ画と日本の仏画に見出した共通点を手がかりに、西洋と東洋
の古典を融合した独自の画風を確立していきます。東西の技法が織り成す
マチエールは、儚（はかな）げに美しく、懐かしくもあり、画面に漂う幻想
的な世界観が、今も見る者の心を惹きつけてやみません。本展では、創作
活動に寄せた有元自身のことばとともに作品を辿り、没後35年にあたる
2020年、今なお色あせることのない画家の魅力に迫ります。立体作品や
スケッチ、ごく初期のデザインワークもあわせて展示、タブローとは異な
る表情を見せる、有元利夫の豊かな想像性にもご注目ください。

6月25日（木）～8月30日（日）
7月28日（火）、8月4日（火）
午前10時～午後6時（金曜日・土曜日は午後9時まで）
※入館は閉館の30分前まで
Bunkamura ザ・ミュージアム
一般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
有元利夫 《花降る日》 1977年　三番町小川美術館蔵
ⓒ Yoko Arimoto

先着開始未定
決まり次第ホームページでお知らせいたします。



観劇・コンサートチケット
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2 新橋演舞場シリーズ第7弾！！ 東京喜劇
熱海五郎一座 Jazzyなさくらは裏切りのハーモニー ～日米爆笑保障条約～

今年のゲストは、宝塚退団後初舞台の紅ゆずるとAKB48元総監督の横山由依。
おしゃれでクール、そして大爆笑の東京喜劇！お見逃しなく！
【出演・構成・演出】三宅裕司
【出演】渡辺正行　ラサール石井　小倉久寛　春風亭昇太　東貴博
【ゲスト】紅ゆずる　横山由依（AKB48）

 日 時 6月28日（日）
午後1時開演

 会 場 新橋演舞場
（地下鉄「東銀座」「築地市場」）

 あっせん料金 1等席  7,900円
　　　　（一般料金11,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

※未就学児入場不可

◆①～⑤の申込方法 抽 選
　5月27日（水）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3日（水）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）｡

・チケットの引換期間は､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
27㈬

抽 選

梅沢富美男劇団特別公演　研ナオコ芸能生活50周年1

 日 時 6月27日（土）
午前11時開演

 会 場 明治座
（地下鉄「浜町」）

 あっせん料金 S席   8,500円
　　　 （一般料金12,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

※6歳以上有料／5歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください

芝居と歌と舞踊の豪華三本立て。笑って泣ける珠玉のエンターテインメント !!
【演目】 第1部　大笑い！富美男とナオコの花戦、女の意気地 

第2部　研ナオコ・梅沢富美男 歌謡オンステージ 
第3部　華の舞踊絵巻

【出演】 梅沢富美男　研ナオコ 
小川菜摘　小野寺丈　竜小太郎　北川大介　門戸竜二　岩佐美咲 
梅沢武生 ※ 新型コロナウイルスの影響により

公演中止が決定いたしました。



観劇・コンサートチケット
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3 コロッケ芸能生活40周年記念公演

 日 時 7月5日（日）　午前11時開演  会 場 明治座（地下鉄「浜町」）

 あっせん料金 S席   8,200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）

※6歳以上有料／5歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください

3部構成でお届けするスペシャルなエンターテインメントSHOW！
40周年を祝して豪華ゲスト出演！！
【演目】 第一部　コント名場面集 

第二部　豪華ゲストとのスペシャルステージ 
第三部　コロッケものまねオンステージ2020

【スペシャルゲスト】 堀内孝雄

※ ３歳未満は保護者１名につきお子さま1名まで保護者のひざ上での鑑賞が無料（席が必要な場合は有料）。

4 English Concert for Kids 2020
ベネッセの英語コンサート 夏公演 Let’s Go! Summer Adventure

この夏、英語コンサートでしまじろうと英語の冒険にでかけよう！ 
【出演】しまじろう　Mimi　Beepy　Nancy　Andy

 日 時 7月11日（土）
午後2時30分開演

 会 場 文京シビックホール　大ホール
（地下鉄「後楽園」「春日」／JR「水道橋」）

 あっせん料金 全席指定   2,400円
　　　（一般料金3,230円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数20枚）

©Benesse Corporation ／しまじろう

5 ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』

※ 3歳未満のお子様は保護者のひざ上観劇が可能。お子様の頭が保護者の肩の高さを超える場合は有料
となります。

※お子様の年齢を確認できる身分証明書をご提示いただく場合がございます。

 日 時 8月8日（土）
午後4時開演

 会 場 東京建物Brillia HALL
〈豊島区立芸術文化劇場〉
（JR／地下鉄「池袋」）

 あっせん料金 Ｓ席 大　人 6,900円
  （一般料金9,000円）

 こども 4,200円
  （一般料金5,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

ピーターパン上演40年目！！ 新演出により大リニューアル！！
パワーアップして池袋に初めて舞い降りる
【出演】吉柳咲良　松平健　美山加恋　宮澤佐江　比企理恵



プロ野球情報
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2020

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今後の試合の見通し

が立たないため、プロ野球チケットの受付・販売を一時休止

しています。

　再開が決まりましたら、エンジョイライフなかのホーム

ページや、にゅうすでお知らせいたします。

　ご迷惑をおかけしますが皆さまにはご理解のほどよろしく

お願いいたします。

プロ野球公式戦

ろしく

指定宿泊施設に関するお知らせ

◆「四季倶楽部」

■『2020年度優待プラン』について

【期　　間】　2020年６月１日（月）～30日（火）　※土曜日は除く

　　　　　　※熱海青青荘・シオン熱海・熱海望洋館は花火大会開催日のため６月14日も除く

【内　　容】　会員と同行者の宿泊代金1,000円引き（税別、添い寝のお子さまは除く）

【申込方法】　・ 電話予約：「中野区勤労者サービスセンターの会員であること」と「優待プランで

の宿泊希望」とお伝えください。

　　　　　　・ インターネット予約：「中野区勤労者サービスセンターの

会員であること」を入力のうえ、備考欄に「優待プランで

の宿泊希望」と書き添えてください。

　　　　　　※申し出のない場合は通常の宿泊代金になります。

■チェックイン開始時刻の変更

【期　　間】　７月１日～９月30日

【内　　容】　16時からに変更（上記期間以外は15時から）

　　　　　　※フロント営業開始時刻や浴場利用開始時刻も16時からとなります。

【対象施設】　四季倶楽部直営全施設　　　



としまえん夏の１日券・プール券
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としまえん「夏の１日券」「プール券」をあっせんします！

券種 区分 あっせん総数 あっせん料金 1会員あたりの
あっせん数 一般料金

夏の１日券
（入園+プール+
のりものフリー）

大人・こども共通 一次・二次
合わせて400枚 2,800円 区分合わせて

10枚まで

4,600円

こども
（３歳～小学生）

一次・二次
合わせて300枚 1,800円 3,600円

プール券
（入園+プール）

大人・こども共通 一次・二次
合わせて400枚 2,300円 区分合わせて

10枚まで

4,100円

こども
（３歳～小学生）

一次・二次
合わせて300枚 1,300円 3,100円

※プール営業期間中（6/27・28　7/4・5・11～8/31まで）有効のチケットです。

先着予約　一次：6月1日（月）から　二次：7月13日（月）から

先着順で予約を受け付けます。あっせん総数に達した時点で受付を終了します。お早めにお申込みください。
申込み枚数を取寄せますので、締切後のキャンセルはできません。ご注意ください。
※ 今年度は一次予約で残った枚数を二次予約で受け付けます。 
一次予約で完売した場合は二次予約は受け付けませんのでご了承ください。

一次
予約期間：6月1日（月）～6月17日（水）

引換期間：6月25日（木）～７月10日（金）
※引換期間内に必ずお引換えください！

二次
※

予約期間：7月13日（月）～7月21日（火）

引換期間：7月29日（水）～8月7日（金）
※二次予約分は引換期間が短くなっています。
※引換期間内に必ずお引換えください！

●予約販売のみのあっせんです。
● 一次予約にて予約済・購入済の方は二次予約
はできません。

!

★二次募集はにゅうす７月号（7月６日発行）にも掲載します。
※一次予約で完売した場合はにゅうす７月号への掲載はございません。

　「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）：2,900円 こども（３歳～小学生）：1,900円
★プール券（入園+プール）　　　　　　　　　  大人（中学生以上）：2,400円 こども（３歳～小学生）：1,400円

にゅうす７月号（7月6日発行）に同封する「夏季プール等利用補助券」もご利用ください。

　引換期間中にエンジョイライフなかの窓口
でＮカードを提示のうえ、ご購入ください。

申込方法

引換方法

　予約期間中にエンジョイライフなかの窓口
または電話で会員番号、氏名、利用券種、区分、
枚数を知らせてお申込みください。
※  FAX、インターネットでの受付は行いません。
※ 予約期間中の枚数変更は受付状況により承れな
い場合があります。
※ 締切後のキャンセルはできません。

今年度は「夏季プール等
利用補助券」利用よりも
各券100円お得です！

取り扱いチケット等の利用について

　エンジョイライフなかので取り扱いをしているチケットや利用補助券などをご利用頂けるのは「会

員本人とその同居家族」です。インターネット、金券ショップなどでの転売や譲渡は禁止しています。

そのような行為はエンジョイライフなかのの信用を低下させ、今後の各施設との契約ができなくなる

おそれがあります。ほかの会員の皆さまに多大な迷惑をおよぼす行為ですので、絶対行わないようお

願い申し上げます。譲渡・転売の事実が明らかになった場合は、当サービスセンター会員除名の対象

となりますのでご注意ください。
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1～4の申込方法（5は現地にてご購入ください）

券種・利用期間 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
（９月30日まで）

大人（高校生以上） 1,600円 2,200円

年度内6枚までこども（小・中学生） 800円 1,200円

幼児（4歳～小学生未満） 400円 700円

プラネタリウム“満天”一般シート
（2021年3月31日まで）

大人（中学生以上） 900円 1,500円
年度内6枚まで

こども（4歳～小学生） 600円 900円

SKY CIRCUS
サンシャイン60展望台
（９月30日まで）

大人／学生（高校・大学・専門学校） 800円 1,200円／900円

年度内6枚までこども（小・中学生） 400円 600円

幼児（４歳～小学生未満） 200円 300円

※2020年度から「水族館　大人（高校生以上）」のあっせん料金が変更になりました。（仕入価格改定のため）
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えください。
　　　　　 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   利用期間、販売期間が変わることがあります。購入後の変更、払戻しは一切できません。
　　　　　  仕入の都合により一時的にチケットの在庫がなくなる恐れがありますので、エンジョイライフなかのへご予約の

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 先着順

1 としまえん チケット（入園+のりものフリー） 先着順

営業日などのお問い合わせ先：西武園ゆうえんち　TEL 04-2922-1371

大規模改修工事に伴い利用できないエリアがあるため、2020年度は法人フリーパス（入園+アトラクション乗り
放題+プール利用）の発行はありません。
その他のチケットの取扱いについては未定のため、決定次第にゅうす、窓口などでお知らせします。

2 西武園ゆうえんち チケット 先着順

営業日などのお問い合わせ先：としまえん　インフォメーション　TEL 03-3990-8800
券種・利用期間 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
（8月31日まで） 8月31日（月）まで

大人・こども
共通 2,000円 各区分合わせて

20枚まで

大人 4,300円
こども（3歳～小学生）
2,500～3,300円

こども
（3歳～小学生） 1,100円

夏の１日券・プール券
（プール営業期間中）

　　　　　　　　　一次予約期間：6月１日（月）～6月17日（水）
　　　　　　　　　二次予約期間：7月13日（月）～7月21日（火）
★先着順で予約を受け付けます。申込方法、引換については7ページをご覧ください。

お知らせ    ※2020年度から「のりもの1日券」のあっせん料金が変更になりました。（仕入価格改定のため）
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。
　　　　　  仕入の都合により一時的にチケットの在庫がなくなる恐れがありますので、エンジョイライフなかのへご予約の

うえ購入することをお勧めします。

※

※

先着予約

　電話予約受付とエンジョイライフなかの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。
　　　 としまえんチケットを電話予約した場合の取り置き期間は１か月です。
　　　 受付日から１か月以内に引換えがない場合は自動的にキャンセルになります。
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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中です！
詳しくは２ページをご覧ください。

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～2021年3月31日） 2021年3月31日（水）まで 1,900円 年度計

8枚まで 80枚 3,300円

※2020年度から施設利用チケットのあっせん料金が変更になりました。

※

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

ティップ．クロス TOKYO ３店舗を含む、関東エリア44店舗でご利用可能です！

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。

得10（とくてん）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。
※お支払いは現金またはクレジットカー
ドがご利用いただけます。

※得10チケットの詳細は下記をご確認ください。

https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/
営業時間  平　日：午前10時～午後7時
 土日祝：午前9時30分～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、TDC

グルメチケットの枚数制限はありません。

取扱い商品（一例）【インターネットからの購入はできません】

チケット名 会員料金（一般料金）

得10（とくてん）チケット 2,700円（最大6,000円相当）

東京ドームホテル
レストラン ランチ券 2,900円（3,500～4,100円相当）

スパ ラクーア入館券 2,000円（2,900円）
 ※休日割増料別

スパ ラクーア トリートメント＆
ビューティー利用券 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 1,400円（1,800円 /1,500円）

4歳～中学生・シニア 1,000円（1,200円）

熱海日帰り温泉
オーシャンスパ Fuua（フーア）

入館券（中学生以上）

 1,800円（2,750円）
 ※入湯税・休日割増料別

5 東京ドームシティ　パートナーメンバーズ



2020年度収支予算／事業実施予定表

『利用ガイド2020～』発行について

　2年に1回発行する『利用ガイド2020～』を一緒にお送りします。ガイドにはエンジョイライフなかの
の利用方法や、給付金等の申請書も掲載されています。長期間使用しますので、大切に保管してください。

※『利用ガイド2020～』は「エンジョイライフなかの」のホームページからもご覧になれます。
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2020年３月27日に開催された理事会で決定した2020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 2020年度収支予算

収 入 の 部 予算額 内　　容　　説　　明

事業収入 43,084 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 1,410 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 531

収入合計 60,889

支 出 の 部 予算額 内　　容　　説　　明

事業費 40,324

加入促進費 198 加入促進キャンペーン他

情報提供費 2,697 会報紙の発行

共済給付事業費 3,800 給付金の支給

福利厚生事業費 33,629 各種福利厚生事業

管理運営費 20,565 事務局業務委託費、システム賃借料等

支出合計 60,889

2020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182号 第183号 第184号 第185号 第186号 第187号

発行予定日 5月15日（金） 7月6日（月） 9月15日（火） 11月16日（月） 1月15日（金） 3月15日（月）

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 図書カードNEXT 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 冬季食事券 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 大相撲観戦 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

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、バスツアー

割引あっ旋 サンシャインシティ（プラネタリウム、水族館、展望台）、スポーツクラブ（ティップネス関東エリア）、としまえん、観劇コンサート、美術展

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



広告（セレモニー）

〔広告〕

落合斎場
新宿区上落合3-34-12

堀ノ内斎場
杉並区梅里1-2-27

中野区中央2-33-3
宝仙寺  大師堂 高德寺  新井白石記念ホール

中野区上高田1-2-9

中野区新井5-3-5
新井薬師  梅照院  大悲殿 明治寺  百観音沙羅会館

中野区沼袋2-28-20

お近くの斎場をご利用いただけます （中野区の方がご利用される斎場の一例）

上記以外にも利用可能な斎場がございますので、詳しくはお問い合わせください。

お近くの斎場をご利用いただけます
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12
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

中野
バプテスト
教会

マ ン
ション

コン
ビニ

中野
マルイ TAC

産業振興センター2階
中野駅から徒歩5分

中野駅

　新型コロナウイルスの影響に
よるチケッ

トの販売状況の情報について掲
載していま

す。

　会報紙「にゅうす」やエンジ
ョイライフな

かのの情報なども幅広く掲載し
ています。

　給付金の請求など手続きに必
要な書類を

ダウンロードすることができま
す。ぜひご

活用ください。

　〒164-0001 中野区中野2-13-14
　電話  03－3380－6941
　FAX  03－3380－6943
URL https：//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

エンジョイライフなかのからのお知らせ

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183号〔令和２年7月６日（月）発行予定〕のお知らせ

★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
★夏季グルメチケット ★都内共通入浴券 ★東京ディズニーリゾート®情報
★東京湾納涼船 ★プロ野球チケット ★会員入会キャンペーン

アドレス： https://www.nakano-kinrou.or.jp/


