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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。
◆ あっせん内容　 ① 500円券10枚で１セット

（5,000円分）
 ② 500円券６枚で１セット

（3,000円分）
※商品券の有効期限は ①2026年３月31日 

②2025年３月31日です。
◆ あっせん料金　①1セット 4,500 円
 ②1セット 2,700 円
◆ あっせん数　 1会員①②どちらか 

のみ２セットまで
◆ あっせん総数　①300セット　②100セット

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。

応 募 締 切

５月28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７日（月）～７月９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。
※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。

後５時、

金）））））））））））））））
い

インターネット
から応募可

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。） !
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「なかのハート商品券」の申込方法について

 ５月28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 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
　（5,000円分か3,000円分 どちらかのみ）
③希望セット数
　 （会員を複数併記した場合、必ず各会員
の希望セットと希望セット数を明記して
ください。）
④会員番号（複数会員併記可）
⑤氏名
⑥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

　2021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エンジョイライフなかの窓口
で配布しています。Ｎカードをご提示のうえお受け取りください。郵送ご希望の場合はお電話で承ります。

配布枚数：１会員１枚
補助金額：2,000円
利用期間：2021年４月１日～2022年３月31日まで

※ 2021年３月31日をもって、「ファンダフル・ディズ
ニー年会費」へのコーポレートプログラム利用券の利
用は終了となりました。

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

2021年度　東京ディズニーリゾート® コーポレートプログラム

dcp.go2tdr.com 検索

営業時間等、パークの運営については下記までお問い合わせください。
東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター 　TEL 0570-00-8632（10:00～15:00）

一部のPHS、IP 電話・国際電話からはTEL 045-330-5211
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美術展
情報

◆ A～Cの申込方法
◆  5月24日（月）から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。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24日（月）から

※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2021A
　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。　
｢長谷川町子美術館｣、「永青文庫｣、｢たましん美術館｣、｢東京富士美術館｣ の4つの個性的で魅力的な美術館が新た
に参加します。

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。
最初に利用した日から2か月間
（ただし最終有効期限は、2022年3月31日（木））
2,000円（大人料金のみ）（通常2,500円）
1会員2冊まで（あっせん総数20冊）
「入場できる展示」と「割引券として使える展示」がございます。
休館中の施設もございます。施設の詳細は「ぐるっとパス」ホームページでご確認ください。

対象施設

有効期間
 
あっせん料金
あっせん数

ご購入にあた 
ってのご注意

その出会いがアートを生む。　マン ･レイと女性たちB
　20世紀を代表する万能の芸術家マン ･レイ（1890-1976）の人生には多くの女性が登場します。彼は親しい女性
たちをモデルにし、特に写真では、ときに優しく甘美で、ときに強く自立的で、ときには神々しいまでに美しい女性像
を生み出しました。本展ではさまざまな愛と別れ、知的な発見や冒険、遊びを体験し
ていく時間軸をタテ糸に、その時々のミューズとなった ｢女性たち｣をヨコ糸にして、
親密で詩的で機知に富んだ作品世界をくりひろげていったこの芸術家を、約150点
の写真を中心に、絵画やオブジェなどを加えた250点を超える作品で振り返ります。

7月13日（火）～9月6日（月）
7月20日（火）のみ休館
午前10時～午後６時（毎週金 ･土曜日は午後９時まで）
※入館は閉館時間の30分前まで
Bunkamura ザ・ミュージアム
一般1,200円（当日券1,700円）
1会員4枚まで（あっせん総数30枚）

会 期
休 館 日
開館時間
 
会 場
あっせん料金
あっせん数

眠る女（ソラリゼーション）　1929年　
ゼラチン・シルバー・プリント（後刷）　個
人蔵 / Photo Marc Domage, Courtesy 
Association Internationale Man Ray, 
Paris / © MAN RAY 2015 TRUST 
/ ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 
2020 G2374

サントリー美術館 開館６０周年記念展　ざわつく日本美術C
　ある作品を見た時に「えっ？」 「おっ！」 「うわぁ…」など、言葉にならない「心のざわめき」を感じたことはないで
しょうか？ 本展では、思わず「心がざわつく」ような展示方法や作品を通して、目や頭、心をほぐし、「作品を見たい！」
という気持ちを高めていきます。サントリー美術館の名品から珍品、秘宝まで、作品を「見る」という行為を意識して
愉しみながら、日本美術のエッセンスを気軽に味わっていただける展覧会です。

7月14日（水）～8月29日（日）　 
※作品保護のため、会期中展示替えを行います。
火曜日（ただし8月24日は午後6時まで開館）
午前10時～午後6時
※金 ･土、および7月21日（水）、22日（木 ･祝）、
　8月8日（日 ･祝）は午後8時まで開館
※いずれも入館は閉館の30分前まで
※最新情報は美術館ウェブサイトでご確認ください。
サントリー美術館（東京ミッドタウン ガレリア3階）
一般1,000円（当日券1,500円）
1会員4枚まで（あっせん総数30枚）

会 期
 
休 館 日
開館時間
 
 
 
 
会 場
あっせん料金
あっせん数

尾上菊五郎　一枚　
明治８年（1875）頃
サントリー美術館
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◆①～⑦の応募方法

　5月25日（火）までに、電話またはエンジョイライフなかの窓口
でお申込みください。6月2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

抽 選

ⒸDRUM TAO

3 DRUM TAO 2021新作舞台「光」

 日 時 7月6日（火）　午後5時開演  会 場 なかのZERO 大ホール（JR「中野」）

 あっせん料金 全席指定   5,500円
　　　　　（一般料金8,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

※６歳未満入場不可

力強い和太鼓の響きに弾むメロディー、圧倒的なパフォーマンス。
時代を突き抜ける！“THE NIPPONエンターテイメント”

明治座７月純烈公演2

 日 時 7月4日（日）　正午開演  会 場 明治座（地下鉄「浜町」）

 あっせん料金 S席    9,200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歳以下入場不可。

1920年代のニューヨークを舞台にしたコメディと、ヒット曲満載のコンサート。
ムード歌謡コーラスグループ・純烈が贈る、これぞエンターテイメント！

【演目】 第一部　『ラブレターを取り返せ！』 
第二部　純烈コンサート2021『Love　Letter』

【スペシャルゲスト】美川憲一

※新型コロナウイルスの影響により、公演の中止や変更が急遽決定する場合があります。
※会場での検温 (37.5度以上は入場不可 )、マスクの着用にご協力をお願いいたします。
※感染予防対策のため、座席が連番にならない可能性、ご購入の席位置から隣に移動していただく可能性があります。　
　また、感染症予防対策の緩和に伴い、お隣が空席でなくなる場合もあります。
※お申込み前、来場前には各公演公式HPより最新情報のご確認をお願いいたします。
※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外の払い戻しはいたしません。

【新型コロナウイルス感染拡大防止および感染予防対策について各劇場・主催者からのご案内】

応募締切

5
25㈫

1 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、宝塚歌劇団出身の最強のコメディエンヌ・紅ゆずるとAKB48二代目総監督・横山由依。
おしゃれでクール、そして大爆笑の東京喜劇！二年越しの笑いをためてお届けします！

【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　深沢邦之
【ゲスト】紅ゆずる　横山由依（AKB48）

 日 時 6月26日（土）　午前11時30分開演  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  8,500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
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4 ジーザス・クライスト＝スーパースター in コンサート

 日 時 7月18日（日）　
午後1時開演

 会 場 東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
（JR/井の頭線／地下鉄／東横線／田園都市線「渋谷」）

 あっせん料金 Ｓ席  大人  10,000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）

※未就学児入場不可　
※生演奏／英語上演／日本語字幕付き　
※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。
※出演者の変更に対してのチケットの払い戻しは行いませんので予めご了承ください。

2019年に観客を熱狂の渦に巻き込んだ伝説のミュージカルライブが待望の再演決定！

【出演】マイケル・K・リー　ラミン・カリムルー　柿澤勇人　宮原浩暢（LE VELVETS)　藤岡正明　ほか

5 青山メインランドグループファンタジースペシャル
ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』

※こども料金は3～12歳が対象です。
※ 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。
★ご来場のお子様（12歳以下）全員に40周年記念のお楽しみグッズをプレゼント！（公演当日会場でのお渡しとなります。）

 日 時 7月31日（土）
午後4時開演

 会 場 めぐろパーシモンホール
大ホール（東横線「都立大学」）

 あっせん料金 Ｓ席  大　人  6,900円（一般料金9,000円）
　　  こども  4,300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）

ピーターパンは今年40周年記念公演！ありがとう、その先へ！！
夢と冒険に満ち溢れた、美しい音楽と感動のストーリー、そしてビッグフライング！！

【出演】吉柳咲良　小西遼生　美山加恋　瀬戸カトリーヌ　宮澤佐江　ほか

6 リアル恐竜ショー 恐竜パーク

※３歳以上有料、２歳以下膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合有料。

 日 時 8月3日（火）
午後3時開演

 会 場 板橋区立文化会館　大ホール
（東武東上線「大山」／地下鉄「板橋区役所前」）

 あっせん料金 全席指定   2,600円
　　　　　（一般料金3,300円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！家族全員で、楽しく学べるリアル恐竜ショー！
ショーには大人気のティラノサウルスとトリケラトプスが登場。

7 親子で楽しむ夏休みバレエまつり～ロシア5大バレエ劇場の競演～

※３歳以下入場不可。　※演奏は特別録音音源を使用いたします。
※演目、出演者は変更になる場合がございます。

 日 時 8月14日（土）
午後12時30分開演

 会 場 きゅりあん大ホール
（品川区立総合区民会館）
（JR／大井町線／りんかい線「大井町」）

 あっせん料金 全席指定   6,000円
　　　　　（一般料金7,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

夏休み恒例のバレエ公演が2021年も開催決定！！ロシアを代表するバレエ劇場のソリスト達が集結！
古典の名作より名場面をハイライトで上演する、お子さまと一緒に楽しめる大人気公演です。

【予定演目】 「人形の精」より、「ラ・シルフィード」より、「タリスマン」より、「ドン・キホーテ」より　ほか
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プロ野球公式戦

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

東京ドーム巨人戦 ◎指定席Ａ

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7,000円　　巨人戦のみ２席で9,600円
◆試合開始時間：無印＝午後６時　　▲印＝午後２時　　■印＝午後１時

日　程
６月

2（水） 4（金） ■6（日） ▲19（土） 25（金） ■27（日）

対戦相手 ※楽天 ※西武 中日 巨人

日　程
７月

7（水） 9（金） 11（日）

対戦相手 阪神 広島

ネット裏8段35・36番
昨シーズンと同じ席です！

★

電話または窓口で、※印の試合については、５月24日（月）までにお申込みください。５月26日（水）まで
に当選した方へ連絡し、すぐに引換えを行います。それ以外の試合については、５月31日（月）までにお申
込みください。６月４日（金）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。何試合でもお申込みできます。 
・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､ ※印の試合については５月27日（木）から､ それ以外の試合については
６月７日（月）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、エン
ジョイライフなかの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。
https://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

◆あっせん料金：２席で● , ●●●円　　●月●日（●）､ ●月●日（●）のみ２席で● , ●●●円
◆試合開始時間：無印＝午後●時　　▲印＝午後●時　　■印＝午後●時

日　程
月 月

（） （） （） （） （） （）

対戦相手

日　程
月 月

（） （） （） （） （） （） （）

対戦相手

日　程
月 月

（） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （）

対戦相手

〔指定席Ａ〕＝●塁側「2021プロ野球東京ドーム巨人戦」
観戦チケットのあっせん販売について

　主催者側においてチケットの前売り開始日が未定のため、「サービスセンターにゅう
す５月号」での掲載は見送らせていただきます。
　チケットのお取り扱いが可能となりましたら、エンジョイライフなかのホームページ
や窓口でお知らせします。
　ご不便ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

エンジョイライフなかのホームページ　https://www.nakano-kinrou.or.jp/
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　会報紙発行までに間に合わな
かった情報

は、「チケット販売状況のお知
らせ」に掲載

しています。チケット購入を検
討される場

合には、ぜひホームページをチ
ェックして

みてください。

　また、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
できますの

でお手続きの際にはご利用くだ
さい。

エンジョイライフなかのからのお知らせ

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

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、絶対に行わないよう

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。

中野区勤労者サービスセンターの新役員をご紹介します
〈任期　2022年３月31日まで〉

［役　員］

理 事 鳥　井　文　哉 中野区区民部長

指 定 理 事 平　田　祐　子 中野区区民部産業振興課長
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1～2の申込方法（3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 2,400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

※混雑緩和のため「日時指定WEB整理券」の取得が必要となります。
取得期間    ２日前の0：00～各回入場開始時間の10分前まで※前売券購入前でも取得可
取得方法  PCかスマートフォンで取得
　　　　　  PCの場合、整理券を取得後QRコードをプリントアウトするか携帯（ガラケー）

にQRコードを転送してください。
　　　　　 ※遊び予約サイト「アソビュー」への会員登録（無料登録）が必要となります。

プラネタリウム“満天”
一般シート

（令和４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

※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。

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

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。
　　　　　  入場の際、マスクの着用が必要となります。（着用がない場合は入場不可）

※未使用チケットの有効期限延長（再延長）

水族館
2020/3/31
2020/9/30→2021/5/31
2021/3/31

展望台 2020/3/31→2021/5/312021/3/31

プラネタリウム 2021/3/31→2021/5/31

1 サンシャインシティ チケット 先着順

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！
券種・利用期間 配布期間 1会員あたりの配布枚数 利用料金 ビジター料金

施設利用優待チケット
（令和４年3月31日まで利用可） 令和４年3月31日（木）まで 年度計

15枚まで
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

★ 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・利用者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。
※法人特別会員登録をご希望の方はエンジョイライフなかの窓口でのご申請が必要です。

　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。
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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～令和４年3月31日） 令和４年3月31日（木） 1,900円 年度計

６枚まで 60枚 3,300円

2 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 を含む、関東エリア各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：https://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。

「得10チケット情報サイト」
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
 ※イベント等により変更あり

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（平日） 2,000円（2,900円）
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）

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（65歳以上） 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（平日）

 1,800円（2,750円）
 ※入湯税別

3 東京ドームシティ　パートナーメンバーズ

７月号あっせん予定のチケットについて

　次号サービスセンターにゅうす７月号 vol.189（7月5日（月）発行予定）でレジャー施設「よ
みうりランド」のチケットをあっせん予定です。詳細については、次号発行までお待ちください。
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2021年３月29日に開催された理事会で決定した2021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 2021年度収支予算

収 入 の 部 予算額 内　　容　　説　　明

事業収入 34,056 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 1,409 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 50,798

支 出 の 部 予算額 内　　容　　説　　明

事業費 30,241

加入促進費 187 加入促進キャンペーン他

情報提供費 1,777 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 24,477 各種福利厚生事業

管理運営費 20,557 事務局業務委託費、システム賃借料等

支出合計 50,798

2021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188号 第189号 第190号 第191号 第192号 第193号

発行予定日 5月17日（月） 7月5日（月） 9月15日 (水 ) 11月15日（月） 1月17日（月） 3月15日（火）

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 秋の和菓子購
入割引券 冬季食事券 プレゼントコーナー 春の和菓子

購入割引券

夏季食事券 映画鑑賞券 大相撲観戦 大相撲観戦

東京湾納涼船

よみうりランド

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）、観劇コンサート、美術展

法人会員 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〕

中野区勤労者サービスセンターの会員の方は、事前の登録等は不要で特別な会員価格でご利用いただけます。 詳しくはお電話またはホームページよりお問い合わせください。中野区勤労者サービスセンターの会員の方は、事前の登録等は不要で特別な会員価格でご利用いただけます。 詳しくはお電話またはホームページよりお問い合わせください。

0120-41-4021 年 中 無 休
24時間受付 https://www.ceremo.jp

セレモ共済会

〒164-0003 東京都中野区東中野 3-17-15株式会社セレモニー

検 索

詳しい葬儀資料やお見積りは、下記フリーダイヤルまたはホームページよりご請求いただけます 

株式会社セレモニー

もしもの時は すぐにお電話を！
早朝深夜の急なご依頼にもすぐにご対応いたします。

、

株式会社セレモニー
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伝 言 板
◆「利用ガイド」記載内容の変更について
■2021年度「エンジョイライフなかの営業カレンダー」の祝日に法改正のため変更があります。（P.1）

名　称 法改正前 法改正後 名　称 法改正前 法改正後

海の日 7月19日（月） 7月22日（木） スポーツの日 10月11日（月） 7月23日（金）

山の日 8月11日（水） 8月8日（日） 山の日振替休日 なし 8月9日（月）

■ 指定施設 「東京ドームシティ パートナーメンバーズ」 の取り扱い商品（一例）に変更があります。（P.26）
　法人サービスカウンターでのTDCグルメチケットは販売終了となりました　

■ 指定旅行代理店 「㈱近畿日本ツーリスト首都圏　新宿店」のパック旅行割引内容の商品名に変更があり
ます。（P.37）
　国内旅行「メイト」 ⇒ 「近畿日本ツーリスト日本の旅」　　
　海外旅行「ホリデイ」 ⇒ 「近畿日本ツーリスト世界の旅」

■下記の指定施設の情報について変更があります。（P.46）
　・指定施設　「四季倶楽部」に新施設がオープンしました。

施設名 四季倶楽部　箱根スタイル 電話番号 0460-83-8901

住　所 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根110-162

※施設に直接お問い合わせいただいても空室確認や予約はできません。
※宿泊料金3,000円以上で補助券の使用可。

■下記施設は契約終了となりました。（P.60）
　・指定施設「小川美容室」は契約終了となりました。

◆５月の夜間窓口について
　５月14日（金）・５月28日（金）の夜間窓口は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、休止させて
いただきます。６月以降についてはホームページでお知らせしますのでよろしくお願いします。
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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

　〒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。
　　変更になる場合は、ホームページでお知らせします。

中野区勤労者サービスセンター

次号189号〔令和３年７月５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
★よみうりランドチケット New  どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。


