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申 込 締 切

１月25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 期 間

２月８日（水）～３月８日（水）
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。
※代金引換郵便をご希望の場合は、お電話でお申出ください。

●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） !

抽　選 ジェフグルメカード インターネットから
お申込み可能です！

　今年もあっせんします！ジェフグルメカードは有効期限がなく全国約35,000店舗でご利用いただけ
るうえ、各加盟店でのお持ち帰り需要にも対応しております。※主な加盟店は２ページをご覧ください。

あけましておめでとうございます
本年もスタッフ一同、会員の皆さまにご満足いただけるサービスの提供を
心がけてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◆ あっせん内容
　 ジェフグルメカード
　 500円券10枚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
　 350セット
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ジェフグルメカード申込方法／スキーリフト・ゴンドラ券 割引情報

ジェフグルメカードの申込方法について
　  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。

 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。
 　　※自動返信メールは当選のお知らせではありません。

インターネット

申 込 方 法

は が き
エンジョイライフなかの窓口

 １月25日（水）まで　窓口、インターネットは午後５時、はがきは当日必着申 込 締 切

①ジェフグルメカード
②希望セット数
　 （会員を複数併記した場合、
必ず各会員の希望セット数を 
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　　

合、
数を

! 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

送付先　〒164-0001　中野区中野2-13-14
　　　　中野区産業振興センター2階
　　　　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　行

主な加盟店 　すかいらーくグループ、ファミリーレストラン（デニーズ、ココス、ロイヤルホストなど）、居酒屋チェーン店（のみくい処魚民、
磯丸水産、山内農場など）、和食チェーン店（大戸屋ごはん処、木曽路など）、ファストフード店（ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、吉
野家など）、宅配・持ち帰り（ピザハット、オリジン弁当など）、中野サンプラザ（日本料理 なかの、レストラン １２１ダイニング）ほか多数
※詳しくは https://www.jfcard.co.jp でご確認ください。※店舗によりつり銭が出ない場合があるのでご注意ください。

ます

日本スキー場開発株式会社：対象施設のリフト券などをお得な価格でご提供！

❶ご希望プランの申し込みボタンをクリック
　・パスワード　
❷必要情報を入力して送信
　・企業団体名  中野区勤労者サービスセンター
　・利用日・利用人数・メールアドレス※

　※   @nippon-ski.jpを受信できるアドレスを入力してください。
❸お申し込み完了のメールを受信
❹お申し込み完了メールをご利用日に提示
　（スマホ：画面提示、パソコン：印刷して持参・提出）

ご利用方法

URLにアクセスして、ご希望の施設や
優待内容など各プランをご確認ください。

https://www.nippon-ski.jp/coupon/

※   URL の閲覧が難しい方は、エンジョイライフなかの窓口
にお渡しできるチラシがございます。

・白馬八方尾根スキー場
・白馬岩岳スノーフィールド
・つがいけマウンテンリゾート
・鹿島槍スキー場ファミリーパーク
・SPICYレンタル
・竜王スキーパーク
・菅平高原スノーリゾート
・めいほうスキー場
・川場スキー場
・オグナほたかスキー場
・みやぎ蔵王えぼしリゾート

対象は11施設

お問い合わせ先：nsdyudai@nippon-ski.jp
※窓口には上記の他にも割引券がございます。なくなり次第終了のものもございますのでご了承ください。
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美術展
情報

◆ A・Bの申込方法
◆ 1月23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、代金
引換郵便で 郵送しますのでお申しつけください。

先着順：1月23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。

マリー・ローランサンとモードA
　二つの世界大戦に挟まれた1920年代のパリ。ともに1883年に生まれたローランサンとシャネルの二人は、大戦
後の自由な時代を生きる女性たちの代表ともいえる存在でした。本展では美術とファッションの境界を交差するよう
に生きた二人の活躍を軸に、ポール・ポワレ、ジャン・コクトー、マン・レイ、そしてバイアスカットの女王と呼ばれる
マドレーヌ・ヴィオネなど、時代を彩った人々の関係にも触れながら、モダンとクラシックが絶妙に融合するパリの芸
術界を俯瞰します。Bunkamura 長期休館前最後の展覧会となります。ぜひお見逃しなく。

2月14日（火）～4月9日（日）
3月7日（火）
午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）
毎週金 ･土曜日は午後9時まで開館（入館は午後8時30分まで）
※ 金・土の夜間開館につきましては、状況により変更になる可能性も
ございます。

Bunkamura ザ・ミュージアム
一般1,300円（当日券1,900円）　※未就学児は入館無料
1会員4枚まで（あっせん総数30枚）
※ 本展は会期中すべての日程で【オンラインによる事前予約】が可能で
す。ご予約なしでもご入場いただけますが、混雑時にはお待ちいただ
く場合がございます。詳細は展覧会ホームページをご確認ください。

会 期
休 館 日
開館時間
 
 
 
会 場
あっせん料金
あっせん数
ご 注 意 マリー・ローランサン 《ニコル・グルーと

二人の娘、ブノワットとマリオン》 1922年 
油彩/キャンヴァス マリー・ローランサ
ン美術館 © Musée Marie Laurencin

没後190年　木米（もくべい）B
　江戸時代後期の京都を代表する陶工にして画家である文人・木米（1767～1833）の没後190年の節目を記念し
た展覧会です。木米は古陶磁を熱心に研究して作陶に臨みました。作品は優れた煎茶器や茶陶など多岐にわたります。
　一方、とりわけ50代後半から精力的に描いた絵画は、自由奔放な作風が魅力的です。本展は当時の文人たちが憧れ
た木米の個性あふれる屈指の名品を、陶磁、絵画、文献資料に至るまで一堂にご紹介する貴重な機会となります。
会 期
 
休 館 日
開館時間
 
 
会 場
あっせん料金
あっせん数
ご 注 意

2月8日（水）～3月26日（日）
※作品保護のため、会期中展示替を行います。
火曜日（3月21日は午後6時まで開館）
午前10時～午後6時　
※金・土、および2月22日（水）、3月20日（月）は午後8時まで開館
（いずれも入館は閉館の30分前まで）
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）　※中学生以下無料
1会員4枚まで（あっせん総数30枚）
※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

三彩鉢　木米　一口　文化4～5年（1807
～1808）サントリー美術館　【通期展示】

西武園ゆうえんち チケット（入園＋アトラクション乗り放題）販売中！
営業日・営業時間などのお問い合わせ先：西武園ゆうえんち　電話 04-2929-5354

券種・利用期間 販売期間 区　分 あっせん料金
（一般料金）

1会員あたりの
あっせん数

あっせん
数

下期 一日レヂャー切符引換券
（3月31日まで）

販売中～
売り切れ次第終了

大人･小人共通［中学生以上］3,800円（4,400円）各区分合わせて
5枚まで 100枚小人［3歳～小学生］ 2,900円（3,300円）

※上期分のチケットをご購入いただいた方も、下期分を再び5枚までご購入いただけます。
※チケット購入後の券種や区分の変更、払戻しは一切できません。譲渡・転売は禁止します。
※ 予約時の取り置き期間は1か月です。受付から1か月以内に引換えがないご予約は自動取消しとな
ります。ご了承ください。

＜ご注意＞・身長や年齢による乗車制限規定があります。
　　　　　・特別有料催事など、「一日レヂャー切符」ではご利用できないものもあります。
　　　　　・園内でお食事やお買い物を満喫するには「西武園通貨（非課税）」が必要です。

＜1月31日までのご入園をご検討の方へ＞イベント割（経済産業省イベント需要喚起事業）により、西武園ゆうえんちWeb
サイトからのご購入に限り、あっせん価格より安くチケット購入が可能です。購入には新型コロナウイルスに関する証明書など
が必要となる条件もございます。詳しくは西武園ゆうえんちWebサイトをご確認ください。

イルミネーションイベント「メモリー・オブ・ライト」開催中（4月9日まで）

先着順
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◆①～⑦の応募方法

　1月27日（金）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。2月6日（月）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

中村勘九郎 中村七之助 春暁特別公演20233
【出演】中村勘九郎　中村七之助　中村鶴松　ほか
【演目】 １，トークコーナー：中村勘九郎　中村七之助　中村鶴松
　　　 ２，元禄花見踊 長唄囃子連中：門弟 一同
　　　 ３，仲蔵狂乱 長唄囃子連中：小野良実（おのよしざね）…中村勘九郎
　　　 ４，相生獅子 長唄囃子連中： 姫…中村七之助 

姫…中村鶴松

 日 時 3月11日（土）
午後4時開演

 会 場 ティアラこうとう 大ホール
（地下鉄「住吉」）

 あっせん料金 Ｓ席  6,000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10枚）

※未就学児入場不可

抽 選

※政府等の公的ガイドラインに基づき、対策をとって開催します。
※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。　
※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

1
27㈮

ザ・ワイルドワンズ　お楽しみはこれからだ！2023春1

※未就学児入場不可

 日 時 3月1日（水）
午後6時30分開演

 会 場 なかのZERO　小ホール
（JR・地下鉄「中野」）

 あっせん料金 全席指定  5,000円
　　　　　（一般料金6,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

60年代があったからこそ今のワイルドワンズの音楽やライフスタイルがある！！
音楽の力で笑顔と元気を！をモットーに歌い続けるワイルドワンズの魅力を存分にお楽しみください！

福間洸太朗 ピアノ・リサイタル2
アフタヌーン・コンサート初登場！精緻で艶やかな音色で聴く、音楽のプリズム

【曲目】ショパン：ノクターン第２番／ドビュッシー：月の光／
　　　サン＝サーンス（リスト編）：死の舞踏　ほか

©Masaaki Hiraga
※未就学児入場不可。
※やむを得ない事情により曲目が変更となる場合があります。ご了承ください。

 日 時 3月4日（土）
午後1時30分開演

 会 場 東京オペラシティ コンサートホール
（京王新線「初台」）

 あっせん料金 全席指定  3,900円
　　　　　（一般料金5,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで 
（あっせん総数10枚）

公演詳細はこちら
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宝塚歌劇花組公演4
【演目】 ミュージカル・ロマン『うたかたの恋』原作／クロード・アネ 

タカラヅカ・スペクタキュラー 
『ENCHANTEMENT（アンシャントマン） －華麗なる香水（パルファン）－』

【出演】柚香 光　星風まどか　ほか

※３歳以上有料　
※終演後の規制退場にご協力ください。

 日 時 3月15日（水）午後6時30分開演  会 場 東京宝塚劇場
（JR「有楽町」/地下鉄「日比谷」）

 あっせん料金 Ｓ席  8,100円
　　  （一般料金9,500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

歌うシャイロック6
重厚なテーマを抱えつつも登場人物は全員関西弁、歌あり、踊りあり、笑いあり、涙ありで

ユーモアたっぷりに描きあげられるノンストップエンターテインメント。

【出演】 岸谷五朗　中村ゆり　岡田義徳　和田正人　渡部豪太 
小川菜摘　駒木根隆介　福井晶一　マギー　真琴つばさ

※未就学児入場不可

 日 時 3月19日（日）
午後12時30分開演

 会 場 サンシャイン劇場
（地下鉄「東池袋」「池袋」
／ JR･ 東武東上線 ･西武池袋線「池袋」）

 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）

明治座創業150周年記念前月祭　大
だ い
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※６歳以上有料／５歳以下入場不可

お江戸はサンバのリズムで大騒ぎ？！笑いあり！涙あり！なんでもあり！な、エンターテイン
メント時代劇！
明治座でしか見ることができない奇跡の共演に、どうぞご期待ください。

【出演】松平 健　コロッケ　久本雅美　檀 れい　ほか

 日 時 3月26日（日）
正午開演

 会 場 明治座
（地下鉄「浜町」「人形町」）

 あっせん料金 Ｓ席  9,200円
　　　（一般料金13,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツ アレグリア－新たなる光－」＜東京公演＞5
不朽の名作が、進化を遂げて生まれ変わる！世界に誇るサーカス・エンターテインメントの復活

※子供料金は３歳～小学生までが対象
※３歳未満は保護者１名につき１名まで膝上に限り無料、座席が必要な場合は有料。

 日 時 3月18日（土）午前11時30分開演
 会 場 お台場ビッグトップ（ゆりかもめ「台場」「青海」／りんかい線「東京テレポート」）

 あっせん料金 SS席 大人  10,600円（一般料金13,800円）
　　   子供  　 7,500円（一般料金9,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数20枚）
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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
（３月31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。

コニカミノルタ
プラネタリウム満天（池袋）

一般シート
（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

リニューアル工事に伴い一時休館中のため、チケットの販売を休止しています。
販売再開が決まり次第、にゅうす、エンジョイライフなかの窓口などでお知らせします。

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）

2 サンシャインシティ チケット 先着順

1 よみうりランド チケット　ジュエルミネーション開催中！ 先着順

営業日・営業時間などのお問い合わせ先：よみうりランド　インフォメーション　電話 044-966-1111

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

下期ワンデーパス
［入園+のりものフリー］
（3月31日まで）

販売中～
売り切れ次第終了

大人 4,300円
各区分

合わせて5枚まで
（あっせん総数200枚）

大人 5,800円
中高生 4,600円
小学生・シニア
（65歳以上） 4,000円

中高生 3,400円

小学生・シニア 3,000円

注 意    ※未就学児(3歳～小学生未満)はあっせん料金でのお取り扱いはございません。現地にてお買い求めください。
　　　　　  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・2の申込方法（3は現地にてご購入ください）

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！
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
（3月31日まで利用可能） 3月31日（金）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、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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　「エンジョイライフなかの」では会員が会員証提示で特典が受けられる店舗の募集をしております。
契約施設様は「利用ガイド」や「にゅうす」でご紹介させていただきます。お申込みは無料です。

 お申込み・お問い合わせは《 エンジョイライフなかの 》まで 
電話 03-3380-6941    E-mail  info@nakano-kinrou.or.jp

新規指定店の募集について

3 東京ドームシティ　パートナーメンバーズ

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」
電話：03-3817-6364
※必ずＮカードをご提示ください。
※お支払いは現金・各種クレジットカード・電
子マネー・コード決済をご利用いただけます。

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
 ※ エステ＆リラクゼーションサロン利

用券、東京ドームグループ利用券の枚
数制限はありません。

チケット名 会員料金（一般料金）

得10（とくてん）チケット 2,700円（最大6,000円相当）
※３月１日からは2,900円になります。

東京ドームホテル
レストランランチ券 3,900円（4,800円相当）

東京ドームグループ利用券 970円 / 
485円（1,000円 /500円）

スパ ラクーア入館券（平日） 2,000円（3,230円）

スパ ラクーア
エステ＆リラクゼーションサロン利用券 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
※入湯税別

（3,080円）

 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）

※下記情報サイトでも詳細を確認できます。
　「東京ドームシティ会員情報サイト」
　https://tdcmember.jp/
　会員ログイン ID：tdcpmb0120

〔広告〕

中野区勤労者サービスセンターの新理事長をご紹介します
〈任期　2024年３月31日まで〉

　　　　　　［役　員］　　　理 事 長　　　青　山　 敬　一　郎　　　中野区副区長



広告（アイ ユーメモリー）

〔広告〕
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新春プレゼントコーナー／プロ野球予告
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2023年度  プロ野球 チケット情報 
セントラル ･リーグ公式戦 チケット
　次号の「にゅうす199号（3月15日（水）発行予定）」に募集案内を掲載予定です。
　日程の早い試合については、申込み期間が大変短いので、ご注意ください。

◎東京ドーム 巨人戦 （指定席Ａ）　２席 ◎神宮球場 ヤクルト戦 （スターシート）　２席

予　告

１月20日（金）までに、電話で希望の品物（１人１点）をお申込みください。
申込多数の場合は抽選とし、当選した方に１月25日（水）まで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。
※プレゼントはエンジョイライフなかの窓口でのお渡しとなります。
※お引き取りの際は、袋のご持参をお願いいたします。

申込方法
結果連絡

新春 プレゼントコーナー新春 プレゼントコーナー

申込番号 品　　　名 人数

シャトレーゼ ①
シャトレーゼスキーバレー野辺山、シャトレーゼスキーバレー小海共通リフト 
１日券引換券２枚組、温泉入浴券１枚（ご利用は小海のみ）、ケーキセット引換券
１枚のセット
（2022－23スキーシーズン中のみ有効）

１名

たんばらスキーパーク ② リフト１日券 特別ご招待券　２枚組　（2023年５月上旬の営業期間中有効）
※利用除外日：２月11日・12日 １組

八千穂高原スキー場 ③ リフト１日引換券　２枚組
（2022－23シーズンおよび2023－24シーズンの２シーズン有効） １組

マウントジーンズ那須 ④ リフト１日券　２枚組
（2023年3月のスキーシーズン終了まで有効） １組

ハンターマウンテン塩原 ⑤ リフト１日券ご招待券　２枚組
（2023年４月スキーシーズン終了まで有効） １組

西武鉄道（株） ⑥ 2023年　SEIBU RAILWAY CALENDAR　（壁掛） １名

東京宝塚劇場 ⑦ 2023年　宝塚スターカレンダー　（壁掛） １名

新橋演舞場 ⑧ 特製歌舞伎カレンダー　（壁掛） １名

東京ドーム ⑨ 2023年　TOKYO DOME GROUP CALENDAR　（壁掛） １名

ルートインホテルズ ⑩ ご宿泊優待券　1,000円 １名

東京ディズニーリゾート® ⑪ 2023年 東京ディズニーリゾート カレンダー　（壁掛） １名

東京ヤクルトスワローズ ⑫ 2023年　OFFICIAL CALENDAR　（壁掛） １名



広告（セレモニー）

〔広告〕
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伝 言 板◆給付金の請求を忘れていませんか？
　給付金には、祝金（結婚・出産・入学・二十歳・銀婚・金婚）、見舞金（入院・障害・住宅災害）、死亡弔慰金があります。

入会の日以後6か月を経過した後に発生した給付事由が対象です。

　給付事由が発生した日から1年以内にご請求ください。詳しくは「利用ガイド」P.11～15をご覧ください。

◆コロナ自宅療養者への入院見舞金給付（会員本人のみ）について 
　にゅうす11月号でお知らせしました新型コロナウイルス感染による10日以上の宿泊・自宅療養者への入院見舞

金給付につきまして、一部追記した内容をエンジョイライフなかのホームページ上に掲載していますので、ご確認

ください。

◆「レジャー施設利用補助券」契約施設に関するお知らせ
□「日光江戸村」の一般料金が改定されましたが、本人負担金は変更ありません。（2022年10月1日～）

券種（一般料金）
改定前 改定後

大人 子ども 大人 子ども

1日通行手形 4,800円 2,500円 5,800円 3,000円

午後通行手形 4,100円 2,100円 5,000円 2,600円

◆サービスセンターの各種利用補助券ご利用に際して
　次号「サービスセンターにゅうす３月号」に、４月１日（土）以降ご利用いただ

ける各種補助券を同封します。補助券には、必ず会員番号および会員ご本人の氏名

をご記入ください。ご家族の氏名を記入するケースが多く見られますので、ご注意

ください。

　なお、お手もとにある2022年度の補助券は３月31日（金）が利用期限となり

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
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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199号〔2023年3月15日（水）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
★東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム ★プロ野球チケット
★春の和菓子購入割引券 ★大相撲五月場所 ★祝金情報
★会費引落しのお知らせ ★補助券配布のお知らせ

どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。


