
平成29年5月11日発行

2017

5
月号

入会状況（平成29年3月31日現在）
会員数：9,642人　 事業所数：2,749所
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当法人では、現在、平成30年4月の広域化実施を目指し、杉並区と
の間で中小企業勤労者福祉事業の広域化協議を進めております。
法人の新名称は今後「一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター」
に変更予定です。

豊島区本部事務所は、現在の豊島区立生活産業プ
ラザ内から豊島区東部区民事務所内に移転するこ
とになりました。詳細は５月号号外をご覧ください。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願いします。

杉並区との広域化について サービスセンター豊島区本部移転のお知らせ

日　時：平成29年9月30日（土）　雨天実施
9：10〜9：40（開場8：40）
・パーティー終了後は解散（自由行動）です。
・9月30日のパーク開園時間　8：00〜22：00

会　場：東京ディズニーシー　「ケープコッド・クックオフ」
時　間 内　　　容�（予定）
8：40 開場
9：10 パーティー開始� ・主催者挨拶

� � ・キャラクターグリーティング
キャラクターが客席へご挨拶にうかがいます。�
ご自身のカメラでキャラクターと写真撮影ができます。

� � ・ディズニーグッズが当たるプレゼント抽選会
9：40 パーティー終了� ＊パーティー終了後は自由行動です。

東京ディズニーシー１デーパスポート付き！

東京ディズニーシーR・パーク・ファン・パーティー

参加対象
会員および登録同居家族と関係者
・関係者のみのお申し込みはできません。
・当選者以外の参加および当日の飛び入り参加はできません。
・必ず本人名義でお申し込みください。借名によるお申し込みは
固くお断りします。

募集人数
100名
この事業は、板橋区産業振興公社と杉並区産業振興センターとの
共同事業です。（全体募集人数300名）

申込締切
5月31日（水）午後５時必着

抽選結果
6月16日（金）までにお申し込みの代表者に抽選結果を通知します。

申込方法
11ページの申込書にご記入のうえ、FAXまたは郵送で
サービスセンターへお送りください。
・電話、Eメールでのお申し込みは承っておりません。

参加料金（1名料金）
参加区分 会員・登録同居家族 関係者

大　人（18歳以上） 7,700円 9,100円
中　人（中・高校生） 6,800円 8,200円
小　人（４歳〜小学生） 5,300円 6,700円
幼　児（３歳以下） 無　料

・参加料金にはパーティー参加費、東京ディズニーシー１デーパ
スポート、保険料等が含まれています。
・３歳以下の無料幼児の方には抽選券はありません。
・会員および登録同居家族の参加料金はサービスセンター会員特
別料金です。（サービスセンターが補助をしています）

9月30日（土）　現地集合イベント

今年のパーティーは、東京ディズニーシー内の「ケープコッド・クックオフ」にて開催します。
パーティーの後は、東京ディズニーシーで楽しい１日をお過ごしください。

©Disney
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余暇の充実のために   ［余暇活動事業］
❶	券のあっせん
・レストラン食事券	 ・プロ野球観戦券
・観劇、コンサート	 ・区内公衆浴場共通入浴券
・映画鑑賞券	 ・図書カード、クオカード

❷	各種利用補助券（割引券）の発行
・遊園地、日帰り温泉、プール、映画、東京ディズニーリゾート等

❸	遊園地等１日フリーパス券のあっせん・割引利用
・としまえん、西武園ゆうえんち、あらかわ遊園、	
東京ドームシティ、スパリゾートハワイアンズ、東武動物公園

❹	日帰りツアー、イベントの実施

暮らしの向上のために   ［生活安定事業］
❶ 給付金（祝金、見舞金、弔慰金）の支給
❷ 各種無料電話相談

平成29年度事業計画および収支予算

健やかに生きるために   ［健康維持・増進事業］
❶	インフルエンザ予防接種費用補助
❷	人間ドック
❸	健康セミナー、メンタルヘルスセミナーの開催
❹	フィットネスクラブの割引利用

キャリアアップや働きやすい職場づくりのために   ［講習会事業］
❶	簿記講座３級
❷	士業（税理士等）によるセミナー
❸	文化教養講座

もっと活用していただくために   ［情報提供事業］
❶	会報誌「フレンドリーげんきタイム」を年間６回発行
（5・7・9・11・1・3月）

※合併による事業統合の関係上、事業のメニューや案内方法等が各区で異
なる場合があります。

平成29年度主な事業計画

■収入� （単位：千円） ■支出� （単位：千円）

科　　目 予算額 備　　　考

事 業 収 入 128,224 会費、事業活動による収入

補 助 金 収 入 77,251 区からの補助金収入

雑 収 入 等 12,974 協同事業分担金収入、広告料収入等

前期繰越収支差額 20,000

合　　計 238,449

科　　目 予算額 備　　　考

事 業 費 支 出 178,828 事業に要する経費、事業に係る人件費

管 理 費 支 出 36,621 管理運営費、管理に係る人件費

予 備 費 支 出 3,000

合　　計 218,449

【次期繰越収支差額　20,000千円】
※詳細は当サービスセンターホームページで公開します。

平成29年度収支予算

平成29年3月開催の理事会・評議員会で決まりました。

新規入会事業所紹介キャンペーン実施中！
紹介した会員様にも、紹介された事業所の方にも特典があります。
是非、このキャンペーンをお知り合いの方にご紹介ください。

ご紹介いただきたい事業所
サービスセンターの入会対象は、区内（豊島区、北区、荒川区）の従業員500人以下の�
事業所や商店、自営業の方です。

〇事業所で働く従業員と事業主の方全員で入会していただきます。
〇長期継続して雇用しているパートの方も入会できます。
※キャンペーン期間中に入会された事業所の、入会後１年以内の事業所退会はお断りします。
※すでに入会している事業所、入会後のお申し出の場合はキャンペーン対象外です。
※プレゼントおよび特典は事業所入会時に入会した方が対象です。後日、入会された方は対象外です。

サービスセンター入会金・会費
入会金／１名200円（入会時のみ）
会　費／１名500円（月額）
※キャンペーン期間中は入会金が無料！

ご紹介くださった会員様への特典 キャンペーン期間中に入会された事業所への特典

ご紹介の事業所が、期間中に入会すると、入会者１人に
つき、1,000円分の「クオ・カード」または「図書カード」の
どちらかをプレゼントします。
※プレゼントは、ご紹介事業所が入会後に進呈します。

入会金無料（通常期　1人200円）
※事業所入会時の入会者全員入会金無料です。

特典1

特典2 入会者1人につき、1,000円分の「クオ・カード」
または「図書カード」のどちらかを進呈します。
（入会後進呈）

キャンペーン期間�平成30年�3月31日（土）まで

期間延長！！
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あっせん情報
申 込 方 法
お申し込みは窓口、電話、FAX、パソコン、Eメールで
受け付けます。詳しくは６ページをご覧ください。
・申込後のキャンセル、変更はできません。
申込締切と券の受け渡し

券によって申込締切日、受け渡し開始日が異なります。
お申し込みされる券の案内をご覧ください。

受取方法・料金の支払い方法
お申し込み時に、受取方法をご指定ください。
窓　口：サービスセンター窓口で会員証をご提示のうえ、	

ご購入ください。
送　付：会員本人の自宅または勤務先へ発送します。	

券と払込用紙を同封しますので、２週間以内に郵便
局からお支払いください。	
送料・払込手数料は会員様のご負担となります。

 ※金券ショップ、インターネット等による券の転売・譲渡は固くお断りいたします。

❷ 区内公衆浴場共通入浴券（回数券）

券の有効期限 　平成29年12月31日（日）まで
申 込 締 切 　6月30日(金）午後５時必着
券 の 内 容
・豊島区、北区、荒川区の浴場組合に加入している各区内
の公衆浴場で利用できます。
・都内銭湯共通入浴券とは異なります。

豊島区、北区、荒川区のそれぞれの区内公衆浴場入浴券を選んで購入できます。
公衆浴場なら、大きな湯船に手足をのばしてゆっくり入浴できます。お仕事帰りや休日にどうぞご利用ください。
取扱い券種（大人券のみ）		1．豊島区内公衆浴場共通入浴券

2．北　区内公衆浴場共通入浴券
3．荒川区内公衆浴場共通入浴券

あっせん料金 　1セット　3,700円（大人券10枚）
一般料金：大人1回　460円

申込セット数 　1．2．3．あわせて、１会員４セットまで
・１枚ずつのばら売りはしません。

窓口お渡し・発送は
5月11日（木）から

※３区共通の入浴券ではありません。ご利用になる公衆
浴場がある区の券を選んでお求めください。

❸ 松竹映画「家族はつらいよ２」鑑賞券のあっせん 窓口お渡し・発送は
5月11日（木）から

[作品紹介]
日本全国を大爆笑に包んだあの〈お騒
がせ家族〉が帰ってくる！！
山田洋次監督による喜劇映画の決
定版、待望の続編。
熟年離婚の危機を乗り越えた平田
家を襲う新たな大事件とは！？

あっせん料金 　一般　800円
一般料金　当日券1,800円　前売券1,400円

あっせん枚数 　300枚　（１会員４枚まで）
申 込 締 切 　6月16日（金）午後５時必着
上 映 開 始 日 　5月27日（土）

2017年5月27日全国ロードショー

申込多数の場合、抽選
当選者のみにご連絡

あっせん料金 　2,000円
一般料金　3,000円相当・税サービス料込

あっせん枚数 　600枚
申 込 枚 数 　	1会員5枚まで 

※締切後申込多数の場合は抽選です。
券の有効期限 　平成29年11月30日（木）まで
申 込 締 切 　5月31日（水）午後5時必着
抽 選 結 果 　当選の方のみに6月16日（金）までにご通知します。

窓口受取の方は、当選連絡後にお受け取りください。

❶�東京ドームホテル　レストラン共通ランチ券

レストランによってはお子様（４歳〜小学生）の料金が、ランチ券購入価格よりお安くなります。お子様料金については各レストランにお問い合わせください。

東京ドームホテル3F
スーパーダイニング
「リラッサ」
03-5805-2277

ランチブッフェ：洋食、中華、和食スイーツなどのブッフェメニュー
ソフトドリンクバー付　※季節によりメニュー内容は変わります。
ランチ時間：11：30〜15：00（ラストイン14：30）［90分制］

東京ドームホテル43F
サウンドステージ&ダイニング
「アーティスト	カフェ」
03-5805-2243

メインディッシュ（1品）+ブッフェ（前菜、サラダ、ドルチェ）
コーヒーまたは紅茶つき　※季節によりメニュー内容は変わります。
ランチ時間：平日11：30〜14：30（ラストイン14：00）、

土日祝11：00〜15：00（ラストイン14：30）※土日祝は90分制

後楽園ホールビル2F
中国料理
「後楽園飯店」
03-3817-6134

セットメニュー：前菜・料理2品・点心・ご飯・スープ・デザート・コーヒー
ランチ時間：11：30〜14：00

ミーツポート2F
スパニッシュ・イタリアン
「バルコ」
03-5805-3167

セットメニュー：前菜・サラダ・スープ・メイン・デザート・コーヒーまた
は紅茶

ランチ時間：11：00〜15：00（ラストオーダー14：30）

対象レストラン

アーティスト	カフェ（イメージ）

後楽園飯店（イメージ）
※メニュー内容は変更となる場合がございます。

3

ⓒ2017「家族はつらいよ２」製作委員会



プロ野球公式戦のあっせん
・金券ショップ、インターネット等による券の転売・譲渡は固くお断りいたします。

東京ドーム

ホームゲームならではのファンの歓喜と１球にかける熱いプレーをお楽しみください。

❶東京ドーム 巨人公式戦 指定席C

指定席Cは試合の都度、入券しますので、座席位置が確定しません。
基本的には1塁側になりますが、3塁側ビジター席になる場合があり
ますのでご了承ください。

あっせん券種・料金
券　　　　種：指定席C／各試合3組（2席×3組）
あっせん料金：１組（2席） 3,800円

（一般料金／2席4,800円）
の試合のみ 4,400円

（一般料金／2席5,400円）
申　込　数

1会員4試合（合計8席）まで
※1席単位のばら売りはできません。

購入できるチケット 定価相当 販売価格
・東京ドームビール券（1杯） 800円 → 720円
・TDCグルメチケット（1,000円） 1,000円 → 900円　など

東京ドームシティ内ミーツポート2F「法人サービスカウンター」でサービスセンターの会員証を提示する
と割引購入できます。野球観戦のおともにどうぞご利用ください！
各券種１日つき10枚（冊）までです。

試合日 7/1（土） 7/2（日） ７/10（月）7/11（火）７/12（水）7/29（土） 7/30（日） 8/4（金） 8/5（土） 8/6（日）
開始時間 18時 14時 18時 18時 18時 18時 14時 18時 14時 14時
対　戦 横浜DeNA 東京ヤクルト 横浜DeNA 中日

試合日 8/8（火） 8/9（水） 8/10（木） 8/18（金） 8/19（土） 8/20（日） 8/25（金） 8/26（土） 8/27（日） 8/29（火）
開始時間 18時 18時 18時 18時 14時 14時 18時 18時 14時 18時
対　戦 阪神 横浜DeNA 阪神 広島

試合日 8/30（水） 8/31（木） 9/8（金） 9/9（土） 9/10（日） 9/16（土） 9/17（日） 9/26（火） 9/27（水） 9/30（土）
開始時間 18時 18時 18時 14時 14時 18時 14時 18時 18時 18時
対　戦 広島 東京ヤクルト 横浜DeNA 東京ヤクルト 中日 阪神

試合日 10/1（日）
開始時間 14時
対　戦 阪神

試 合 日 程

・7/10は、「橙魂2017」オリジナルオレンジユニホームを来場者全員にプレゼント！
・7/11は、バスケットボールチーム版ユニホーム型シャツを来場者全員にプレゼント！

❷東京ドーム 巨人公式戦 8月8日（火）18：00開始　対阪神戦　指定席B
あっせん券種・料金

券　　　　種：指定席B／12組（2席×12組）
あっせん料金：１組（２席） 7,000円

（一般料金／2席8,000円）
席 の 位 置：座席位置は未定のため、3塁側ビジター席に

なる場合がありますのでご了承ください。

申　込　数
1会員1組（2席）まで
※1席単位のばら売りはできません。

東京ドーム

東京ドーム内の飲食売店・飲食移動販売などでご利用いただけます。
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❸神宮球場 東京ヤクルトスワローズ公式戦 年間シート（スターシート）

申 込 方 法
窓口、電話、FAX、パソコン、Eメールで受け付けます。
詳しくは6ページをご覧ください。

申 込 締 切
5月31日（水） 午後5時必着
・締切後のキャンセル、枚数の変更はできません。

抽 選 結 果
締切後、申込多数の場合は抽選です。
当選の方のみ6月16日（金）までにご通知します。

チケット受渡方法
お申し込み時にサービスセンター「窓口」受け取り、または「送付」のどちらかをお選びください。
窓　口…当選の方は会員証をご提示のうえ、ご購入ください。
送　付…当選の方には自宅または勤務先へ発送します。

券と払込用紙を同封しますので、2週間以内に郵便局からお支払いください。送料・払込手数料は会員様のご負担
となります。

残席についてのお問い合わせ
申込締切後の残席情報は、6月16日（金）以降、サービスセンターへ電話でお問い合わせください。 
先着順に残席のお申し込みを受け付けます。

ア

イ

あっせん券種・料金

券　　　　種：年間シート席／各試合2組（2席×2組）
㋐１塁側 1組（席位置：4入口　13段　86･87番）
㋑ネット裏 1組（席位置：7入口　11段　51･52番）

あっせん料金：①対巨人戦 1組　7,700円
②対巨人戦以外 1組　5,700円

申　込　数
1会員4試合（合計8席）まで
※席位置の希望がある場合は、申込書に記入してください。
　（ア：1塁側、イ：ネット裏、ウ：どちらでもよい）
※1席単位のばら売りはできません。

試合日 7/7（金） 7/8（土） 7/9（日） 7/21（金）7/22（土）7/23（日）7/25（火）7/26（水）7/27（木） 8/2（水）
開始時間 18時 18時 17時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時
対　戦 広島 阪神 中日 巨人

試合日 8/3（木） 8/8（火） 8/9（水） 8/10（木）8/15（火）8/16（水）8/17（木）8/22（火）8/23（水）8/24（木）
開始時間 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時 18時
対　戦 巨人 横浜DeNA 巨人 阪神

試合日 8/25（金）8/26（土）8/27（日） 9/1（金） 9/2（土） 9/3（日） 9/12（火）9/13（水）9/14（木）9/23（土）
開始時間 18時 18時 18時 18時 17時 17時 18時 18時 18時 18時
対　戦 横浜DeNA 広島 中日 阪神

試合日 9/24（日） 9/25（月） 9/30（土） 10/1（日）
開始時間 18時 18時 18時 18時
対　戦 巨人 中日

試 合 日 程

神宮球場
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・金券ショップ、インターネット等による券の転売・
譲渡は固くお断りいたします。
・直接、会場や施設で券を購入されると当日一般料
金になります。事前にサービスセンターでお買い
求めいただき、ご利用ください。

チケットインフォメーション
Ticket  Informat ion

窓　　口……会員証をご持参ください。
券によって、申込締切日、受け渡し開始日
が異なります。申し込みされる券の案内を
ご覧ください。

申込時には①〜⑤の内容が必要です。
①会員番号・氏名　②希望券名・券種　③申込数
④受取方法：窓口・送付　送付先の住所・電話番号

（会員本人の自宅または勤務先）
⑤昼間連絡先名・電話番号
・受付確認メールの送信はありません。
・送付ご希望の場合、送料82円と郵便局払込手数料（ATM80円、
窓口130円）は会員様のご負担となります。

申込方法 電　　話……豊島区本　部 03−3980−3133
北　区営業所 03−5390−1242
荒川区営業所 03−3806−7581
受付時間（平日）9：00〜17：00

F A X……11ページの申込書をご使用ください。
パソコン……サービスセンターホームページ

http://www.tokyo-kinrou.jp
新着情報からお申し込みください。

Ｅメール……info@tokyo-kinrou.jp へ①〜⑤を
入力し、送信してください。
（ファイルの添付不可）
（携帯電話からのEメールも可）

先着順受付D 西武園ゆうえんち１日フリーパス
入園+のりもの乗り放題＋プール

あ っ せ ん 料 金：大人・３歳以上の子ども共通券 1,000円
一般料金（夏期）：	大人（中学生以上）	 3,000円	

子ども（3歳以上）・シニア（60歳以上要証明）	 1,800円
あ っ せ ん 枚 数：1,500枚
申　込　枚　数：１会員15枚まで
・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
［プール営業期間（予定）］	7月8日（土）〜9月3日（日）
西武園ゆうえんち　TEL	04−2922−1371

平成30年3月31日（土）まで有効券

ゆうえんち１日フリーパス・スパリゾートハワイアンズ１日入場券
営業時間・休園日等は各遊園地等へお問い合わせください。�� 各施設、別途料金が必要なアトラクション等があります。

完全予約制としまえん　A のりもの１日券　B プール券　C 夏の１日券

〈申込スケジュール〉
申込受付期間 申込枚数 受渡日

1回目 6月1日（木）〜
6月15日（木）

1会員ABC
あわせて10枚まで 6月23日（金）から

2回目 7月3日（月）〜
7月14日（金）

1会員ABC
あわせて10枚まで 7月25日（火）から

［プール営業期間］	7月1日（土）、2日（日）、8日（土）、9日（日）	
7月15日（土）〜9月3日（日）

としまえん　TEL	03−3990−8800

申込方法
・完全予約制になります。申込受付期間にお申し込みください。
・受付期間中お申し込みの方には全員にあっせんします。

券　種 入園 のりもの
乗り放題 プール あっせん料金 一般料金 有効期間

A のりもの１日券
〈入園+のりもの乗り放題〉 ○ ○ × 大　人（中学生以上） 1,800円

子ども（3歳〜小学生） 1,000円
4,200円
3,200円

お申し込みの月から
約６か月間

B プール券※

〈入園+プール〉 ○ × ○ 大　人（中学生以上） 2,200円
子ども（3歳〜小学生） 1,200円

4,000円
3,000円

平成29年
7月1日（土）〜

9月3日（日）
（夏季プール営業期間中）C 夏の１日券※

〈入園+プール+のりもの乗り放題〉 ○ ○ ○ 大　人（中学生以上） 2,700円
子ども（3歳〜小学生） 1,700円

4,500円
3,500円

※Bプール券およびC夏の1日券は、次号7月号に同封する夏季プール等利用補助券（1会員6枚1綴）を使用すると、現地で上記あっせん料金
と同じ金額で購入できます。
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先着順受付F あらかわ遊園回数券 有効期限はありません

・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
・入園料は大人200円、65歳以上および小中学生は100円。	
（小中学生は春、夏、冬休みを除く平日は入園無料）
あらかわ遊園　TEL	03−3893−6003

チケット種類 あっせん料金 一般料金 申込数

のりもの回数券（1セット12枚綴り） 500円 1,000円 1会員年度内
12セットまで

親子セット券（大人+未就学児）
（大人入園券+のりもの回数券16枚綴り） 800円 1,300円 1会員年度内

あわせて
12セットまで親子セット券（大人+小中学生）

（大人・小中学生入園券+のりもの回数券16枚綴り） 900円 1,400円

先着順受付E 東武動物公園ハッピーフリーパス
入園+のりもの乗り放題＋プール

平成30年3月31日（土）まで有効券

あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券 1,500円
一 般 料 金：	大人（中学生以上）	 4,800円	

子ども（3歳以上）・シニア（60歳以上）	 3,700円
あっせん枚数：600枚
申 込 枚 数：1会員10枚まで
［プール営業期間（予定）］	7月8日（土）、9日（日）、	

7月15日（土）〜17日（月・祝）、7月22日（土）〜9月3日（日）
東武動物公園　TEL	0480−93−1200

先着順受付G スパリゾートハワイアンズ1日入場券
プール+温泉+イベントショー

あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券 600円
一 般 料 金：	大人（中学生以上）	 3,240円	

子ども（小学生）	 2,060円	
未就学児（3歳以上）	 1,450円

あっせん枚数：600枚
申 込 枚 数：1会員10枚まで
・すでに申込枚数を購入されている方は購入できません。
スパリゾートハワイアンズ　TEL	0570-550-550

平成29年9月30日（土）まで有効券

スパリゾートハワイアンズホテル宿泊割引のご案内　〜悠健クラブ〜

スパリゾートハワイアンズホテル東京予約センター
TEL	0570−550−500（月曜日〜金曜日9：30〜18：30　土曜日9：30〜12：30）

宿泊利用の方を対象に無料送迎バス（東京、池袋、北千住、新宿、
さいたま新都心、横浜、千葉、松戸、西船橋ほか発着）があります。
宿泊予約の際に発着地、時間をご確認のうえご予約ください。

優待内容：規定宿泊料金から30%引き 利用対象：会員と登録同居家族
利用方法❶スパリゾートハワイアンズ東京予約センターへ

下記ア・イを告げて予約
ア 「悠健クラブ会員番号1073」「東京城北勤
労者サービスセンターの会員であること」

イ　サービスセンターの会員番号と会員氏名

❷サービスセンターへ宿泊日等を伝え「1日入場券」を購入
・「1日入場券」は宿泊当日にホテルフロントで「宿泊者用入
場券」に引換えて使用します。1泊2日の場合は1人2枚、
2泊3日の場合は1人3枚が必要です。必要枚数を購入し
てください。（宿泊利用に限り10枚を超えての購入可）
＊1泊2日の場合、3歳以上の未就学児は、現地にて「宿泊者用入場券」を
購入したほうが安価です。

・「1日入場券」の持参がない場合は「宿泊者用入場券」料金
をホテルでお支払いください。（1泊につき大人2,700
円、小学生1,620円、3歳以上の未就学児1,080円）
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チケットインフォメーション

Ticket  Informat ion ・金券ショップ、インターネット等による券の転売・譲渡は固くお断りいたします。
・直接、会場や施設で券を購入されると当日一般料金になります。	
事前にサービスセンターでお買い求めいただき、ご利用ください。

エンターテインメント
申込方法

6ページをご覧ください。
締　　切

5月31日（水）午後5時必着
・締切後のキャンセル、枚数の変更は一切できません。

抽選結果
締切後、申込多数の場合は抽選です。
当選の方のみ6月20日（火）までにご通知します。
「北区民混声合唱団」は6月8日（木）までにご通知します。
受取方法

窓口：当選の方は会員証をご提示のうえ、ご購入ください。
送付：当選の方には自宅又は勤務先へ発送します。

券と払込用紙を同封しますので、2週間以内に
郵便局からお支払いください。

＊席種は決まっていますが、座席の位置は未定です。	
座席の指定・変更はできませんので、ご了承ください。
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❷	 華宝会能

演目・出演
能（宝生流）「卒都婆小町（そとばこまち）」	シテ	田崎隆三　ワキ	野口能弘
狂言（和泉流）「栗焼（くりやき）」		 シテ	野村万作
能（金春流）「殺生石（せっしょうせき）」	 シテ	桜間右陣　ワキ	野口敦弘

日　　　　時：7月8日（土）　午後2：00開演
会場（最寄駅）：宝生能楽堂（水道橋駅）
あっせん料金：A席　10,800円（一般料金12,000円）

B席　 9,000円（一般料金10,000円）
C席　 7,200円（一般料金 8,000円）

あっせん枚数：あわせて20枚	（1会員あわせて2枚まで）

年1回恒例の「華宝会能」
です。
老女物の秘曲「卒都婆小
町」と、九尾の狐の故事
をもとにした「殺生石」、
人間国宝　野村万作によ
る狂言と見応えたっぷり
の番組が揃いました。

未就学児
入場不可

□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

❶	北区民混声合唱団
	 第27回	定期演奏会　　日本の四季	そして祈り　

指　揮：名島啓太
ピアノ：岩井智宏
合　唱：北区民混声合唱団
曲　目：ミサ曲第１番「日本から」　名島啓太　作曲

混声合唱のためのメドレー　四季の風景　宇田川安明	編曲
混声合唱曲　雨ニモマケズ　宮澤賢治	作詩／鈴木憲夫	作曲
混声合唱とピアノのための　イーハトーボ農学校の春

宮澤賢治	作詩／信長貴富	作・編曲
日　　　　時：6月18日（日）		午後2：00開演
会場（最寄駅）：北とぴあ　さくらホール	（王子駅）
あっせん料金：全席自由　500円（一般料金　1,000円）
あっせん枚数：20枚	（1会員4枚まで）

未就学児
入場不可

宮沢賢治の幻想的な詩を美しいハーモニーに乗せて贈ります。

未就学児
入場不可

デビュー45周年を迎
える五輪真弓コンサー
ト2017開催決定！
時代を重ねるように歌
が生まれてきた…
名曲の数々とともに五
輪真弓の変わらぬ歌声
をお楽しみください。

❸	 DEBUT	45TH	ANNIVERSARY
	 五輪真弓コンサート2017	〜flower〜

日　　　　時：7月16日（日）　午後4：30開演
会場（最寄駅）：東京国際フォーラム　ホールＣ（有楽町駅）
あっせん料金：指定席　4,700円（一般料金　7,000円）
あっせん枚数：12枚	（1会員2枚まで）

❺	夏休み！こども映画会
	 「映画	かいけつゾロリ	うちゅうの勇者たち」

日　　　　時：7月30日（日）　午前11：00開演（上映時間51分）
会場（最寄駅）：サンパール荒川　大ホール（荒川区役所前駅）
あっせん料金：全席自由　300円（一般料金　400円）
あっせん枚数：30枚（1会員4枚まで）
※０歳児は無料（親と同席）

ゾロリ史上最大の〈スペース・アドベンチャー〉がついに始まる！
子どもたちに圧倒的な人気の児童書シリーズ「かいけつゾロリ」
が〈映画でしか観られない〉完全オリジナル・ストーリーでス
クリーンに帰ってくる！
さあ、オレさまと一緒に宇宙で冒険だ！！

Ⓒ2015　原ゆたか／ポプラ社、
映画かいけつゾロリ製作委員会

❹	東京大衆歌謡楽団コンサート
	 〜昭和初期の名曲を唄う〜

出　演：東京大衆歌謡楽団
予定曲：	東京ラプソディ　誰か故郷を想わざる	

旅の夜風　青い山脈　ほか
日　　　　時：7月22日(土)　午後3：00開演
会場（最寄駅）：北とぴあ　つつじホール	（王子駅）
あっせん料金：指定席　2,100円（一般料金　3,300円）
あっせん枚数：12枚　（1会員2枚まで）　

未就学児
入場不可

平成育ちの若き3兄弟が、昭和歌
謡の珠玉の名曲を、心を込めて唄
います。
ロイド眼鏡に直立不動。
昭和のモダンボーイがタイムス
リップしてやってくる！
YouTubeなどでも話題沸騰！

０歳から
入場可



申込方法 	 6ページをご覧ください。	・先着順に受付し、あっせん枚数に達し次第締切ります。
	 	 	 ・購入（受取）後のキャンセル、枚数の変更は一切できません。
受取方法 	窓口：お申し込み後、2週間以内にサービスセンター窓口で会員証をご提示のうえ、ご購入ください。

送付：会員本人の自宅又は勤務先へ、お申し込み後1週間以内に発送します。	
券と払込用紙を同封しますので、2週間以内に郵便局からお支払いください。

展覧会

Ⓒ宝塚歌劇団

《仏陀遊行像》
青銅　スコータイ県シーサッチャナーライ郡ワット・サワンカラーム伝来
スコータイ時代　14〜15世紀　サワンウォーラナーヨック国立博物館

フィンセント・ファン・ゴッホ　《郵便配達人ジョゼフ・ルーラン》
1888年		Gift	of	Robert	Treat	Paine,	2nd,	35.1982
Photograph	ⓒ	2017	Museum	of	Fine	Arts,	Boston

ボストン美術館が誇る
古今東西の至宝80点が集結！

世界初！
門外不出の名宝がまもなく日本に！！

あっせん料金：一般 900円
（一般料金：当日1,600円）
あっせん枚数：170枚（１会員４枚まで）
会期： 7月4日（火)〜8月27日（日）
会場：東京国立博物館　平成館（上野公園)
締切：7月31日（月）午後５時必着

あっせん料金：一般 900円
（一般料金：当日1,600円）
あっせん枚数：170枚
（1会員4枚まで）
会期： 7月20日(木）〜10月9日（月・祝）
会場：東京都美術館	

企画展示室（上野公園）
締切： 8月31日（木） 

午後５時必着

ボストン美術館の至宝展
東西の名品、珠玉のコレクション

日タイ修好130周年記念特別展
「タイ〜仏の国の輝き〜」
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❼	 喜劇　売らいでか！　　亭主売ります　

出　演：浜木綿子　加藤茶　正司花江　大和悠河　	小野寺丈	
山田まりや　大空眞弓　左とん平　ほか

日　　　　時：8月10日（木）　午後2：00開演
会場（最寄駅）：シアター1010（北千住駅西口マルイ11階）
あっせん料金：全席指定　6,500円（一般料金　9,600円）
あっせん枚数：12枚	（1会員2枚まで）　

押し寄せる笑いの大波！
花登	筺の傑作喜劇、待望の再演！！
通算公演回数550回を迎える、
痛快人情喜劇の決定版！
亭主の浮気に堪忍袋の緒が切れ
た　−耐える生活もうヤメだ！
鬼姑をおまけに付けて、ダメ亭
主を売りとばせ！
キレ者なつ枝の大奮闘！！

❾	 ブラックライトシアター　大型人形劇
	 	エリック・カールのはらぺこあおむし	

（同時上演）ごちゃまぜカメレオン　ちいさなくも

出演：	人形劇団（カナダ）マーメイドシアター・オブ・ノーバスコーシア	
声／岸田今日子

原作：エリック・カール
日　　　　時：	8月21日（月）　午後 2：30開演	

8月22日（火）　午前10：00開演
会場（最寄駅）	：シアター1010（北千住駅西口マルイ11階）
あっせん料金：全席指定　1,500円（一般料金2,500円）
あっせん枚数：各10枚（1会員あわせて4枚まで）
※2歳以上有料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料。	
膝上鑑賞は１名のみ無料。

子ども向け絵本№1！
「はらぺこあおむし」の
大型人形劇、来日公演！
絵本の世界をそのまま表
現した、親子で楽しめる
舞台です。

❽	『罠』

作 ：ローベル・トマ　　訳：平田綾子　　演出：深作健太
出演：	加藤和樹　白石美帆　渡部秀　初風	緑	

山口馬木也　筒井道隆　　　
日　　　　時：㋐8月11日（金・祝）	 午後1：00開演

㋑8月12日（土）	 午後4：30開演	※アフタートークあり
会場（最寄駅）：サンシャイン劇場	（東池袋駅／池袋駅）
あっせん料金：全席指定　5,400円（一般料金8,000円）
あっせん枚数：㋐6枚　㋑10枚	

（1会員㋐㋑あわせて4枚まで）
未就学児
入場不可

ラストシーンまで犯人
がわからない！
謎が謎を呼ぶ、
推理劇の決定版！

未就学児
入場不可

❻	 宝塚歌劇　花組公演
古代ロマン
『邪馬台国の風』

出　演：明日海りお　仙名彩世　ほか
日　　　　時：8月6日（日）　午後3：30開演
会場（最寄駅）	：東京宝塚劇場（日比谷駅／有楽町駅）
あっせん料金：S席　7,300円（一般料金　8,800円）
あっせん枚数：40枚（1会員2枚まで）

明日海りお、仙名彩世の新トップ
コンビを中心にお届けする、壮大
な歴史ファンタジー。

レビュー・ファンタスティーク
『Santē!!』
〜最高級ワインをあなたに〜

明日海りおの新たな魅力に迫る、
芳醇な香りと大人の雰囲気を放つ
レビュー。

０歳から
入場可



利 用 対 象  会員・登録同居家族と同行者
優待有効期限  平成30年3月31日（土）まで
利 用 方 法  ご予約の際に「東京城北勤労者サービスセンター」の会員であることと、 

会員証提示割引を利用する旨をお伝えください。来店時には会員証をご提示ください。
・レストランにより割引除外日あり　　・他割引との併用不可　　・料金支払い後の割引適用不可

下記のレストランでサービスセンターの会員証を提示すると、割引料金でお食事ができます。

ホテルレストラン優待のご案内

ホテルメトロポリタン
所在地：豊島区西池袋1-6-1　予約TEL�03-3980-1111（代）

割引対象レストラン 割引内容
1F　クロスダイン 飲食料金より10%引き

（クロスダインのシニア、小学生、
幼児は割引対象外）

2F　花むさし/花むさし旬香/桂林
オリエントエクスプレス

25F エスト/オーヴェスト
・メニュー、一般料金、営業時
間等は各レストランへご確認
ください。
・割引除外日：なし

赤坂エクセルホテル東急
所在地：千代田区永田町2-14-3　予約TEL�03-3580-2331
	 	 （レストラン直通）

割引対象レストラン 割引内容
3F　赤坂スクエアダイニング ランチ、ディナーブッフェの

正規料金より10%引き
・メニュー、正規料金、営業時
間等はレストランへご確認く
ださい。
・割引除外日：クリスマス期間、
新春ブッフェ営業時

サンシャインシティプリンスホテル
所在地：豊島区東池袋3−1−5
予約TEL　03-5954-2257
（バイエルン	レストランキャッシャー）

割引対象レストラン
B１F　バイエルン

・割引除外日：ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間、年末年始等、	
特別催事、貸切営業日（予約時にご確認ください）

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ランチブッフェ

平日
11：30～14：30

大　人	（中学生以上） 2,300円 2,000円
シニア	（65歳以上） 1,900円 1,700円
子ども	（小学3年生以上） 1,400円 1,300円
子ども	（小学1・2年生） 1,100円 1,000円

土日祝
11：30～13：00
13：30～15：00

大　人	（中学生以上） 2,500円 2,200円
シニア	（65歳以上） 2,100円 1,900円
子ども	（小学3年生以上） 1,400円 1,300円
子ども	（小学1・2年生） 1,100円 1,000円

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ディナーブッフェ
＆大人、シニアは
飲み放題付
（セルフサービス）

平日
17：30～21：00	

大　人	（中学生以上） 6,180円 5,500円
シニア	（65歳以上） 5,680円 5,000円
子ども	（小学3年生以上） 1,900円 1,700円
子ども	（小学1・2年生） 1,500円 1,300円

土日祝
17：30～21：00
（90分制）

大　人	（中学生以上） 6,380円 5,500円
シニア	（65歳以上） 5,880円 5,000円
子ども	（小学3年生以上） 2,000円 1,700円
子ども	（小学1・2年生） 1,600円 1,300円

（税・サービス料込）

浅草ビューホテル 所在地：台東区西浅草3−17−1　予約TEL�03-3842-3751
割引対象レストラン　26F　スカイグリルブッフェ武藏

・割引除外日：ゴールデンウィーク、隅田川花火大会開催
日（7/29土）、花火大会翌日、お盆、クリスマス期間、
年末年始、ホテル特別催事時（予約時にご確認ください）
8/20（日）〜9/10（日）設備工事のため全館休館
（休館中の電話予約は受付10：00〜18：00）

（税・サービス料込）

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ランチブッフェ
11：30〜13：00
13：15〜14：45
15：15〜16：45（土日祝のみ）

平　日 大　人	（中学生以上） 3,480円 3,100円
子ども	（小学生） 2,430円 2,100円

土日祝 大　人	（中学生以上） 3,980円 3,500円
子ども	（小学生） 2,780円 2,500円

ディナーブッフェ 17：30～19：3019：45～21：45

平　日 大　人	（中学生以上） 4,980円 4,550円
子ども	（小学生） 3,480円 3,100円

土日祝 大　人	（中学生以上） 5,480円 4,950円
子ども	（小学生） 3,830円 3,400円

帝国ホテル直営レストラン 所在地：千代田区内幸町1-1-1

・サール割引除外日：7月29日（土）〜8月1日
（火）、12月1日（金）〜平成30年1月3日（水）、
ほか特別催事期間（予約時にご確認ください）

全福センターホームペー
ジには、帝国ホテルのレ
ストランがさらにお得に
なるクーポンがあります。
ホームページ	 https://www.zenpuku.or.jp
ログインID	 kt
パスワード	 zenpuku

割引対象レストラン 利用時間 大人一般料金 大人割引料金

インペリアルバイキング サール
（本館17F）
要予約
TEL 03-3539-8187

（サール直通）

ランチバイキング 平日 11：30～14：30 6,050円 5,500円
土日祝日 6,600円 6,200円

ディナーバイキング 平日 17：30～21：30 9,020円 8,500円
土日祝日 17：00～21：30 9,570円 9,200円

ディナーバイキング
＆飲み放題（120分制）

平日 17：30～21：30 12,870円 10,800円
土日祝日 17：00～21：30 13,420円 10,800円

パークサイドダイナー（本館1F）予約不可 終日利用可 飲食代金より10％引き

（税・サービス料込）利用対象 　会員および同伴者（計10名まで） 全福マーク

帝国ホテルは「全福センター（全国中小企業勤労者福祉サービスセンター）」会員として
優待が受けられます。「ゼンプクセンター」会員である旨を必ずお申し出のうえ、サー
ビスセンター会員証の裏面にある「全福センター加盟」マークを提示してください。
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受付10：00〜19：00）



当事業等のお申し込みに際し、ご記入いただいた個人情報は、当該事業の案内、チケット等の送付の目的
以外には利用いたしません。［個人情報の取扱いについて］

[ お願い ] ご参加の方が会員ご本人様と同居でない場合は、その方の住所、電話番号を下記にご記入ください。
事業の保険の申し込み等に必要なため、漏れのないようご記入願います。

［イベント］　

・会員は必ず会員番号を記入してください。必ず本人名義でお申し込み願います。借名によるお申し込みはできません。

（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）

参加者氏名（フリガナ）　※無料幼児も含む 会員番号又は
会員との続柄 学 年年 齢 性 別

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

参加合計人数
（無料幼児を含む） 人東京ディズニーシー®・パーク・ファン・パーティー

会員本人と同居でない方
参加者氏名

〒 電話番号

フレンドリーげんき申込書
サービスセンター窓口、電話、FAX、パソコン、Eメールで受け付けます。（申込方法に指定がある場合を除く）

［希望するチケット・商品等］　※コンサートなどは、公演日時および種別・席種を、フリーパスは区分をお書きください。　例：としまえん夏の１日券大人2枚、子ども1枚
商　品　名 公演日時

（試 合 日）
種別・席種

（大人・子ども等） 数量 代　　金

【豊島区本部】
FAX　03－3971－3163
TEL　03－3980－3133

【北区営業所】
FAX　03－5390－1177
TEL　03－5390－1242

【荒川区営業所】
FAX　03－3806－7588
TEL　03－3806－7581

送 付 先
〒 電話番号

荒川区営業所
（荒川区役所 6Ｆ）

豊島区本部
（生活産業プラザ 6Ｆ）

自宅

北区営業所
（北とぴあ11Ｆ）

勤務先
勤務先名

受取方法 窓 口→
（要会員証）

送 付→

申込方法

会員番号

昼間の連絡先名 電話番号

フ リ ガ ナ
様会員氏名－ －

パソコン サービスセンターホームページ
http://www.tokyo-kinrou.jp 
新着情報からお申し込みください。

Ｅメール info@tokyo-kinrou.jp へ必要事項を入力し
送信してください。携帯電話からのメールも可。
（ファイルの添付は不可・受付確認メールの送信はありません）

・送付ご希望の場合、送料82円と郵便局払込手数料（ATM80円、窓口130円）は会員様のご負担となります。
　チケットを数種類お申し込みの場合、納品の都合により発送が別々になることがあります。
　送料、払込手数料はその都度、会員様のご負担となります。ご了承ください。
・複数をとりまとめて送付ご希望の場合は、その旨および代表者氏名をわかるようにご記入ください。
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2017

5月
号

［お願い］
サービスセンターが取り扱う各種チケット、遊園地等のフリーパス券は、会員
の皆様にご利用いただくよう、サービスセンターが法人券として購入している
ものです。金券ショップ、インターネット等での転売および譲渡は禁止されて
います。ルールを逸脱した行為はサービスセンターの信用を低下させ、各施設
との契約ができなくなる恐れがあります。ほかの会員の皆様に多大な迷惑を及
ぼすことになりますので、絶対にしないようお願い申し上げます。

［個人情報の取扱い］
当事業のお申し込みに際し、
ご記入いただいた個人情報
は、当該事業の案内チケッ
ト等送付、事業の保険申し
込みの目的以外には利用い
たしません。

［事業の利用対象］
サービスセンターの事業・券のあっせん・
催事等をご利用できるのは、会員本人と登録
同居家族です。
ただし、会費未納（滞納）がある場合には
会費完納まで利用できません。

平成29年5月11日発行

2017

5
月号

入会状況（平成29年3月31日現在）
会員数：9,642人　 事業所数：2,749所

本号に掲載の写真は全てイメージです。

豊島区本　部	 〒170-0013	 豊島区東池袋1-20-15	 豊島区立生活産業プラザ6階	 TEL	03-3980-3133	/	FAX	03-3971-3163
北　区営業所	 〒114-8503	 北区王子１-11-１	 北とぴあ11階	 TEL	03-5390-1242	/	FAX	03-5390-1177
荒川区営業所	 〒116-8501	 荒川区荒川２-２-３	 荒川区役所６階（産業経済部内）	 TEL	03-3806-7581	/	FAX	03-3806-7588
URL　http://www.tokyo-kinrou.jp/　　　　E-mail		info@tokyo-kinrou.jp
［営業時間］午前9時〜午後5時　　　［休業日］土曜、日曜、祝日、年末年始

お問い合わせ 一般財団法人 東京城北勤労者サービスセンター

次号予告 7月11日発行予定 ○夏の食事券　○公衆浴場共通入浴券　○夏季プール等利用補助券同封　○チケットインフォメーション　ほか

伝 言 板
■ チケット等お申し込み時のお願い

昼間の連絡先お電話番号は、日中連絡のつきやすい
番号をご記入いただきますようご協力をお願いいた
します。

王子駅前 サンスクエアゴルフ 
5,000ポイントチャージ引換券
5,000円分チャージできる引換券です
あっせん料金 	 １枚　4,100円
	 ※プレミアサービスはついていません。
あっせん枚数 	 １会員年度内20枚まで
	 ・すでに20枚購入された方は購入できません。
券の有効期限 	 購入日から約3か月後
	 ・有効期限内にICカードへチャージをしてご利用ください。

王子駅前サンスクエアゴルフ
北区王子1−4−1

「王子駅」から徒歩1分
03−3914−1562

サービスセンター窓口にて会員証をご提示のうえ、ご購入ください。（送付可）

見
本

池袋コミュニティ・カレッジ　法人会員優待のご案内
サービスセンター発行の「法人会員受講申込書」をお持ちいただくと法人優待料金で受講できます。

優 待 内 容  入会金　無料
 受講料　一般料金から10%引き
・一日体験講座の受講にも利用できます。
・教材、パソコンスクールは割引になりません。

利 用 対 象  会員本人と配偶者
申　込　数  1会員　1期につき2講座まで

 （法人会員受講申込書2枚まで）
・「法人会員受講申込書」は1期につき40枚を先着順
に発行しています。

・講座は1年を3か月毎の4期（4・7・10・1月期）に
区切り、受講受付をしていますが、異なる講座もあ
りますのでご確認ください。

利 用 方 法
❶サービスセンターへ「法人会員受講申込書」をお申し込みく

ださい。
会員番号、会員氏名、利用者氏名（フリガナ）、申込期、枚数、送付希
望の方は送付先住所（自宅または勤務先）、昼間の連絡先電話番号

❷「法人会員受講申込書」を池袋コミュニティ・カレッジ受付
に提出し、受講料をお支払いください。

・ホームページからの講座のお申し込みおよびWEB決済はできません。

［講座内容に関するお問い合わせ］
池袋コミュニティ・カレッジ　TEL03-5949-5486（代）
豊島区南池袋1-28-1　西武池袋本店　別館8・9階

折込広告募集
会報誌の折込広告を募集しています。
会員の皆様の事業所・商品のPRにご活用ください。
※誌面への広告掲載をご希望の場合はご相談ください。

折込料金／A4判以内
会員事業所割引料金　１枚５円（一般料金　1枚10円）

5名様にプレゼント！
東京ヤクルトスワローズ
新潟県燕市産『tsutsu-bottle（水筒）』� ���������� 4名様
2017�スワローズファンブック��������������� 1名様
申込方法　電話またはFAXでサービスセンターへお申し込みください。

会員番号、会員氏名、希望の商品名（1会員1点）・昼間の連絡先電話番号
締　　切　5月31日（水）午後５時必着
抽選結果　当選の方のみに6月12日（月）までにご連絡
※プレゼントはサービスセンター窓口でお引き取りできる方に限らせていただきます。 
（送付不可） 2017	スワローズファンブック▶︎ ▲tsutsu-bottle（水筒）
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