
新型コロナウイルスの影響により、掲載の内容が変更・中止となる場合があります。事前に確認のうえ、ご利用ください。

あっせん

窓口お渡し・発送
 7月20日（火）
午後5時まで

8月18日（水）
から

申込締切
 希望者全員

チケットの申込・受取方法は14ページをご覧ください。

はじめましたチケットや地域の
情報などお知らせしていきます。
フォローお願いします  @tokyo-kinrou

新型コロナウイルスの影響により、掲載の内容が変更・中止となる場合があります。事前に確認のうえ、ご利用ください。

会報誌

月号

一般財団法人 東京広域勤労者サービスセンター
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入会状況
会員数： 10,878人　 事業所数：2,842所

1会員につき1部

2021年7月1日発行 （2021年5月31日現在）

2021

ユニクロギフトカード
全国のユニクロ店舗、またはオンラインストアでご利用いただけます。
どちらかお選びください。

CONTENTS

ユニクロギフトカード� 1
　　　　深谷グリーンパーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アクアパラダイス�パティオ�プール利用引換券�
サンシャイン水族館入場券� 2
区内商品券・お買い物券、公衆浴場共通入浴券� 3
エンターテインメント� 4
大相撲一月場所入場券�
野球、サッカー観戦チケット� 5
東武動物公園、スパリゾートハワイアンズ�
東京ドームシティ　得10チケット� 6
松竹映画「キネマの神様」鑑賞券、展覧会���
　　　�����渋沢×北区�青天を衝け�大河ドラマ館入場券� 7

事業報告�収支決算、理事・監事・評議員の紹介� 8
1 月号お年玉プレゼントアンケート結果報告�
デパート優待利用のご案内� 9
各区限定サービス　荒川区、杉並区� 10
［豊島区］�トキワ荘マンガミュージアム� �������������������12
チケット申込・受取方法� 14
チケット申込書�
ヤクルトスワローズグッズプレゼント� 15
新宿プリンスホテル　　　　　　　　　　　　　　
ブッフェダイニング�「プリンスマルシェ」　　　　　　
夏季プール等利用補助券　同封のお知らせ� 16

  　　4,400円　
�����一般料金　5,000円

A　5,000円券 B　10,000円券

あっせん料金

有 効 期 限
　1会員AまたはBどちらか1枚申 込 枚 数

　2024年8月10日（土）���

1会員1枚

※有効期限後のカードは無効となり、残高の払い戻しは
　できません。

※カードのデザインは選べません。

イメージ イメージ

　　    8,800円　
�����一般料金　10,000円

あっせん料金

NEWNEW

特別企画

あめ引換券付あめ引換券付
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https://twitter.com/tokyo_kinrou


あっせん情報

　

窓口お渡し・発送
 7月20日（火）
午後5時まで

8月18日（水）
から

申込締切

あっせん
 希望者全員

アクアパラダイス パティオは南欧、地中海沿岸をイメージした ”北関東最大級” の屋内アミューズメントプールです。
日本に居ながらにして南欧リゾート気分を満喫！今日からみんなアミーゴ！！

コンセプトは「天空のオアシス」。
大人からこどもまでお楽しみいただける水族館です。

　

　1会員あわせて5枚まで申込枚数

　なし有効期限

サンシャイン水族館入場券

・入場券の他に日時指定WEB整理券が必要です。
　施設公式ホームページから取得してください。
・休館日、営業時間等は施設公式ホームページをご確認ください。
・特別営業時等、利用除外日があります。

サンシャイン水族館　
TEL 03-3989-3466

深谷グリーンパーク
アクアパラダイス パティオ
TEL 048-574-5000

アクアパラダイス�パティオ�プール利用引換券
深谷グリーンパーク

一　　般��� ��500円　一般料金　1,000円　
小中学生�� ���100円　一般料金　   500円　

　あっせん料金あっせん料金

　1会員あわせて5枚まで申込枚数

　2022年3月31日（木）有効期限

大人　（高校生以上）　1,700円　一般料金　2,400円　
こども（小・中学生）　���700円　一般料金　1,200円　
幼児　（4歳以上）���������300円　一般料金　   700円　

チケットの申込・受取方法は14ページをご覧ください。

本人負担金 （3 時間利用）　  大　　人  � ��600円

同封の夏季プール等利用補助券でも利用できます。

天空のペンギン

海月空感（クラゲパノラマ）

チケットのインターネット、金券ショップ等での転売及び譲渡は禁止しています。

NEW!!NEW!!

あっせん料金

・入場制限が行われる場合があります。
・  7、8月のご利用は3時間までとなり、超過した場合は30分ごと　
　に一般  （高校生以上）  200円、  小中学生100円の延長料金が　
　別途必要です。
・オムツ使用の幼児および水着を着用しない方は入場できません。
・幼児（未就学児）のご利用および小学生の1月、3月のご利用は
　無料です。
・営業状況、施設ご利用に関する詳細は施設ホームページでご確　
　認ください。

定休日：毎週火曜日  （7・ 8 月は休まず営業）
※2月はメンテナンスのため長期休館となります。

小中学生�� ���150円
利 用 期 間 ��7月1日（木）〜 8月31日（火）
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A  豊島区内公衆浴場共通入浴券
B  北　区内公衆浴場共通入浴券
C  荒川区内公衆浴場共通入浴券

　1 セット　��3,800円�（大人券10枚）　
　一般料金　大人1回　470円

あっせん料金

取扱い券種（大人券のみ）

　1会員A〜Cあわせて 4セットまで申込セット数

区内公衆浴場共通入浴券（回数券）

イメージ

　2021年12月31日（金）有効期限

・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。
・都内共通入浴券とは異なります。

＊杉並区会員限定であっせんしている公衆浴場入浴券については、杉並区営業所へお問い合わせください。
＊次回のあっせんは、  会報誌 9月号でご案内の予定です。

内　　容

8月18日（水）
午後5時まで

申込締切

あっせん
 希望者全員

豊島区、北区、荒川区のそれぞれの区内公衆浴場共通入浴券を
選んで購入できます。

区内商品券・お買い物券

豊島区、北区、荒川区、杉並区のそれぞれの商品券・お買い物券を選んで購入できます。

1会員A〜Dあわせて3セットまで申込セット数

1 セット　4,400円�(500円×10枚)　一般料金5,000円あっせん料金

C��荒川区内共通お買い物券
有効期限：2022年2月15日（火）

取扱店舗 :  
荒川区商店街連合会の
ホームページを
ご覧ください。

B�北区内共通商品券
有効期限：2026年3月31日（火）

取扱店舗 :  
東京都北区商店街連合会の
ホームページを
ご覧ください。

A�豊島区内共通商品券
有効期限：2023年3月31日（金）

取扱店舗 :  
豊島区商店街連合会の
ホームページを
ご覧ください。

D�杉並区内共通商品券
有効期限：2025年12月31日（水）

取扱店舗 :  
杉並区商店会連合会の
ホームページを
ご覧ください。

＊ 杉並区会員の方は、今回のあっせんとは別に杉並区内共通商品券を年度内10セット（1セット4,600円）まで
   購入できます。
＊次回のあっせんは、会報誌1月号でご案内の予定です。

チケットの申込・受取方法は14ページをご覧ください。

窓口お渡し・発送
 7月20日（火）
午後5時まで

8月18日（水）
から

申込締切

あっせん
 希望者全員

小中学生�� ���150円
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エンターテインメント 申込締切
7月20日（火）
午後5時まで

抽選結果
8月10日（火）
までに通知

・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。
・感染予防対策のため、座席が離れる可能性があります。
・検温、マスク着用、連絡先登録等劇場より感染症拡大防止対策の指示がある場合があります。

注意事項

8月10日（火）までに当選の方のみご通知します。抽選結果

あっせん
    抽　選

❶

❸

きかんしゃトーマス　ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

25th Anniversary　
熱帯JAZZ楽団　サマーライブ@北とぴあ

醉いどれ天使

日時：8月22日（日） 午前11時開演
出演：トーマス　パーシー　ジェームス　機関士たち　ほか　
会場（最寄駅）：シアター1010（北千住駅）
あっせん料金：全席指定�2,200円 　一般料金 3,300円　　　　　　　　　
あっせん枚数： 16枚 （1会員4枚まで）
※2歳以上はチケットが必要。2歳未満は膝上鑑賞に限り
　1名まで無料。

日時：9月5日（日）午後2時開演
出演：瀧川鯉津　昔昔亭喜太郎　三遊亭遊かり　
　　　林家はな平　入船亭小辰　春風亭一花
ゲスト：三遊亭遊雀　　司会：米粒写経
会場（最寄駅）：北とぴあ　つつじホール（王子駅）
あっせん料金：全席指定�2,200円　一般料金 2,800円
あっせん枚数： 16枚 （1会員2枚まで）

予定曲：アフリカン・シンフォニー / ラストダンスは私に/　
　　　　キャラバン　ほか
日時：8月28日（土） 午後5時開演
出演：熱帯JAZZ楽団 / CHAKA（ゲストボーカル）
会場（最寄駅）：北とぴあ　さくらホール（王子駅）
あっせん料金：S席�4,000円　一般料金 5,000円
あっせん枚数： 16枚 （1会員2枚まで）

未就学児
入場不可

❷

❹

 「音楽はエンターテイメントだ！」  2021年・夏、最高の
ラテン・ジャズ・ビッグバンドと共有する、唯一無二の
音楽体験！

トーマスとパーシーがテレビから飛び出してステージを駆
け巡る！映像も駆使したオリジナルストーリーのファミリー
ミュージカル ！！

審査員はご来場のお客様！30年の歴史を誇る、若手落語
家にとっての登竜門ともいえる競演会

黒澤明の日本映画史に残る伝説の作品が豪華スタッフ・
キャストが集い舞台化！戦後の人々が命を燃やすように
生きる姿を描く。

日時：9月15日（水） 午後12時開演
出演：桐谷健太　高橋克典　佐々木希　
　　　田畑智子　篠田麻里子 / 髙嶋政宏　ほか
会場（最寄駅）：明治座（浜町駅）
あっせん料金：S席�11,600円　一般料金 14,000円
あっせん枚数： 16枚 （1会員2枚まで）

第32回　北とぴあ若手落語家競演会

キッズ
向け 未就学児

入場不可

未就学児
入場不可

チケットの申込・受取方法は14ページをご覧ください。4

瀧川鯉津

林家はな平

昔昔亭喜太郎

入船亭小辰

三遊亭遊かり

春風亭一花

ゲスト　三遊亭遊雀　

桐谷健太 高橋克典



・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。
・感染予防対策のため、座席が離れる可能性があります。
・検温、マスク着用、連絡先登録等劇場より感染症拡大防止対策の指示がある場合があります。

8月10日（火）までに当選の方のみご通知します。

スポーツ観戦チケット

大相撲一月場所入場券
両国国技館　

チケットの入券が確定するのは、12月中旬の予定です。入券次第、12月24日（金）�までに当選の
方のみご通知します。第2希望が当選した場合でもキャンセルはできませんのでご了承ください。

抽 選 結 果

 1会員1日分のみ、第2希望まで受け付けます。
�2席を1組または2組でお申し込みください。
㋐〜㋓の組合せは自由です。

申 込 数 ※ 1席単位のばら売りはできません。
※土、日、祝日の券は特に入手が困難な状況です。
※座席位置は未定です。
※感染予防対策のため、座席が離れる可能性があり
　ます。

＊一般料金は2021年5月場所平日料金を記載しています。（土日祝日はプラス500円）
＊マス席の取扱いはありません。
＊販売状況によりお土産の内容は変更になる場合があります。
＊㋑〜㋓お土産の内容は未定です。

興 行 日 程
日にち

初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 中日

1/9（日） 1/10（月・祝） 1/11（火） 1/12（水） 1/13（木） 1/14（金） 1/15（土） 1/16（日）

日にち
9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 千秋楽

1/17（月）1/18（火） 1/19（水） 1/20（木） 1/21（金） 1/22（土） 1/23（日）

※詳細は日本相撲協会のホームページをご覧ください。　http://www.sumo.or.jp/

イスA席お土産セット各日4席

あっせん料金

申込締切
7月20日（火）
午後5時まで

抽選結果
12月24日（金）

までに通知あっせん
    抽　選

©F.C.TOKYO

観戦チケットは、政府等のイベント開催制限に伴い、取り扱い可能な試合をホームページで募集します。

野　　球 : 神宮球場�東京ヤクルトスワローズ公式戦　年間シート

　　　　　東京ドーム�巨人公式戦
サッカー : 味の素スタジアム�FC東京J1リーグ戦

フレンドリーげんき 検 索

ネット裏ネット裏

野球、サッカー観戦チケット

　年間シートネット裏 ⁄ 各試合2組（2席×2組）
　1組（席位置：7入口　11段　51・52番）
　1組（席位置：7入口　  8段　26・27番）
　※ネット裏の席位置は選べません。

券　　種

　1組（2席）　7,000円あっせん料金
 

チケットの申込・受取方法は14ページをご覧ください。

イスA席　（1席料金）
平日（月〜金） 土日祝（ の興行日） 一般料金（参考）

�㋐お弁当セット（持ち帰り用）   8,500円   9,000円   9,500円

�㋑松セット（お土産9種） 15,500円 16,000円 17,180円

�㋒竹セット��（お土産7種） 13,500円 14,000円 14,900円

�㋓梅セット��（お土産6種） 11,500円 12,000円 13,090円
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1日入場券 申込締切
チケットなくなり

次第終了

あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券� 2,100円
一 般 料 金：大人     （18歳以上） 5,100円
    中人     （中・高校生） 4,800円
 　子ども（ 3歳以上）・シニア（60歳以上要証明） 3,800円

東武動物公園　TEL 0480-93-1200

2022年3月31日（木）まで有効券

 

あっせん
    先着順

入園+のりもの1日乗り放題 
（別途料金が必要なアトラクション等があります。）

東武動物公園�法人アトラクションパスセット

・本券でプールの利用はできません。プールをご利用の場合は、別途、東武動物公園ホームページ　　
　から日付指定のプール入場券 （W E B 販売のみ）    のご購入が必要となります。

あっせん料金：大人・3歳以上の子ども共通券� 700円
一 般 料 金：  大人      （中学生以上） 3,570円
   子ども   （小学生） 2,250円
   未就学児（3 歳以上） 1,640円
あっせん枚数：1,400枚
申込枚数：2021年7月〜12月、2022年1月〜6月で1会員各10枚まで

2021年度は有効期間が変わりました。

2022年6月30日（木）まで有効券　

プール+温泉+イベントショー
 （別途料金が必要なアトラクションがあります。）

スパリゾートハワイアンズ1日入場券

スパリゾートハワイアンズ
TEL 0570-550-550

東京ドームシティ�得
とく

1
て ん

0チケット

得10チケット
ポイント利用例

アトラクションズ ワンデーパスポート（乗り物乗り放題） 大人・シニア・中人 ・・・・・ 10ポイント
宇宙ミュージアムTeNQ入館料（4歳以上） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ポイント

・東京ドームシティ内の�「法人サービスカウンター」で
　フレンドリーげんき会員証をご提示のうえ、ご購入ください。
・ 購入は、1会員1日につき各券種10枚（冊）までです。
　購入後の払い戻し、キャンセルはできません。

�法人サービスカウンター（東京ドームシティ　ミーツポート2F）
 電話 03-3817- 6364
 平日　午前10時〜午後7時（年中無休）　  
 休日  午前9時30分〜午後7時  ※変更の場合あり

詳しくは「得10チケット情報サイト」
https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/

 1冊（10ポイント）2,700円　　有効期限　2021年9月30日（木）
『得10チケット対象施設』（下記情報サイトまたはチケット本体参照） の中から、お手持ちのポイント内でお好きな施設を選び、
利用できます。複数冊を1人で使うことも、1 冊を数人で使うこともでき、使い切れなかったポイントは有効期限内で後日利用も
可能です。（切り離し無効）

会員証提示優待

利用施設・必要ポイント一覧
詳細はこちら

または「東京ドームシティわくわくダイヤル」
電話03-5800-9999でご確認ください。

チケット
購入窓口

得10チケットポイント利用例は一部です。

あっせん枚数：900枚 申込枚数：会報誌7月号募集分　1会員10枚まで

チケットの申込・受取方法は14ページをご覧ください。

　入園のみご利用の方はレジャー施設利用補助券・エンジョイドリーム割引券を利用された方がお得です。
　詳細はフレンドリーげんきへお問い合わせください。
　※シニア（60歳以上要証明）の方は、補助券・割引券を使用せず、シニア一般入園料金（1,100円）でご入園ください。
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2021年度から券名・内容・料金が
変更になりました。

https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/


※利用期間・申込締切日に
　ご注意ください。

2021年度は有効期間が変わりました。

スパリゾートハワイアンズ
TEL 0570-550-550

　 　

　

日時指定予約不要、利用期間限定
チケットのあっせんです

これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人生とともに紡がれる愛と友情、そして家族の物語

※新型コロナウイルス感染防止のため、定員制を導入しています。
　確実に入館できる時間指定券（0円券）も大河ドラマ館
　ホームページよりお求めいただけます。
　混雑時でなければ、ご予約なしで当日のご入館もできます。

松竹映画「キネマの神様」鑑賞券（ムビチケ）

映画鑑賞券・展覧会

　 1枚　��900円　
　一般料金　当日券　1,900円
　　　　　　前売券　1,500円

あっせん料金

　� 250枚あっせん枚数

　�会報誌 7月号募集分　1会員 5枚まで申込枚数

　1会員 4 枚まで申込枚数

　2021年12月26日（日）まで会　　期

　毎週月曜日
�� （月曜日が祝日の場合は開館し、直後の平日が振替休館となります。）

休 館 日

　飛鳥山公園（北区飛鳥山博物館内）会 　 場

サントリー美術館　開館60周年記念展

ざわつく日本美術
生誕260年記念企画

特別展�「北斎づくし」

渋沢×北区�青天を衝け
　　�大河ドラマ館

　 220枚
�1 会員 4 枚まで

あっせん枚数

　7月22日（木・祝）〜
　　 8月9日（月・休）

利用期間

　東京ミッドタウン・ホール会　　場

　　    スーパー早割チケット    900円
　  一般料金　日時指定券一般　1,800円

あっせん料金

　 大人（18歳以上）　��　　���400円　一般料金 800円
���小人（小学生〜高校生）　��200円　一般料金 400円
  ※未就学児無料　※北区民割との併用は出来ません。
  ※今回あっせんのチケットは特別割引入場券となります。

あっせん料金

ドラマ館WEBサイト▶︎

©2021「キネマの神様」製作委員会

尾上菊五郎　1枚　
  明治８年（1875）頃
　　サントリー美術館

8月18日（水）
午後5時まで

申込締切

12月10日（金）
午後5時まで

申込締切

あっせん
    先着順

あっせん
 希望者全員

東京23区で初めて！
���飛鳥山に開館

チケットの申込・受取方法は14ページをご覧ください。

8月6日（金）全国ロードショー
監督 : 山田洋次
脚本 : 山田洋次　朝原雄三
原作 : 原田マハ「キネマの神様」（文春文庫・刊）
出演 : 沢田研二　菅田将暉 ほか

東京北区渋沢栄一プロジェクト
広報キャラクターしぶさわくん

北区飛鳥山博物館常設展も
同チケットでご覧になれます！

ご要望にお応えしてあっせん開始！

　 一般　��1,000円
　 　一般料金　当日券  　   1,500円

　 220枚
�1 会員 4 枚まで

あっせん枚数

　7月14日（水）〜
���　 8月29日（日）

会　　期

　サントリー美術館会　　場

https://taiga-shibusawa.tokyo

＊会期中展示替えがあります。
＊日時指定予約不要です。

＊最新情報は美術館ウェブサイトでご確認ください。

※会期は7月22日（木・祝）〜9月17日（金）まで
※8月11日（水）以降は、当日券の100円引き割引券としてのみ有効

あっせん料金

サントリー美術館

7月20日（火）
午後5時まで

申込締切
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■評議員（敬称略）� 任期：2024年6月（定時評議員会）まで
理事・監事・評議員の紹介　（2021年6月21日現在）

理 事 長 北川　嘉昭 荒川区副区長
副理事長 齊藤　雅人 豊島区副区長
副理事長 齊藤　正美 株式会社内国社印刷所
副理事長 宇賀神雅彦 杉並区副区長
理　　事 高瀬　西帆 サンライズ社
理　　事 服部　洋司 池袋東口美観商店会
理　　事 尾花　秀雄 冨士物産株式会社
理　　事 富永新三郎 株式会社新吉
理　　事 鈴木　　久 公益社団法人荒川法人会
理　　事 滝口　　学 株式会社滝口製作所
理　　事 恵良　伸介 連合荒川地区協議会
理　　事 佐藤　慎祐 株式会社エス・テイ
理　　事 加藤　孝一 有限会社エン設備システム
理　　事 加藤　尚志 杉並産業協会事務局
理　　事 菅　　耕治 株式会社エフ・エム
理　　事 石井　啓子 税理士法人アイアセット
理　　事 渡邉　裕介 株式会社杏林舍
理　　事 松坂　典良 ビューティーショップまつざかや
理　　事 齋藤　敬子 有限会社サン商會
理　　事 小池　章一 豊島区文化商工部長
理　　事 藤野　浩史 北区地域振興部長
理　　事 筒井　久子 北区地域振興部参事
理　　事 上　和寿 荒川区産業経済部産業振興課長
理　　事 海津　康徳 杉並区産業振興センター事業担当課長
常務理事 正木　良一 東京広域勤労者サービスセンター事務局長
監　　事 田口　絢子 株式会社ワン・ステップ
監　　事 木下　盛弘 木下盛弘税理士事務所

■理事・監事（敬称略）� 任期：2022年6月（定時評議員会）まで
山村　富子 公益社団法人王子法人会女性部会
春日　裕介 一般社団法人王子青色申告会
西村　博匡 連合東京北地区協議会
寺澤　　司 寺澤司税理士事務所
吉井　直樹 冨士製袋機工業株式会社
中村　勝則 ふれあいロード北池商店会
大南　弘巳 大南経営労務アドバイザリーオフィス
貝和　　博 株式会社ウイング企画
作田　信義 豊島区労働組合協議会
遠藤   　寛 株式会社和香
原田　昌紀 株式会社千代田機械製作所
佐野　　功 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
成井　淳司 豊島ケーブルネットワーク株式会社
政所　利子 株式会社玄
森　　千秋 森商事株式会社
新井　　茂 有限会社新井商会
吉川　　裕 志幸技研工業株式会社
石原　　久 荒川区産業経済部長

� 任期：2022年6月（定時評議員会）まで
岡田　　茂 岡田事務所
泉田貢三郎 株式会社佼成出版社
嶋　　信介 八欧産業株式会社
志村　正之 株式会社志村運送
武田　　護 杉並区産業振興センター所長

一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター

2020年度事業報告および収支決算
2021年5月の理事会、6月の評議員会で承認
されました。

2020年度の主な事業実績
①　情報提供事業　�����������������������������������

会報誌の発行（定期号） 6回

②　生活安定事業　�����������������������������������
給付金（祝金・見舞金・弔慰金） 1,034件

③　健康維持・増進事業　�����������������������������
インフルエンザ予防接種費用補助 1,732人
運動施設回数券等あっせん 370件

④　都及び区が行う勤労者福祉事業への協力事業　�������
キャリアアップ講習会利用補助 2人

⑤　自己啓発余暇活動事業　���������������������������
カルチャー施設の割引 17件
温泉、遊園施設等の利用補助 4,277枚
東京ディズニーリゾート利用補助 365枚
遊園地等１日フリーパス 2,309枚
映画鑑賞券利用補助 893枚
映画鑑賞券あっせん 2,154枚
演劇・コンサート・展覧会チケットあっせん 81枚
池袋演芸場入場券あっせん 106枚
区内商品券・お買い物券あっせん 4,239セット
そば店割引券・げんきスマイル券 4,265枚
公衆浴場入浴券 13,950枚
クオカード等各種プリペイドカード 7,852セット
はとバス日帰りツアー補助 60枚

■お祝金　　696件（結婚・金婚・銀婚・成人184件／出生143件／小中学校入学等369件）
■お見舞金　��87件（入院77件／障害9件／住宅災害1件）　　　
■弔慰金　���251件（会員本人56件／会員の実親・配偶者・子195件）

2020年度給付金支給実績（2020年4月1日〜2021年3月31日　1,034件）

2020年度収支決算
■収入 （単位：円） ■支出 （単位：円）

科　　目 執行額 備　考
入会金・会費収入 67,792,800
事業収入 66,704,696 事業活動による収入
補助金収入 87,964,591 区からの補助金収入
雑収入等 4,552,805 協同事業、特定資産運用による収入

特定資産取崩収入 5,100,720 退職給付引当資産取崩収入
広域事業運営積立資産取崩収入

収入合計 232,115,612
【前期繰越　35,274,769円　　　次期繰越　49,664,420円】
※詳細は当サービスセンターホームページで公開しています。

科　　目 執行額 備　考
事業費支出 191,011,035 事業に係る経費、人件費
管理費支出 26,714,926 管理運営費、管理に係る人件費
支出合計 217,725,961
当期収支差額 14,389,651
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Q1.フレンドリーげんきHP閲覧 Q2.希望する最新情報の取得方法 Q3.電子決済の利用状況

Q4.フレンドリーげんきで取り入れて欲しいサービスや商品はありますか。

��1月号お年玉プレゼントアンケート結果報告　ご回答ありがとうございました！

■回答者数：1,352名
■対象者数：フレンドリーげんき会員11,106名（令和2年12月31日時点）

ネットを見る
環境がない 1.1%

見たことがない
　　39.3%

見たことがある
       59.5%

無回答0.1%

クレジットカード

交通系ICカード

QRコード決済

流通系ICカード

利用していない 5.8%

その他電子決済 1.8%

81.9%

70.5%

43.6%

32.2%

　・小田急百貨店
　・松屋

　・髙島屋
　・三越伊勢丹

下記のデパートで優待サービス等が受けられます。
詳しくはフレンドリーげんきのホームページをご覧ください。

フレンドリーげんき 検 索

フレンドリーげんきのホーム
ページは、会報誌では紹介・案
内が出来なかった最新情報や
ニュースを掲載しています。
最新情報やニュースを見たこと
がありますか。（1つだけ）

フレンドリーげんきの最新情報
を確認する場合、どの方法があ
れば便利ですか。（いくつでも）

日頃「電子決済」を利用してい
ますか。利用しているサービス
をお答えください。（いくつでも）

L INE 60.1%

メール 42.8%

Twitter 12.1%

Instagram 9.3%

その他 8.7%

Facebook 8.0%

地元のお店を応援する企画
50代 男性

地元の飲食店の割引券

展覧会チケットの種類を増やして欲しい

そば店割引券を荒川区でも使える
ようにして欲しい

げんチケをまた扱って欲しい

外出が難しいので商品券などを扱って欲しい

電子決済

サンシャイン水族館チケット 

お取り寄せグルメ

プレゼントが当たる企画を
やって欲しい

（回答の一部抜粋）

40代 男性

30代 女性

50代 男性

50代 女性

20代 女性

60代 女性

30代 男性

70代 女性

30代 男性

デパート優待利用のご案内会員証提示優待

御
中
元
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宿泊補助、人間ドック利用補助の請求書等の用紙は荒川区営業所窓口にあります。ホームページからもダウンロード印刷できます。
・トップページ「各区限定サービス」➡「◆荒川区〜」➡（該当する）「申請書」を選択し印刷
詳細は、ホームページまたは荒川区営業所までお問い合わせください。請求にあたっては印鑑が必要です。

補助事業 利用方法 補助内容

宿泊補助1

ライフサポート倶楽部会員専用ホームページ「メンバーズナビ」に
ログインし申し込み､ または予約専用電話で申し込み。
「メンバーズナビ」へ申し込み
① http://www.lifesc.com
②  ライフサポート倶楽部会員番号（会員ID）

0299L343〇〇〇〇〇〇〇〇
（例） 会員番号が「31-05000-001」の場合

会員番号の下8桁を使います。
パスワードの初期設定は会員番号下8桁

③ 画面の各指示に従ってご利用ください。
「予約専用電話」　0120-837-330へ申し込み

（10：00〜18：00、土日祝日は17：00まで）
オペレーターに、ライフサポート倶楽部会員番号、補助を利用

「する」「しない」､する場合は利用泊数を伝えてください｡

1会員、年度内最大3泊まで、
1泊につき2,000円
会員と登録同居家族

・ 1泊2,000円以上（税込）の場合
適用。

・ 同居家族の方の宿泊分も泊数に
換算します。

・ 利用期間は、2021年4月1日〜
2022年3月31日までです。

・補助金相当額が減額されます｡

宿泊補助2

請求にあたっては、会員カード、申請書兼請求書、添付書類、
印鑑が必要です。代理人による窓口受領の場合は事前に委任
状欄に記入押印されたものをお持ちください。
領収書
Ⓐ　請求する会員全員の氏名（フルネーム）
Ⓑ　施設名（ホテル・旅館など）
Ⓒ　宿泊日・宿泊数・宿泊人数
　　例 ） 〇月〇日〜〇日　〇泊×〇名宿泊分として
　　  （1泊1名様の場合は宿泊数・宿泊人数の記載がない領収書で請求できます。）
※領収書の宛名が事業所名（登録事業所名以外は不可）の場合、または会員本人で　　　　　 　  
　ない場合は、領収書と宿泊証明書をご用意ください。
※旅行サイトで予約・ご精算済みの場合は旅行サイトの領収書をご用意ください。
　（ⒶⒷⒸの記載がない場合は宿泊証明書が必要ですのでご注意ください。）
※ポイント・クーポン・ギフト券で全額支払いは対象外です。
例）10,000円の宿泊で5,000円分のポイントを使用し残りを現金または
　  クレジットカードで支払いした場合、5,000円の領収書で請求できます。
※HISバスツアー補助、ライフサポート倶楽部の宿泊補助、スパリゾートハ　　
　ワイアンズホテル宿泊割引（悠健クラブ）との併用はできません。

1会員、年度内最大3泊まで、 
1泊につき2,000円

・ 会員本人のみ補助
　1泊2,000円以上（税込）の
　場合適用

・ 利用期間は、2021年4月1日〜
2022年3月31日までです。

・ 請求期間は宿泊初日から6か
月です。

人間ドック
利用補助

人間ドックを利用した、30歳以上の会員本人に補助します。
医療機関の指定はありません。

請求にあたっては
・ 補助金請求書に記入・押印のうえ、 

医療機関の領収書（写し）を添付し 
ご提出ください。

・ 領収書は「○○ドック」と明記されて 
いること。

【 2021年4月1日（木）から、�
補助対象者及び内容が変更になりました】

1. 会員本人のみの補助となり　
　 ます。
2. 日帰り、1泊2日の区分を
　 廃止します。
※年度内1回の補助です。
※補助額　12,000円（上限）
注1）利用金額が12,000円未満の場合は
その金額。
注2）請求期間は人間ドック受診の日
から6か月です。

各区限定サービス　◦ 荒 川 区 ◦　会員番号31ではじまる会員証の方

区内共通お買い物券について
 2021年4月1日から年2回の期間限定あっせんになりました。3ページでご案内しております。
窓口には在庫はありませんのでご注意ください。
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各区限定サービス　◦ 杉 並 区 ◦　会員番号41ではじまる会員証の方

杉並浴場組合公式ホームページはこちら
　　　http://suginami1010.com

ロビーで、丸山銭湯絵師の巨大富士山を見ながら、湯上が
りクラフトビールが楽しめる銭湯。日曜の湯は天然ラベン
ダーや湯の華など、季節の湯が楽しめます。

新しい有効期限の都内共通入浴券が入荷しました
　
　 5冊　（年度内。旧期限の申込数も合わせて）申込枚数
　2022年6月30日（木）有効期限

10枚綴り��� ��3,800円　一般料金　4,400円　あっせん料金

杉並区の銭湯紹介 : 本天沼「第二宝湯」
♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨ ♨

7月30日（金）　受注後随時発送予定
「道の駅裏磐梯」に直接お申し込みください。

申 込 締 切
申 込 方 法

杉並区交流自治体　福島県北塩原村物産品のあっせん

北塩原村　物産品購入専用FAX申込書　申込先：道の駅裏磐梯　FAX 0241-33-2388

会員氏名

円

円

円

価　　格
（税・送料・代引手数料込）商　　品 金　　額数　　量

送付先ご住所　（　　自宅　　・　　事業所　　）どちらかに○をつけてください。 事業所の場合は事業所名を記入。

会員番号 電話番号（日中連絡の取れる電話番号）
□自　宅
□勤務先
□携　帯

〒　　　　－

4 1

高原野菜つめ合わせ 3,000円
セット

補助金額

合　計

1セットにつき1,000円の補助を2セットまで利用できます

申込日 2021年　　　月　　　日

▲

着時間指定
いずれかに○をつけてください

午前中（12時まで）

14時から16時
16時から18時
18時から20時
19時から21時

指定しない

高原野菜つめ合わせ　3,000円�（税・送料・代引手数料込）

FAX　0241-33-2388
       杉並区会員

代金引換　※支払金額は1セットにつき補助金1,000円（2セットまで）を引いた金額です。 
代金引換のため、送付先は会員本人の自宅または事業所に限らせていただきます。

・お申し込み後のキャンセルはできません。　　・フレンドリーげんきは物産品のご案内のみをいたします。

補助を利用できる方

支 払 方 法

 FAXがない方はフレンドリーげんき杉並区営業所までご連絡ください。

※1セットにつき1,000円を2セットまで補助します
きゅうり・トマト・なすなど旬の採れたて野菜

（収穫状況により変更の場合あり）

イメージ
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トキワ荘マンガミュージアム
特別企画展「トキワ荘と手塚治虫」
ージャングル大帝の頃ー

　特別企画展「トキワ荘と手塚治虫」を8月9日（月・祝）まで開催中！これまで公開されることが
   少なかった「サボテン君」 をはじめ、貴重な作品がご覧いただけます。
　最新情報は公式ホームページをご確認ください。

豊島区

ⓒ 手塚プロダクション

フレンドリーげんきで入館チケットの取り扱いはありません。また入館は事前予約優先制です。
詳しくは豊島区立トキワ荘マンガミュージアムへお問い合わせください。03-6912-7706

「ジャングル大帝」 「リボンの騎士」

8月9日（月・祝）
まで開催中！

　手塚先生の
直筆が見られる！
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トキワ荘通り名物チューダーあめ

チューダーあめ1袋引換券

会員番号

会員氏名 　　　　　　　     様

 

・特別企画展 「トキワ荘と手塚治虫」  入場券半券を必ず
　ご提示ください。半券がない場合は無効です。
・引換場所は豊島区トキワ荘通りお休み処のみとなります。
・本券と現金の引換や転売譲渡はできません。
・コピーおよびホームページから
　プリントした券はご利用できません。
発行：フレンドリーげんき　一財）東京広域勤労者サービスセンター
TEL　03-5961-0520　受付/月〜金 9時〜17時 コピー不可

トキワ荘マンガ
ミュージアム

サービス入館者
有効期間2021年7月3日（土）〜8月9日（月・祝）
会員番号、会員氏名のない場合は無効・使用不可

キリトリ線

チューダーあめ1袋がもらえる！

  見 本

豊島区椎名町にあったトキワ荘は、マンガの巨匠たちが住んでいたアパートです。
1982年に解体されましたが、2020年 7月にかつての姿を再現し、マンガミュージアムとしてオープンしました。
当時の面影を残す街並みを散策するのもおすすめです。

トキワ荘マンガミュージアム

トキワ荘通りオリジナル
土産のロングセラー「チュー
ダーあめ」。 昭和30年代
はじめのトキワ荘でマンガ
家たちのリーダーだった、
テラさんこと寺田ヒロオ
氏が発明し、みんなで飲んだのがショウチューのサイ
ダー割りで「チューダー」というユーモア溢れるお酒で
した。このネーミングをお借りして出来たのが、お子
様も楽しめるサイダー味の  「チューダーあめ」 です。地
域の名産品として「トキワ荘協働プロジェクト協議会」
で企画し、地元の製菓会社が製造しています。
さわやかさと、なつかしさの昭和の味を召し上がれ
・豊島区トキワ荘通りお休み処他4店舗で販売中 （1袋100円税込）

Twitterでは
ミュージアム情報を
お知らせしています!

アクセス
都営大江戸線　落合南長崎駅より徒歩5分
西武池袋線　　東長崎駅より徒歩10分
　　　　　　　椎名町駅より徒歩15分
休 館 日　　　毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
　　　　　　　　 展示替え期間・年末年始

チューダーあめ引換場所
豊島区トキワ荘通りお休み処
TEL03-6674-2518
毎週月曜日定休

（祝日の場合は翌平日休館）

東長崎駅

椎名町駅

西武池袋線

落合南長崎駅
都営大江戸線

交番●

区民ひろば
富士見台

●

豊島南長崎
　郵便局
　　●

南長崎一丁目西落合一丁目 目白通り

山
手
通
り

トキワ荘マンガ
ミュージアム

→
至池袋

西友

ア
イ
テ
ラ
ス
落
合
南
長
崎

椎名町
公園

南長崎
花咲公園

南長崎
スポーツ
公園

南口

南口

A2出口

トキワ荘
マンガステーション

南長崎二丁目
バス停

南長崎三丁目
バス停

南長崎三丁目
　 バス停

トキワ荘通り
　お休み処
※チューダーあめ
　引換場所

トキワ荘
通
り

特別企画展「トキワ荘と手塚治虫」入場券
半券とチューダーあめ1袋引換券を豊島区
トキワ荘通りお休み処にお持ちください。
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▶チケットの取り扱い中止等について
最新情報は
フレンドリーげんき
ホームページに
掲載しています。

社会情勢等によりチケット、補助券の利用対象施設で急きょ休業、有効期限の延長、入場制限、
事前予約制、券の利用中止が決定される場合があります。
ご利用前に、各施設・公演等のホームページをご確認いただくか、フレンドリーげんきへお問
い合わせください。チケットお渡し後に中止等による払い戻しが決定された場合、フレンドリー
げんきから払い戻しをいたします。チケットがない場合には払い戻しができません。

チケット申込・受取方法
お申し込み時には①～⑤の内容が必要です。
下記のいずれかの方法でお申し込みください。（申込方法に指定がある場合もあります。）

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　　⑤日中連絡先・電話番号

申込方法

窓口または送付のどちらかをお選びください。　受取方法

お 願 い

豊島区 本部 北区 営業所 荒川区 営業所申込先

窓 口

電 話 03-5961-0520
 平日 午前9時～午後5時

FAX
右の申込書をお使いください。

メール

H  P

窓 口

・締切後の申し込み、  キャンセル、券種・セット数の変更はできません。
・フレンドリーげんき退会後のチケットのお渡し、発送はできません。
・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。事前にフレンドリーげんきでお買い求めのうえ、ご利
  用ください。 

受渡開始日から2週間以内に会員証をご提示のうえ、申込時の受取希望窓口で
ご購入ください。  （支払い方法 ：現金のみ）

受け取り後、2週間以内に同封の払込用紙で郵便局からお支払いください。
送付ご希望の場合、別途送料（一律84円）と郵便局払込手数料（ATM152円、窓口203円）は
会員様のご負担となります。

受渡開始日以降にご指定の住所（自宅・勤務先）へチケットと郵便局の払込用紙を発送します。

・チケットを数種類お申し込みの場合、在庫のあるチケットから順次発送します。まとめて送付を希望される場合は
申し込み時にお知らせください。ご希望のチケットが全て揃ってから発送します。
　FAX「同送希望」に　 、HPチケット申込みフォーム「備考欄」に「同送希望」と入力、Eメール「同送希望」を明記。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、チケットの受け取り等は可能な限り窓口を避けて、電話、  
FAX、郵送、メールでお願いいたします。

杉並区 営業所

03-5961-0522

info@tokyo-kinrou.jp

03-5390-1242

03-5390-1177

03-3806-7581

03-3806-7588

03-6279-9117

03-6279-9118

確認のため、会員証をご持参ください。
営業時間 ：平日午前9時～午後5時（土日祝日は休業）

上記①～⑤とメールアドレスを入力し送信ください。
携帯電話からのEメールも可。  ファイルの添付はしないよう
お願いします。受付確認メールの送信はありません。

送 付

・チケットは、常時取り扱うチケットのほかに、会報誌の発行ごとに募集期間を設けているチケット（希望者全員・
　抽選・先着順など）がございます。申込締切日、  受渡開始日については募集記事をご覧ください。

https://www.tokyo-kinrou.jp/
チケット申込みフォームから入力し送信してください。

フレンドリーげんき 検 索
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　当選された方に7月28日（水）までにお電話でお知らせいたします。当選通知

P14に記載の申込方法をご覧のうえお申し込みください。
①会員番号・会員氏名　②希望商品名
③日中連絡先電話番号をお伝えください。
・お申し込みは1会員1回、直接窓口に取りに来ていただける方。

申込方法

【豊島区本部】
FAX  03-5961-0522

【北区営業所】
FAX  03-5390-1177

【荒川区営業所】
FAX  03-3806-7588

【杉並区営業所】
FAX  03-6279-9118

〒

杉並区営業所

自宅

荒川区営業所豊島区本部

窓口・送付かどちらかに　 をご記入ください。

北区営業所

勤務先

受取方法

会員番号

日中連絡先 電話番号（自宅・勤務先・携帯電話）

フ リ ガ ナ 様会員氏名－ －

［希望するチケット・商品等］　

商　品　名同送希望 公演日時 種別・席種
（大人・子ども等） 数量 代　　金

・チケット数種類をまとめて送付ご希望の場合、「同送希望」に　 を入れてください。
チケットにより発送日が異なる場合、ご希望のチケットが全て揃ってから発送させていただきます。

・複数人でのまとめ送付をご希望の場合、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。送付先は勤務先に限ります。

窓 口 希望の窓口をお選びください。お受け取りの際に会員証をご提示ください。窓 口

送 付

申込先
チケット申込書 （窓口・FAX用）

送付ご希望の場合は送付先住所を必ずご記入ください

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。［個人情報の取り扱いについて］

プレゼントのお知らせ

・自動開閉折りたたみ傘ダークグリーン（4名）  ・特製エコバッグ（1名）  ・2021年度ファンブック（1名）

ヤクルトスワローズグッズを
抽選で6名様に！

申込締切
7月20日（火）
午後5時までプレゼント

    抽　選
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夏季プール等利用補助券　同封のお知らせ��［1会員6枚（6枚1綴り）］
東京近郊のプール、海の家が割引料金で利用できます。詳しくは同封の券面をご覧ください。
下記施設は割引契約中止により利用できません。下記施設は割引契約中止により利用できません。
国営昭和記念公園レインボープール、神奈川県立辻堂海浜公園ジャンボプール
※その他の施設も予告なく利用できなくなる場合がありますので、ご利用前にフレンドリーげんきホームページで
　ご確認いただくか、各営業所へお問い合わせください。

＊利用期間・休業日等が変更、事前予約が必要な場合があります。必ず施設ホームページ等でご確認ください。
＊事前予約が必要な施設は予約サイトに個人情報等の登録が必要な場合があります。

会
報
誌

7月
号2021

編
集
発
行
　
一
般
財
団
法
人
 東
京
広
域
勤
労
者
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
〒

170-0004 豊
島
区
北
大
塚

1-15 -10 豊
島
区
東
部
区
民
事
務
所

2階

フレンドリーげんきがあっせんするチケット・サービス等
を利用できるのは会員本人と登録同居家族です。
利用日現在会員である方が対象になります。
また、同居のご家族に変更が生じた場合は届出（変更届）が
必要です。
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。

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。

次号予告 9月1日発行予定

お問い合わせ 一般財団法人�東京広域勤労者サービスセンター
豊 島 区 本　部 〒170-0004 豊島区北大塚1-15 -10 豊島区東部区民事務所2階 TEL 03-5961-0520 / FAX 03-5961-0522
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
杉 並 区 営業所 〒167-0043 杉並区上荻1-2-1 Daiwa荻窪タワー2階 TEL 03-6279-9117 / FAX 03-6279-9118
URL https://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

会員本人と登録同居家族

事
業
の
利
用
対
象

個
人
情
報
の
取
扱
い

伝言板

本号に掲載の写真は全てイメージです。また、本号に記載の一般料金は7月1日時点の料金です。

会員証提示割引
期間限定！！

※ 3 歳以下は無料です。 ※満席等により予約ができない場合があります。
※政府・各自治体等の発表に合わせて営業内容が変更になる場合があります。

内 容 一般料金 割引料金

ランチブッフェ 午前11時30分〜午後3時

大　人 3,520円 3,100円
小学生 3,080円 2,800円
幼児

（4歳〜未就学児） 1,980円 1,800円

ディナーブッフェ 午後5時〜午後9時

大　人 5,500円 4,200円
小学生 4,180円 3,500円
幼児

（4歳〜未就学児） 3,080円 2,500円

  90分飲み放題付 8,030円 6,000円
120分飲み放題付 8,800円 6,500円

（税・サービス料込）

　7月3日（土）〜8月31日（火）割 引 期 間

　会員・登録同居家族・同行者（計10名まで）割 引 対 象

　JR新宿駅から徒歩5分、西武新宿駅直結ア ク セ ス

　 03-3205-1124
　（レストラン予約直通受付 全日午前10時〜午後5時）

予　約　先

　 予約の際に  「東京広域勤労者サービスセンターの 　　　　   
会員証提示割引を利用する」  とお伝えください。 　　　　　
来店時には会員証をご提示ください。

利 用 方 法

〇シネマコンプレックス映画鑑賞券　〇区内公衆浴場入浴券　〇そば店割引券　ほか

■7月〜9月の会費は7月26日（月）に指定の口座から引き落としさせていただきます。

使用上の注意

個々盛に盛り付けされた料理を安
心してお好きなだけお召し上がり
いただけます。

ハワイアンフェア
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新宿プリンスホテル�B2F
ブッフェダイニング「プリンスマルシェ」
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