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土曜・日曜・祝日・お盆（8/13〜8/15）はお休みです。

センターの状況

加入事業所：363 事業所／加入会員数：1,051人（令和 3 年 6 月 1 日現在）

埼玉西武ライオンズ

LIONS FESTIVALS 2021
特別ユニフォーム付き観戦引換チケット
2年ぶりに開催されることになった「LIONS FESTIVALS 2021」の
記念ユニフォーム付き観戦引換チケットをあっ旋いたします。
開催日程

7/13（火）〜7/14（水） 千葉ロッテマリーンズ戦
※7/13（火）は引換対象外です。

8/13（金）〜8/15（日） 東北楽天ゴールデンイーグルス戦
8/24（火）〜8/26（木） 福岡ソフトバンクホークス戦
8/27（金）〜8/29（日） 北海道日本ハムファイターズ戦
引換対象日

7/14（水）〜10/20（水）

©SEIBU Lions

※期間中のチケットカテゴリーが「スーパープレミアム」の試合など、一部引換対象外の試合がございます。

対象席種

内野指定席 A
※内野指定席Aが満席の場合、内野指定席Bまたは内野指定席Cまたは内野立見となります。完売の場合、ご利用いただけません。

頒布枚数

1会員4枚まで（先着20枚）

会員価格

4,600円

※なくなり次第終了

※記念ユニフォーム付き（選手着用モデルやレプリカモデル
とは仕様が異なります。）
※記念ユニフォームのサイズはLサイズです。

見本

（Sサイズのご用意が若干ございます。）

頒布期間

7月13日（火）から窓口にて先着順

©SEIBU Lions

※予約・引換可能なチケットは一般販売を開始したチケットに限ります。
※新型コロナウィルスに関する状況により、内容が変更または提供中止になる場合がございます。予めご了承ください。
※埼玉西武ライオンズ主催試合は試合観戦契約約款およびNPB感染予防ガイドラインが適用されます。
ご来場前に必ず埼玉西武ライオンズオフィシャルウェブサイトをご確認ください。
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公演チケットのご案内
●お申込み方法（2〜3ページ共通）

チケット

63 円

・記入例にそって、ハガキでお申込みください。

あっせんの
ご案内

抽選

応募多数の場合は、受付締切日（消印有効）以降に抽選を行います。

結果

必ず当選・引換ハガキまたは落選ハガキでお知らせします。

引換

会員証・当選ハガキ・代金をご持参のうえ、窓口へお越しください。
（代金引換郵便もご利用できます。）

※1公演につきハガキ1枚の申込み
※1公演につき同一会員名で複数お申込みをされた場合は無効です。

所沢市中小企業勤労者

氏名

福祉サービスセンター

（2枚以上購入希望の場合は
※各公演1会員につき1区分2枚までご購入いただけます。

チケット

住所

係

電話番号

ご相談ください。席に余裕がございましたら卸値同等額で販売いたします。
）
※複数会員名で隣り合ったお席をご希望の場合はその旨ご記入ください。ご記入がない

（土） 14：00〜
9/18

表

3,200円

裏

所沢市の文化の発祥基地「所沢市民文化センターミューズ」
公演チケットを、割引料金で会員の皆様にご案内しています。

アークホール

曲目：ルビーラ／「禁じられた遊び」〜＜愛のロマンス＞
ピアソラ／ブエノスアイレスの冬
モリコーネ／「ニュー・シネマ・パラダイス」より ほか

■会員価格
S席 3,200円

10 枚

（金） 14：00〜
9/24

面

村治佳織［ギター］ ゲスト:村治奏一［ギター］

曲目：ラフマニノフ／ヴォカリーズ
アーレン／オーバー・ザ・レインボー
サン=サーンス／アヴェ・マリア
ハーライン／星に願いを〜「ピノキオ」より
ほか
出演：山岸茂人［ピアノ］

（通常価格 4,000円）

面

（木・祝）14：00〜
アークホール 9/23

森麻季［ソプラノ］

10 枚

（通常価格 4,000円）

マーキーホール

石丸幹二［歌/語り］×つのだたかし［リュート/ギター］
〜リュートと紡ぐ歌と詩の世界

（日） 14：30〜 所沢航空記念公園 野外ステージ
9/26
※雨天決行、荒天中止

空飛ぶ音楽祭2021

出演：小坂忠、宮本和史+高野寛、BEGIN、Meg & Piano Koji

曲目：イギリス民謡／恋人の黒髪、プーランク／愛の小径
武満徹／翼 ほか

■会員価格
全席自由
高校生以下

■会員価格 10 枚
指定席 4,400円

10 枚

3,300円
1,600円

通常価格 4,000円
高校生以下 2,000円

（通常価格 5,500円）

（金） 13：30〜
10/8

マーキーホール

こまつ座 第139回公演
「雨」
井上ひさし
［作］ 栗山民也
［演出］

出演：山西惇、倉科カナ

会員番号

所沢市役所6階

所沢市民文化センター「ミューズ」公演チケット

S席

申込み公演名・公演日
申込み枚数

所沢市並木1-1-1

場合、離れた席となる可能性がございます。

■会員価格

〒 359-8501

切 手

（土） 14：00〜
10/9

マーキーホール

第108回所沢寄席 米團治・市馬 東西二人会

出演：桂米團治、柳亭市馬、立花家橘之助

ほか

ほか

■会員価格 10 枚
S席 7,800円

■会員価格 10 枚
S席 2,500円

（通常価格 10,000円）

（通常価格 3,000円）

（火） 14：00〜
10/19

マーキーホール

諏訪内晶子［無伴奏ヴァイオリン］
曲目：J.S. バッハ／ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番

（日） 14：00〜
11/21

マーキーホール

社会風刺コント集団

ザ・ニュースペーパー in 所沢
笑えない世情を笑い飛ばす

無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 ほか

痛快無比なステージ !

■会員価格
指定席 3,900円

（通常価格 5,000円）

■会員価格
S席 3,200円

10 枚
©Kiyotaka Saito

（通常価格 4,000円）

締切日7月15日（木）
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10 枚
※未就学児の入場はご遠慮ください。

公演チケット・前売り券のご案内

プラハ・フィルハーモニア管弦楽団
曲目：スメタナ／交響詩「わが祖国」より モルダウ
ドヴォルザーク／チェロ協奏曲
※チェロ：サンティアゴ・カニョン=ヴァレンシア
交響曲第9番「新世界より」
■日

時

■会

場

■会員価格
■ 頒布枚数
■頒布締切

9月20日（月・祝）
14：00開演
東京オペラシティ
コンサートホール

■日

時

9月23日（木・祝）18:00開演

■会

場

ウェスタ川越 大ホール ■ 頒布枚数 S席8席

7,000円
（通常価格 8,900円）

10,500円
（通常価格 13,000円）

■ 受付締切
7月23日（金）
※未就学児入場不可

S席10席
7月23日（金）

※感染予防対策の都合上、
お座席が連番にならない
Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney
可能性がございます。
※ご来場前には公式HPより最新情報のご確認をお願い致します。

ソロデビュー 20周年特別公演
上妻宏光 ―伝統と革新―
演：上妻宏光

ゲスト：由紀さおり、東儀秀樹、押尾コータロー
■日

時

10月24日（日）17:30開演

■会

場

Bunkamura
オーチャードホール

■ 頒布枚数

今年は「Music Forever 〜永遠に続く 愛 」をテーマに、
『リメンバー・ミー』をフィーチャー !

■会員価格

※未就学児入場不可
※出演者・曲目等は変更になる場合がございます。

出

ディズニー・オン・クラシック〜まほうの夜の音楽会 2021
Music Forever 〜永遠に続く“愛”

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」

4年ぶりの新作全体公演 !! どこまでもバカバカしい ! 唯一無二
のWAHAHAワールドをお楽しみください。
出演：柴田理恵、久本雅美、佐藤正宏、梅垣義明 ほか
■日

時

10月28日（木）18:00開演

■会

場

新宿文化センター

■ 頒布枚数

S席10席

大ホール

S 席 6席

■ 会員価格 7,400円
（通常価格 9,800円）

■会員価格 5,700円
（通常価格 7,300円）

■ 受付締切
7月23日（金）

■受付締切
7月23日（金）

※未就学児入場不可
※公演の詳細はWAHAHA本舗ホームページ
の「ステージ情報」をご確認ください。

※未就学児入場不可

前売り券のご案内
サントリー美術館 開館60周年記念展

ざわつく日本美術

■会

期

7月14日（水）〜8月29日（日）

■会

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

■会

■会
場 サントリー美術館
（東京ミッドタウン ガレリア3F）
■ 頒布制限

7月22日（木・祝）〜9月17日（金）

場

東京ミッドタウン・ホール（東京ミッドタウン B1）

1会員2枚まで

■ 会員価格
スーパー早割チケット1,100円
（日時指定券 一般 1,800円）

1会員2枚まで

※スーパー早割チケットとは…… 7月22日（木・祝）〜 8月9日

※中学生以下無料
※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
※会期や時間は変更となる場合があります。
最新情報は美術館ウェブサイトでご確認ください。

8月13日（金）

期

■ 頒布制限

■会員価格 一般1,000円
（通常当日券 1,500円）

■ 頒布締切

生誕260年記念企画 特別展
「北斎づくし」

尾上菊五郎 一枚
サントリー美術館

明治8年（1875）頃

（月・祝）までの期間限定入場券です。
※事前日時予約不要でご利用いただけます。
※8月11日（水）以降は、当日券購入時の100円割引券として
のみ有効です。来場当日、当日券を100円引きの料金で購入
する必要がございます。
※未就学児無料
※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者1名様無料

■ 頒布締切

8月6日（金）
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サーティワン アイスクリームギフト券・割引券のご案内

サーティワン アイスクリームギフト券
一部店舗を除き、サーティワンアイスクリーム全店舗でご利用いただけるギフト券をあっ旋販売いたします。
暑い夏にぴったりのギフト券です。①500円券6枚セット（3,000円分）と②バラエティボックスギフト券の

2種類をご用意いたしました。どちらも有効期限がございません ! この機会に是非ご応募ください。

■ 会員価格

2,700円 （500円券×6枚組）※500円券はおつりが出ます。
1,900円 （レギュラーサイズ6個入り、2,140円相当）

①500円券（3,000円分）
②バラエティボックスギフト券

※バラエティボックスギフト券はお釣が出ません。

■ 申込制限

1会員各2セット（枚）まで

■ 申込方法

官製ハガキに、①会員番号

■ 受付締切
②氏名

③住所

7月23日（金）
④電話番号

⑤申込組数

（例：500円券2セット、バラエティボックスギフト券2枚） を明記のうえ、
〒359-8501 所沢市並木一丁目1-1 所沢市役所6階

所沢市中小企業勤労者福祉サービスセンター

サーティワンギフト券 係 までお送りください。
ギフト券のご用意が整いましたら引換証を郵送いたします。
（引換は8月中旬を予定しております。）

ムーミンバレーパーク特別キャンペーン

埼玉県飯能市にある「ムーミンバレーパーク」は開業2周年を迎え、今年2回目となる日本最大級の約1,200本の傘が広がる
「ムーミン谷とアンブレラ」企画が8月29日（日）まで開催 !
約1,200本のカラフルな傘が彩る回廊は約200mに渡り、圧巻の景色で訪れるゲストを包み込みます。
8月29日（日）までの間、下記クーポンを切り取り、チケットブースにご提出いただくと、入園チケット料金が通常料金から
300円OFFで購入いただけます。クーポンは1枚につき5名様分まで購入いただけます。
「ムーミン谷とアンブレラ」とともに、四季折々の表情を見せるムーミンバレーパークを是非お楽しみください。

※当割引クーポンは「1デーパス」
の割引は適用外となります。

※サービスセンターでは
「1デーパス」のお取り扱いはございません。

ムーミン谷とアンブレラ

開催期間 4 17
（土）
〜8 29
（日）

色とりどりの傘と自然の木々、湖とミストが織りなす不思議な世界。親子で

過ごす涼しくフシギな体験は夏の思い出にピッタリ ! 地面から次々と水が飛び
出す噴水スポットで楽しく涼しく水遊びも。
●通常入園チケット料金：おとな（中学生以上）2,500円 こども
（4歳〜小学生以下）1,500円
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西武園ゆうえんちのご案内

西武園ゆうえんち1日レヂャー切符・プール入場引換券
5月19日（水）にグランドオープンいたしました「西武園ゆう
えんち」の1日レヂャー切符引換券とプール入場引換券を販売
いたします。
今年度、当センターは西武園ゆうえんちに協賛し、わずかで
はございますが、会員の皆様にあっ旋販売を行っております。

5月に先行して 1 日レヂャー切符引換券の抽選を2回行い、
今回は第3 回・第 4回の抽選をいたします。まだ 1 度も当選
されていない方を優先いたします。

会員価格

1日レヂャー切符引換券（おとな） 3,900円（通常料金 4,400円）
1日レヂャー切符引換券（こども） 2,900円（通常料金 3,300円）
※夏季営業中はプール入場も可能です。

プール入場引換券（おとな） 2,500円（通常料金 2,900円）
プール入場引換券（こども） 1,500円（通常料金 1,900円）
※パークへの入場の際は別途追加料金が必要です。
（おとな）…中学生以上

（こども）…3歳〜小学生

頒布制限

1会員につき合わせて5枚まで

有効期限

1日レヂャー切符引換券 10月31日（日）
プール入場引換券
※営業日程についてはwebサイトをご確認ください。

申込締切

第3回

7月14日（水）必着

第4回

7月29日（木）必着

※1会員につきハガキ1枚のお申込みとさせていただきます。

頒布枚数

1日レヂャー切符引換券 （おとな）60枚 （こども）30枚
プール入場引換券

（おとな）70枚 （こども）35枚

※頒布枚数に限りがあるため、希望枚数の引換が出来かねる場合がございます。
※第4回抽選終了後に残券が生じた場合は8月2日（月）より窓口にて先着順で販売いたします。

申込方法

官製ハガキに記入例にそってご記入いた
だき、お申込みください。
締切後に抽選を行い、結果をおハガキに
てお知らせいたします。
※7／15（木）以降に到着したハガキは第4回申し
込み分として受付いたします。
※7／30（金）以降に到着したハガキは無効とさ

（ハガキ記入例）
① 会員番号
② 会員氏名
③ 住所
④ 電話番号
⑤ 希望券種と枚数
例：1日レヂャー切符引換券 おとな 2枚、
プール入場引換券 おとな2枚

〒359-8501
所沢市並木一丁目1-1
所沢市役所 6階
所沢市中小企業勤労者
福祉サービスセンター
西武園ゆうえんちチケット 係

せていただきます。
※電話・FAXでの受付はいたしません。

※1日レヂャー切符引換券（おとな）
・
（こども）
プール入場引換券（おとな）
・
（こども）

4券種合わせて5枚までです。

第3回 7月14日
（水）必着
第4回 7月29日
（木）必着
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夏季プールのご案内

夏季プールのご案内
西武園ゆうえんち

営業日程についてはwebサイトをご確認ください。
※引換券のない方は日付指定チケットが必要になります。
※日付指定なしの引換券は抽選販売となります。詳しくは5ページをご確認ください。

東 武 動 物 公 園

7／4（日）〜9／5（日）※7月および9月は土・日・祝日のみ営業。 8月は毎日営業。
※アトラクションパスではプールのご利用ができません。
※ご利用には日付指定のWEBチケット
（プール入場券）
を購入いただく必要がございます。

東京サマーランド

夏季料金変動制のため、大人なら最大2,200円もお得 !
割引補助券を1会員1年度につき1セット
（6枚）配布中
※補助券記載のQRコードより
「日付指定整理券」の取得が必要となります。

2021年 大磯ロングビーチ1日入場ご優待券のご案内
神奈川県中郡大磯町にある「大磯ロングビーチ」をご優待価格で利用いただける特別割引券を無料配布いたし
ます。料金は現地にてお支払いいただきます。駐車料金、パラソル等の貸具は割引優待対象外です。
特異日をご利用の際は優待券の他に「日付指定整理券」
（利用希望日の10日前の午前9時より大磯ロングビーチ
ホームページ専用サイトより取得）が必要となります。
※日付指定整理券（取得無料）は枚数に限りがございます。上限に達した場合は発行終了となります。

7月16日（金）〜9月12（日）

■ 営業期間

（特異日）9／11・12を除く土・日・祝日および8／10
（水）
〜13
（金）
は入場制限が設けらます。
その他、混雑状況等により、特異日が増える場合がございます。最新情報は大磯ロングビーチHPをご確認ください。

10:00 〜 17:00

■ 営業時間
■料

金

■頒布枚数

1会員 5 枚まで

■頒布締切

9月10日（金）

1日券

おとな

中高生

小学生

シニア

一般料金

4,200円

2,800円

2,200円

2,200円

1,000円

優待料金

2,500円

1,400円

1,000円

1,000円

200円

※シニアは65歳以上。幼児は3才以上の未就学児。

幼

児

※幼児は7月のみ無料です。

共 済 保 険 給 付 金 支 給 状 況
以下のとおり、共済給付金を支給いたしました。（令和3年3月〜令和3年5月受付分）

おめでとうございます
●結婚祝金
1件
●出産祝金
7件
●還暦祝金
10 件
●勤続祝金
12 件
●在会祝金
28 件
●結婚記念祝金
6件
●子の小中学校入学祝金 27 件
祝金合計
91 件
740,000 円

お見舞い申し上げます
●傷病見舞金

3件

130,000 円

お悔み申し上げます
●死亡弔慰金
合

計

11 件

230,000 円

105 件 1,100,000 円

※給付金の請求は、事由の発生から3年間有効です。（入会翌月1日以降の発生事由に限ります。）忘れずにご請求ください。
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