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発行・公益財団法人  足立区勤労福祉サービスセンター   《ホームページ》http://www.yuu.or.jp/

申込方法は各種イベントごとに異なりますので、イベントの詳細をご確認ください。
【窓口販売】　千代田線「綾瀬駅」西口下車　徒歩約３分（１４０ｍ）　「綾瀬プルミエ」１Ｆ
【ハガキ申込】　専用ハガキは利用補助券セットに同封。普通のハガキでも記入漏れがなければＯＫ！
	 「〒１２０－８５７５　足立区綾瀬一丁目３４番７号　足立区勤労福祉サービスセンター 宛」
【ＦＡＸ申込】　０３－３８３８－３５５６「利用ガイド２０１７」Ｐ．９３の専用ＦＡＸ申込用紙をお使いください。
【電話申込】　０３－３８３８－３５８６【営業時間】		平日：午前９時～午後５時　第四土曜日：午前９時～午後４時
【ホームページ申込】　http://www.yuu.or.jp ※７月の土曜営業は、２２日（９：００～１６：００）です。

◇旅行企画・実施　㈱ノースフィールド　神奈川県知事登録旅行業　２－９８５号　総合旅行業務取扱管理者　水元隆介

◇利用バス会社　　　　青垣観光バス（株）（他同等クラス）

日　 程 　平成２９年９月３０日（土）　募集８０名程度　＊雨天決行（最少催行　３５名）

時 間 出発：足立区役所 午前７時３０分　　帰着：足立区役所　午後６時頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（交通事情により到着時間が変わります。）　　

行 程
足立区役所→首都高速道→中央道（途中 PA 休憩）大月ＩＣ→山梨リニア見学センター→中央道→一宮御坂→
御坂農園（昼食・ぶどう狩り）→笛吹川フルーツパーク（買い物）→勝沼 CI →中央道→首都高→足立区役所

旅行代金
●４歳未満のお子様は無料となります。
  バス席のご希望がある場合は、別途料金になります。旅行会社へお問合せ下さい。
●家族対象は、会員の配偶者・子・実父母です。（家族登録のある方）
●キャンセル料は、基本料金８, ８５０円をもとに旅行会社の基準で算定されます。

申 込 先
申込方法

●（株）ノースフィールド「 」係　　
●ハガキ送付先　〒２４３- ００１１　神奈川県厚木市厚木町１－１７－３０５　
●ＦＡＸ送付先　　０４６ー２２２ー２０２６
●ＦＡＸ・ハガキに下記①～⑤を全て明記してください。
　①旅行名「ゆう９月のバスツアー」②会員番号・氏名・年齢　③住所　④日中連絡のつく電話番号
　⑤参加者全員の氏名・年齢・続柄（会員・家族・関係者）

締 切 ７月３１日（月）必着　※申込み多数の場合は抽選となります。結果及び詳しい旅行条件の通知発送９月５日予定

問 合 せ ☎０４６ー２２２ー２０２５　平日 午前９時～午後６時　担当　神保　和寛（電話での申込はできません）

そ の 他

● この旅行は、㈱ノースフィールドと参加者個人との契約でおこなわれます。参加者個人の責任でご参加ください。
●この旅行の旅行条件の基準日は、６月１０日現在のものになります。お申込み後、後日改めて旅行会社より旅行
　条件書を送付いたしますのでご一読をお願い申し上げます。
●添乗員は旅行会社の社員が同行し、ゆうの職員は同行しません。
●最少催行人員（３５人）に満たない場合は、中止となり、実施の１０日前までに旅行会社から連絡があります

会　員 家　族 関 係 者

大人（中学生以上） ６，８５０円 ７，８５０円 ８，８５０円

小人（４歳～小学生） ７，１５０円 ８，１５０円
※旅行代金は、会員２, ０００円・家族１, ０００円の
　補助金が差引かれています。

毎回多くの
お申し込みを頂いて
おりますリニア見学センターと
巨峰もしくは甲斐路食べ放題！
当日お楽しみのお土産付き！
富士山展望スポット笛吹川フルーツパークでは
買い物と足湯（別途１００円）にも浸かれます。
どうぞ充実した秋の一日をお過ごしください。
※リニアの走行試験は行なわれない日もあります。

リニア見学センター＆秋の味覚サンマ食べ放題とぶどう狩り

写真はイメージです

お申込みはハガキ／ FAXで「㈱ノースフィールド」へ９月あっせんバスツアー
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平成２８年度　事業報告 ･ 決算
　５月２２日理事会、６月６日評議員会で、平成２８年度の事業
報告・決算が承認されました。そのあらましをお知らせします｡

事　業　報　告
　生活や暮らしのための事業、趣味や教養の事業、健康・スポーツ、余暇・レジャーなどのさまざま
な事業を実施し、下記のとおり多くのみなさんにご利用いただきました。

１　生活安定事業
　（１）給付金…給付件数　１，７２７件
　（２）生活資金融資あっせん…融資実行　３件 
　（３）クオカード、区内共通商品券など…５, ９９４枚、産地直送品９品目　１，２５８件

２　健康維持増進事業
　（１）健康管理…人間ドック利用、健康診断利用補助　１，７４０人、集団健康診断　３５０人
　（２）健康増進…健康ランド利用補助、区内公衆浴場回数券、スポーツクラブなど　１５，２６４件

３　老後生活安定事業
　（１）生活設計支援事業…ライフプランセミナー　３２人参加

４　自己啓発事業
　（１）講座・教室補助…文化教養講座受講補助、資格取得受験補助　１３６件
　（２）生涯学習援助…ＮＨＫ学園、放送大学　３件
　（３） 自己啓発関連… 美術展・展覧会チケット販売　３, ５９７枚、図書カードの販売　２，９８３枚

歌舞伎鑑賞教室・能楽鑑賞教室のチケット販売　７２枚

５　余暇活動事業
　（１）レクリエーション…東京ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティ－　１,６７７人参加
　（２）あっせん日帰りバスツアー利用補助…１，００１人参加
　（３）宿泊施設…宿泊施設利用補助　３，４２４件、会員制リゾート施設利用　１３２人
　（４）遊園施設…としまえん、東京ドームシティなど  ２５, ３１２件
　（５）各種チケット販売…プロ野球、ジェフグルメカード、映画鑑賞パスポート券など　２０,６１０枚

６　財産形成事業
　（１）加入状況…１６事業所  ７４人

７　生活産業広報紙発行事業
　（１）公社ニュース「ときめき」企画編集発行…月１回　区内各戸配布

８　加入促進事業
　（１）会員加入促進…会員の加入促進事業など

決　　　　　算 　平成２８年度の決算は次のとおりです。

お知らせ
します。

会員からの収入（A）とその他の収入（B）は、会員のための事業の経費（D）に使用しました。

収益 300,091,927 円 費用 302,307,031 円
（A）会員からの会費収入､事業参加収入、
　　 チケット売り上げなど

258,831,536 円
（B）その他（受取利息､手数料収入など）

3,262,620 円

（C）足立区からの補助金収入
37,997,771 円

（D）事業の経費（給付金、利用補助金､
　　 チケットの仕入れなど）

264,235,356 円

（E）人件費、管理運営費
38,071,675 円
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※過去３年以内に“ ”に加入したことのある方はキャンペーン対象となりません。

※記念品は足立区内共通商品券又はクオカードから選択
会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で
９月３０日までに

追加入会していただくと
入会金無料＆記念品を進呈！

会費は月額５００円です。７月加入の場合は１，５００円、８月加入の場合は１，０００円、９月加入の場合は５００円を
郵便局よりお振込みいただきます。（１０月以降は半期ごとに、指定の口座から引き落とさせていただきます。）
会費を納入いただいた月からの入会となりますのでご注意ください。
入金の確認に３営業日ほどかかる場合がありますのでご了承ください。

まだ“ ”に加入していない事業所で新たに加入したい方には「新規入会キャンペーン」を展開中！
足立区内全戸配布の「公社ニュースときめき」７月号をご覧になるか、“ ”へお問い合わせください。

お電話をいただければ、手続き書類をお送りします。
問合せ先　TEL 03-3838-3586　FAX 03-3838-3556
　　　　　　　　　　　　　 “ ”窓口でもお手続きできます！

７月中に入会の場合は、入会者一人につき	 １，５００円	 相当の記念品
８月中に入会の場合は、入会者一人につき	 １，０００円	 相当の記念品
９月中に入会の場合は、入会者一人につき	 ５００円	 相当の記念品

掲載までの流れ
❶ へ掲載希望の申込み
  ➡
❷ 掲載する事業所が決定
  ➡

❸ ときめき編集担当が取材する。
  ➡
❹ 事業所紹介記事の作成・校正
  ➡
❺ 毎月１日発行

ゆう会員事業所を「公社ニュースときめき」（毎月１日号）でご紹介します。

掲載希望事業所を募集中!!
●掲載対象事業所 概ね従業員の半数以上の方に入会いただいている事業所
●申込方法 へ電話又はＦＡＸにてお申込みください。
●掲載料 無　料　
●掲載紙面の大きさ おおよそ　横２４ｃｍ×縦１０ｃｍ
●掲載内容 写真・事業所の紹介・ の利用状況など。

足立区全戸配布
発行部数　３２０, ０００

　●  アンケート調査へのご協力ありがとうございました。
　　 いただきましたご意見等は今後の事業運営の参考とさせていただきます。

　●  としまえん「のりもの１日券」では、プールへの入場はできません。
　　 「のりもの１日券」をお持ちの方で、プール入場を希望される方は
　　 としまえんへ直接お問い合わせください。

　●  「ゴールドジム北千住東京」の利用券は完売しました。

Information

　●  「朝日スポーツクラブ　BIG-S 竹の塚」の利用券は完売しました。
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《広告》はせがわ

開催日時
〈第１部〉７月２１日（金）から８月７日（月）まで
［休業日］８月８日（火）※会場メンテナンスのため終日休業となります。
〈第２部〉８月９日（水）から８月２８日（月）まで

会　　 場 池袋・サンシャインシティ文化会館４Ｆ 展示ホールＢ
（東京メトロ有楽町線　東池袋駅徒歩３分）

開催時間 午前１０時～午後５時３０分（最終入場午後５時まで）

料 金 大　人（中学生以上）　１, ４００円（当日券  ２, １００円）　 
こども（３歳～小学生）　   ７００円（当日券  １, ４００円） ※２歳以下は無料

申込方法

● 一会員５枚まで
● 窓口販売 ８月２６日（土）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月１８日（金）午後５時必着
※ハガキ／ＦＡＸ／ホームページでの申込みは、会員番号、会員氏名、イベント名、枚数（大人・子供別）、送付先
　（自宅 or 勤務先）　を明記してください。　※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

そ の 他
●ライブステージは全席指定です。会場入場前に指定席券をお受取りください。ライブステージの観覧はお一人様１回限り、
　各回定員になり次第、締め切りとなります。※入場券１枚につきライブステージの座席１席と引換え可能。
●ライブステージでのフラッシュ撮影および動画撮影はお断りします。　●ベビーカーでの入場はご遠慮ください。

ホームページ

今年のテーマは「親子の絆」。ウルフェス史上初となる全高３．６m の巨大ウルトラセブン×ウル
トラマンゼロの親子ポージング立像が登場！このほか、ウルトラライブステージは無線制御ライ
ト「ウルトラフラッシュ」を全座席に導入！客席全体でヒーローと一体になって盛り上がろう！

チケット販売中！

© 円谷プロ

ゆう
窓口

開 催 日 ８月９日（水）から８月１８日（金）まで
会　　 場 東京ドームホテル地下１階 特設会場
開催時間 午前１０時～午後５時（最終入場午後４時３０分まで）

料 金 大人（中学生以上） １, ４００円 （一般自由席券付前売券　１，９００円）
子供（３歳～小学生） １, １００円 （一般自由席券付前売券　１，６００円）※２歳以下無料

申込方法

● 一会員５枚まで
● 窓口販売 ７月２８日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ７月２４日（月）午後５時必着
● 会員番号、会員氏名、イベント名、枚数（大人・子供）、送付先（自宅 or 勤務先）
● 申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

そ の 他 ● スーパーステージは１日４公演ですが、座席に限りがありますので、混雑時は立ち見もしくはご希望の日時に
観覧できない場合があります。また、３歳未満の方でも座席の必要な方はチケットをご購入下さい。

Ｗヒーロー夏祭り２０１７仮面ライダー × スーパー戦隊
「仮面ライダースーパーステージ」自由席券付前売券

ホームページ

現在放送中の「仮面ライダーエグゼイド」、「宇宙戦隊キュウレンジャー」のほか、大人気のヒーローたちが会場に登場！
今年の夏も、W ヒーロー夏祭りで最高の思い出を作ろう！

© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・東映

ゆう
窓口
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スパリゾートハワイアンズ入場券（前期分）の販売です。夏こそ！スパリゾートハワイアンズ！

申込方法 ゆう窓口、電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから、会員番号、会員氏名、チケット名、
枚数、送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込みください。

有効期限 平成２９年９月３０日（土）まで

販売枚数 一会員　前期分　８枚まで（無くなり次第終了）

料　　 金 １枚７００円（大人通常料金　３，２４０円）　※３歳以上から有料

そ の 他

●チケットは、随時発送いたします。
●申込後のキャンセル・変更はできません。
●ホテル宿泊をする方は、直接予約センターへお申込みください。
　（利用ガイド２０１７　P ２０参照）

スパリゾートハワイアンズ入場券　販売中！ ホームページ☎

ジェフグルメカードの通年販売
３５，０００店の加盟店で食事代をお支払いするときに利用できる代金先払いの食事券です。

申込枚数
販売価格

１セット　２，７００円　（５００円券×６枚）
会員　１０セットまで（年間）　
取扱い加盟店で使用できます。使用期限はありません。
今年度販売予定の５，５００セットに達した段階で販売終了となります。

販売方法

● 直接ゆう窓口でご購入いただくか、電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号、
　会員氏名、申込セット数、送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込みください。
●送付方法は代金引換郵便のみとなります。

　※ 代金引換郵便手数料は、１０セットまで３９０円です。

そ の 他
●申し込み後のキャンセル、枚数変更はできません。
●ジェフグルメカードは、現金とのお引換はできません。 

加盟店
「主な店」

ファミリーレストラン（洋食・和食・中華）
　　　：デニーズ、ガスト、ロイヤルホスト、藍屋、華屋与兵衛、和食さと、和ぐるめ、バーミヤン  ほか
ファストフード（軽食・カフェ等）
　　　：モスバーガー、吉野家、ケンタッキーフライドチキン　ほか
居酒屋：江戸一、和民、魚民、鮒忠、はなの舞、銀座ライオン　ほか
その他： かに道楽、リンガーハット、てんや、家族亭、あさくま、安楽亭、木曽路、肉の万世　など

ホームページ☎ ゆう
窓口

ゆう
窓口
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有効期間 １０月９日（月・祝）まで

時 間 午後７時１５分 竹芝客船ターミナル出航  ～ 東京湾周遊 ～ 午後９時 竹芝客船ターミナル着

料 金
●大人 ２，０００円 （一般料金 ２，６００円）
●中・高校生 ８００円 （一般料金 １，０５０円）
●小学生 ４００円 （一般料金 　　　　 ５５０円）　※一会員６枚まで

販売期間
●窓口 １０月５日（木）まで
●ハガキ／ FAX ／ホームページ ９月２９日（金）午後５時必着
　※ 申込・購入後のキャンセル・払戻はできませんので、必ず東海汽船に予約してからお申込みください。
　※ 申込時に予約日、予約番号（パーティープランを除く）をお知らせください。

毎年大好評!! 東京湾納涼船チケット販売中です！
5,000t クラスの大型客船で東京湾をクルージングしながら、美しい夜景とお食事、そして音楽やダンスなどで、
楽しい夏のひとときを過ごしていただける「東京湾納涼船」をご家族、グループで楽しんでみませんか？
生ビール・ワイン・サワー・ソフトドリンク等飲み放題（フード類は別途料金）です。
ゆかた着用割引等、他の割引サービスとの併用はできません。

「足立区勤労福祉サービスセンター」の会員であることを告げ、東海汽船 03（3437）6119
（受付時間 9：30 ～ 20：00）に予約後（乗船日の１か月前から可）、 に申し込んでください。

ホームページ

開催期間 ７月１５日（土）から９月３日（日）まで（休館日なし）
午前９時３０分から午後５時まで（入場は閉場の３０分前まで）

会　　場 幕張メッセ国際展示場１１ホール（千葉市）

申込方法 直接ゆう窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号、会員氏名、
チケット名、料金区分、枚数、送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込みください。

販売価格
大　人（高校生以上）　１，３００円 当日価格：２，２００円
子ども（４歳～中学生）　  ４００円 当日価格：１，０００円
●３歳以下の方及び障害者手帳をお持ちの方とその介護者１名は無料です。

申込期限
ゆう窓口　　　　　　　　　　８月２６日（土）まで
ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　８月２５日（金）午後５時必着
㊟ 完売をもって販売終了

その他
●一会員５枚まで購入できます。
●申込後のキャンセル・枚数変更及び紛失・汚損等による再発行はできません。
●代金はチケット同封の払込取扱票で到着後１週間以内にご入金ください。

ギガ恐竜展２０１７日本恐竜展史上最大の巨大恐竜　日本初公開！
- 地球の絶対王者のなぞ -

© ルヤンゴサウルス 環境復元画

ホームページ

中国で発見された全長３８ｍを超える巨大竜脚類「ルヤンゴサウルス」の全身骨格も日本初公開です。

ゆう
窓口

ゆう
窓口

今月号に『夏季プール利用補助券』が同封されています。
以下の施設でご利用ください！

ゆうえんち夏の利用補助案内

※利用補助券は、一会員６枚つづりで、会員と家族が利用できます。
　ご利用の際は、利用補助券の裏側の利用上の注意をよくお読みください。
　なお、利用補助券の追加発行および再発行はできません。
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「梨」

商 品 「梨」　幸水　　規格・特秀贈答用　５㎏箱詰め

料 金

（Ａ）３Ｌ（５Ｋｇ）・1 ３～１５個入　　 ２，８００円（一般料金　３，８８０円）
（Ｂ）４Ｌ以上（５Ｋｇ）・８～ 1 ２個入　３，０００円（一般料金　４，２００円）
※（Ａ）・（Ｂ）とも送料・税込
※品質管理のため沖縄、離島への発送はできません。

申込口数 （Ａ）・（Ｂ）あわせて一会員２口まで

商品発送 ８月下旬から９月上旬（予定）天候等により多少前後します。

締 切 ７月２８日（金）午後５時必着

支 払 ８月１日（火）頃に送付する振込用紙にて、到着後１週間以内にお支払いください。

味の宅配便
「福島の梨をお届けします」

みずみずしい果肉、上品な甘さ、程よい酸味の梨です。

《お届先》ハガキ／ FAX ／ホームページの通信欄にはっきりとお書きください。
口　　　数…送り先ごとに口数と（Ａ）・（Ｂ）をそれぞれお書きください。
ご 本 人 用…「自宅」か「勤務先」をお書きください。
ご本人以外…「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください。

「MOVIX 亀有（アリオ亀有アリオモール３Ｆ）」をはじめ、MOVIX 各館で
ご利用できる大変便利な映画鑑賞用の「MOVIX 特別団体鑑賞券」を発売いたします。
会員・ご家族様で利用できる格安チケットです。どうぞご利用ください。

申込方法

●一会員５枚まで

●申込期限　平成２９年７月２４日（月）午後５時必着
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号、会員氏名、チケット名、枚数、送付
　（自宅 or 勤務先）を明記のうえお申込みください。

●募集枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知はいたしません。
　 ※当選された方には、チケット・振込用紙を郵送いたします。

●申込期限後のキャンセル・枚数変更はできません。

募集枚数 ８００枚（申込み多数の場合は抽選となります。）

販売価格 １ 枚　１, １００円（会員特別価格）

有効期間 平成２９年８月１日（火）から平成３０年１月３１日（水）まで

発　　 送
当選された方は、７月２８日（金）頃にチケットと一緒に送付する振込用紙にて、
到着後 1 週間以内にお支払いください。

そ の 他

●チケット１枚につき、一人一作品の鑑賞ができます。
●各種割引と併用はできません。
●試写会や貸切り上映などの特別興行にはご利用できません。
●大人、小人共通利用です。
●施設によって休業日が違いますので、ご確認のうえご利用ください。
●現金との交換、返金および再発行はできません。

＜利用可能劇場＞
　全国の MOVIX 劇場、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、神戸国際松竹、東劇、全国のイオンシネマ

映画鑑賞券「MOVIX 特別団体鑑賞券」を抽選発売！ ホームページ

ホームページ
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食事チケットの申し込み方法（予約制） （一会員各施設６枚まで）

① レストランへ予約
▼

② 予約後 へ申し込み
▼

③ から食事チケットを送付
▼

④ 当日チケットを提出し食事を楽しむ

「足立区勤労福祉サービスセンター 」の会員と告げて、日程やコースを予約してください。

食事チケットを郵送します。お申し込みから１週間ほどかかります。日程にゆとりのない方は、
窓口受取をお願いします。

レストランで、予約名を告げ食事チケットを提出のうえ、食事をお楽しみください。
※食事チケットの提出がない場合は、通常料金になりますのでご注意ください。

専用ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから、必要事項を記入し へ申し込んでください。
◆ 必要事項　会員番号、氏名、レストラン名、利用日、コース名、ランチかディナー、
　利用枚数、区分（大人・小人等）、送付先（自宅か事業所）、日中連絡のつく電話番号

ホームページ
ゆう
窓口
受取

利用期間：平成２９年７月１０日（月）～ ９月３０日（土）
レストラン名 　１階　　　　　　　　　《ガーデンダイニング》　

予約先　０３−５５００−６６００
券　種 区分 料　金

ランチブッフェ
（午前１１時３０分～午後３時）

（最終入店　午後２時３０分）

平日

●大　人（中学生以上）　　２, ４００円（通常３，１７３円）
●シニア（６５歳以上）　　２，０００円（通常２，８０６円）
●７～１２歳　　　　　　  １，１００円（通常１，７０８円）
●４～６歳　　　　　　　　　６００円（通常１，１５８円）

土日
祝日

●大　人（中学生以上）　　３, １００円（通常４，０２７円）
●シニア（６５歳以上）　　２，８００円（通常３，６６１円）

○７～１２歳及び４～６歳の土日祝日料金は平日に同じ

ディナーブッフェ
（午後５時３０分～午後９時３０分）
（土日祝 午後５時～午後９時３０分）

（最終入店　午後９時）

平日

●大　人（中学生以上）　　４, １００円（通常５，１２６円）
●シニア（６５歳以上）　　３，８００円（通常４，７５９円）
●７～１２歳　　　　　　  ２，１００円（通常２，８０６円）
●４～６歳　　　　　　　  １，１００円（通常１，７０８円）

土日
祝日

●大　人（中学生以上）　　４, ７００円（通常５，７３５円）
●シニア（６５歳以上）　　４，３００円（通常５，３６９円）

○７～１２歳及び４～６歳の土日祝日料金は平日に同じ

レストラン名 　２階　　　　　　　　　広東料理《台場楼蘭》　
予約先　０３−５５００−６６０８

券　種 内容 区分 料　金

ランチコース 雅 全日 ●３, ５００円（通常５，０００円）

月～金
午前１１時３０分～午後２時３０分

土・日・祝
午前１１時３０分～午後３時３０分

ディナーコース 彩虹 全日 ●８, ０００円（通常１０，０００円） 午後５時３０分～午後９時

レストラン名 　３階　　　　　　　　　日本料理《大志満》　
予約先　０３−５５６４−８０８０

券　種 内容 区分 料　金

昼　食 犀川御膳 全日 ●２, ７００円（通常４，１５０円） 午前１１時３０分～午後２時３０分

夕　食 相生 全日 ●８, ０００円（通常９，９００円） 午後５時３０分～午後９時

レストラン名 広東料理《銀座楼蘭》　銀座コア１０階
予約先　０３−３５７５−０７８７

券　種 内容 区分 料　金
ランチコース

（午前１１時～午後４時３０分）（LO） 宋梅 全日 ●３, ５００円（通常５，３００円）

ディナーコース
（午後５時～午後９時）（LO） 彩虹 全日 ●８, ０００円（通常１０，０００円）

○料金は、税・サービス料を含みます。 ○追加オーダーのお料理やお飲物については 10％引きとさせていただきます。

グランドニッコー東京台場
港区台場２－６－１・ゆりかもめ「台場」駅直結、・臨海副都心線「東京テレポート」駅より徒歩１５分

（※銀座桜蘭：中央区銀座５－８－２０　銀座コア１０階）　 ※写真はすべてイメージです
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期　　 間 平成２９年８月１０日（木）　～　８月１５日（火） 会　　 場 ホテル４階　大宴会場「飛翔の間」

時　　 間 昼の部 １２：００～１４：００　　 夜の部 ①１７：００～１９：００　②１９：３０～２１：３０

料　　 金
大　　　  人　５，０００円（一般料金　５，９００円）
小 　学　 生　２，３００円（一般料金　２，６００円）
幼児（４～６歳）　　 ７００円（一般料金　　  ７００円）

内　　 容
●料理は、和洋中　ミックスバイキング
●ソフトドリンクフリーです。（アルコールは別料金）
●料金は、税金・サービス料を含みます。

会 員 証 当日は、会員証提示が必要です。

申 込 方 法
● 予約先　０３－３８４２－２１２７（宴会予約課 受付時間：１０：００～１８：００）へ
　「足立区勤労福祉サービスセンター」の会員と告げて、予約してください。

支 払 方 法
当日、会員証を提示し料金をお支払いください。
※「 」から食事チケットの送付はありません。

交 通
●つくばエクスプレス「浅草駅」A ２番出口　徒歩１分
●東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩１０分

そ の 他 ●駐車場は入庫から３時間まで無料となります。

ハワイアンミュージックとフラダンスをご覧いただきながら、「サン！サン！バイキング」をお楽しみください。

《ヴェルデュール》では、和・洋・中・デザート６０種類以上のお料理をビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。また、
２４階のスカイツリービューレストラン《簾》は、日本の粋と雅を感じさせる会席料理とフランス料理をご堪能いただけます。

浅草ビューホテル　サン・サン・バイキング「ハワイアンフェア」ゆう会員証提示

食事チケット　ご案内中です
● ホテルオークラ東京ベイ　　平成２９年９月３０日まで　詳しくは「From 」６月号をご覧ください。

利用期間：平成２９年７月１０日（月）～ ９月３０日（土）

レストラン名 スーパーダイニング《ヴェルデュール》　２階 【除外日：７月２９日】

予約先　０３−５６１１−５６７０
券　種 区分 料　金

ランチビュッフェ
（午前１１時３０分～午後２時３０分）

（９０分制）
平日

●大人　　１, ９３０円（通常２，７００円）
●シニア　１，６６０円（通常２，４００円）
●子　供　　  ７１５円（通常１，３５０円）

ランチビュッフェ
（午前１１時３０分～午後３時）

（９０分制）

土日
祝日

●大人　　２, ２８０円（通常３，２００円）
●シニア　２，０１０円（通常２，９００円）
●子　供　　  ９４０円（通常１，６００円）

ディナービュッフェ
（午後５時３０分～午後９時）

（９０分制）

平日
●大人　　２, ２８０円（通常３，２００円）
●シニア　２，０１０円（通常２，９００円）
●子　供　　  ８４０円（通常１，６００円）

土日
祝日

●大人　　３, ３６０円（通常４，４００円）
●シニア　３，０９０円（通常４，１００円）
●子　供　１, ３８０円（通常２，２００円）

○シニア…６５歳以上、　子供…４歳～１２歳、　３歳以下は無料　※フリードリンクバー付

レストラン名 スカイツリービューレストラン＆バー《簾》（れん）　２４階　

予約先　０３−５６１１−５５９１
券　種 内　容 料　金

※除外日：７月２９日
　　　　　７月３０日

ランチ
スカイツリー
　　ビュー弁当

アニバーサリー ５，２８０円（通常６，５３４円）

むさし ４，２１０円（通常５，３４６円）

すみだ ３，１４０円（通常４，１５８円）

ディナー
日本料理会席

粋（いき） １０，０９０円（通常１１，８８０円）
雅（みやび） ７，９５０円（通常９，５０４円）

フランス料理 コース ７，９５０円（通常９，５０４円）
○料金は、税・サービス料を含みます　○全席禁煙となります。　○食事チケットに含まないお料理やお飲物の追加は、会員証提示により１０％
引きになります。　○食材の都合により予告なくメニューが変わる場合があります。

東武ホテル　レバント東京
墨田区錦糸１－２－２　交通・ＪＲ錦糸町駅北口徒歩３分・東京メトロ半蔵門線錦糸町駅３番出口徒歩３分　　　　　　　　※写真はすべてイメージです
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有効期限 ９月３０日（土）まで

販売枚数
一会員前期・後期合わせて６枚まで

（各期２，５００枚限定。完売をもって販売終了）

申込方法
直接ゆう窓口でご購入いただくか、電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの場合、
会員番号、会員氏名、チケット名、枚数、送付先（自宅 or 勤務先）を明記して
お申し込みください。

利用料金 １枚１，１００円　（会員特別価格）

そ の 他

●チケット 1 枚につき、１作品の鑑賞が出来ます。
●各種割引との併用はできません。
●大人、小人共通利用です。
●特別興行作品など一部ご利用できないものがあります。
●施設によって休業日が違いますので、ご確認のうえご利用ください。
●現金との交換、返金及び再発行はできません。

平成２９年度から通年販売となっています。どうぞご利用ください。
TOHO シネマズ各館で利用できる大変便利な映画鑑賞用「パスポートチケット」です。

映画鑑賞券
「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（前期分）販売中！

ホームページゆう
窓口☎
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カード・商品券・回数券　好評販売中 ホームページ

郵送の場合は、代金引換郵便になります。
詳しくは、「利用ガイド２０１７」６ページをご覧ください。

種　類 一般価格 販売価格 年度内購入制限

足立区内共通商品券 ５，０００円（５００円×１０枚） ４，７００円 １０セット

クオカード ５，０００円 ４，７００円 １０枚

はるかぜ回数券 新日本観光自動車 ３，０００円（２１０円×１７枚） ２，８００円 １０冊

図書カード NEXT ３，０００円 ２，７００円 １０枚

足立区内公衆浴場入浴回数券
（有効期限：平成３０年６月３０日）

５，０６０円（４６０円×１１枚） ４，０００円 ６冊

☎

●図書カードが『図書カードＮＥＸＴ』に変わりました！
　図書カードが従来の図書カードから『図書カードＮＥＸＴ（ネクスト）』の販売に切り替わりま
した。なお、販売価格に変更はありませんが、下表を参照の上、ご注文ください。

従来の図書カード 図書カードＮＥＸＴ

材 質 ＰＥＴ素材 紙（コーティングされています）

有 効 期 限 無期限に有効 約１０年間

読 取 方 式 磁気 QR コード

残 高 情 報 カード自体に磁気で記録 「図書カードＮＥＸＴ」販売元の
システム内で管理

残 高 確 認

方 法

●店頭の読取り機で確認
●カード本体にパンチされる穴の位置で大ま
　かな残額を確認

●店頭の読取り機で確認
●カード裏面に記載の「１６桁のＩＤ番号」と
　「４桁のＰＩＮ番号」の入力でＷＥＢ上での
　確認が可能

右のような幾何学模様の正方形の中に
情報が入っているコードです。
いままでの図書カードとは違い、
カード本体に穴があけられることがなくなります。　　

日  程 ８／４
（金）

８／５
（土）

８／６
（日）

８／８
（火）

８／９
（水）

８／１０
（木）

８／１８
（金）

８／１９
（土）

８／２０
（日）

８／２５
（金）

８／２９
（火）

対  戦 中　日 中　日 中　日 阪　神 阪　神 阪　神 DeNA DeNA DeNA 阪　神 広　島
券
種

ビームシート 完売 1 完売 1 ２ 完売 完売 ２ 完売 完売 ２
スカイ４ 1 1 1 1 １ 1 1 完売 1 1 完売

開始時間 午後６時 午後２時 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後２時 午後２時 午後６時 午後６時

日  程 ８／３０
（水）

９／８
（金）

９／９
（土）

９／１０
（日）

９／１６
（土）

９／１７
（日）

９／２６
（火）

９／２７
（水）

９／３０
（土）

１０／１
（日）

対  戦 広　島 ヤクルトヤクルトヤクルト DeNA DeNA ヤクルト 中　日 阪　神 阪　神
券
種

ビームシート ２ 完売 完売 1 ２ ２ ２ ２ 1 ２
スカイ４ 完売 1 1 1 １ 1 1 1 1 1

開始時間 午後６時 午後６時 午後２時 午後２時 午後６時 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時 午後２時

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（前回募集分）

◉ 料　金　　Ａ：ビームシート １セット（２席） １２，０００円 （１階・１塁側指定席）
　　　　　　 Ｂ：スカイ４ １セット（２席） ６，０００円 （２階・１塁側指定席）
　　　　　　 ※今シーズンは「ビームシート」２セット、「スカイ４」１セットの保有です。
◉ 枚　数　　同日の試合　一会員１セット（２席）とします。　◉ 注　意　　申込み後のキャンセルや変更はできません。

☎
◆７月１８日（火）午前１０時から電話受け付け開始（先着順）します

※�原稿締切の都合で、受付開始日にチケットの無いものもあります。

ゆう
窓口

【ＱＲコード】とは

見本
みほん
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開催日時

７月１１日（火）から１０月１日（日）まで
　午前９時～午後５時　( 金・土曜日は午後８時まで )
　８／１３（日）～２０日（日）は夏休み特別開館延長で午後６時まで
　ただし、８／１８（金）、１９日（土）は午後８時まで
※入館は各閉館時刻の３０分前まで
※諸事情により、上記の開館時間、休館日等を変更する場合がありますので、最新の情報は
　公式サイト（http://shinkai2017.jp/）等でご確認ください。

休館日…７／１８( 火 )、９／４( 月 )、１１( 月 )、１９( 火 )

会 場 国立科学博物館　（東京・上野公園）

料 金

一　般・大学生券　　　１, ０００円 （当日券　１, ６００円）
小・中・高校生券　　　　  ３００円 （当日券　　  ６００円）
※未就学児童は無料。　
※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者 1 名様は無料。
※本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展もご覧いただけます。

申込方法
●ゆう窓口販売 ９月２９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ９月２２日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで ㊟ 完売をもって販売終了

開催日時

９月２４日（日）まで
　午前９時３０分～午後５時３０分
　（金・土曜日は午後８時まで）　
　※入館は閉館の３０分前まで

●休館日…月曜日、７／１８（火）
　（ただし、７／１７（月・祝）、８／１４（月）、９／１８（月・祝）は開館）

会 場 国立西洋美術館　（東京・上野公園）

料 金

一 般　　　１, ０００円（当日券　１，６００円）
※当サービスセンターは、一般のみお取扱いとなります。
※中学生以下無料
※心身の障害のある方とその付添者 1 名は無料
　（障がい者手帳を提示）

申込方法
●ゆう窓口販売 ９月２２日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ９月１５日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで ㊟ 完売をもって販売終了

ホームページ

ホームページ

特別展「深海2017〜最深研究でせまる“生命”と“地球”〜」
深海。そこは宇宙とともに、人類に残された最後のフロンティアだといわれています。本展では、「生物発光」
や「巨大生物」、「超深海」などに焦点をあて、最新映像や実物とともに紹介するほか、最新の研究成果から
わかってきた「深海と巨大災害」、「深海と資源」などを、実物の機材や映像・ＣＧなどを駆使して紹介しま
す。世紀のスクープ映像と言われたあのダイオウイカとの遭遇から４年。より“深く”新たな感動をお届け
します。

アルチンボルド展
ジュゼッペ・アルチンボルド（１５２６ー１５９３）は、１６世紀後半にウィーンとプラハのハプスブルグ
家の宮廷で活躍し、歴史上でもひときわ異彩を放つ、宮廷の演出家でした。果物や野菜、魚や書物といった
モティーフを思いがけないかたちで組み合わせた絵画は、暗号のようにして豊かな絵解きを誘い、２０世紀
のシュルレアリスム以後のアーティストたちにも大きな刺激を与えました。本展は、世界各地の主要美術館
が所蔵する油彩約１０点を中心に、ユーモアある知略の芸術を本格的に紹介します。

ゆう
窓口

ゆう
窓口

デメニギス（CG） 
©NHK/ZDF/ZDFE/CURIOSITYSTREAM LLC
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ベルギー奇想の系譜
ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで

ベルギーやその周辺の地域では、中世末期から発達してきた写実的描写の伝統の上に、幻想的なテーマの絵
画が生み出されていきました。本展では、この地域において幻想的な世界を作り出した一連の流れ、およそ
５００年にわたる「奇想」ともいえる系譜を、１５・１６世紀のフランドル絵画から、１９世紀の象徴派、そ
して現代のコンテンポラリー・アートの作品にいたるまで、国内外の優れたコレクションによって紹介します。

ホームページ

開催日時
７月１５日（土）から９月２４日（日）まで　７／１８（火）、８／２２（火）のみ休館
● 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（入館は午後８時３０分まで）

会 場 Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

料 金
一　般　　　９００円（当日券 １，５００円） 
※障害者手帳のご提示で割引料金あり、
　詳細は窓口でお尋ねください。

申込方法
● ゆう窓口販売 　　　　　　　９月２２日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　９月１５日（金）午後５時必着
● 一会員５枚まで　　　㊟ 完売をもって販売終了

チケット名 開催日程 販売期間 詳細
2017NHK 大河ドラマ
「おんな城主　直虎」 ８／６（日）まで 窓口　～７／２８まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～７／２１ From ６月号

ジャコメッティ展 ９／４（月）まで 窓口　～８／２５まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～８／１８ From ６月号

ボストン美術館の至宝展 １０／９（月・祝）まで 窓口　～９／２９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／２２ From ６月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中　☆☆ ホームページ

ヒエロニムス・ボス工房《トゥヌグダルスの幻視》
1490-1500年頃　油彩、板　
ラサロ・ガルディアーノ財団　
ⓒ Fundación Lázaro-Galdiano

開催日時

●８月１日（火）から８月３１日（木）まで
　●午前１０時 ～ 午後６時（金・土、および８／１０（木）は午後８時まで開館）
　※いずれも入館は閉館の３０分前まで

　●休館日　８／６（日）

会 場 サントリー美術館　（東京ミッドタウン　ガレリア３Ｆ）

料 金
一般券　　　５００円（当日券　１，０００円）
※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

申込方法
●ゆう窓口販売 ８月２５日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月２５日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで ㊟ 完売をもって販売終了

ホームページ おもしろびじゅつワンダーランド2017
美術館では静かに作品を見て、心の中で味わって…そんな鑑賞方法も素敵ですが、この展覧会ではちょっと
違います。みて、きいて、はなして、つくって…からだ全体で楽しむ体験型のしかけを通して、意外な切り
口からサントリー美術館の名品の魅力に迫っていきます。夏休みの一日、お子さんとご一緒に日本美術のワ
ンダーランドに出発してみませんか！

桐鳳凰図屏風　狩野探幽筆
六曲一双のうち右隻　江戸時代　１７世紀　サントリー美術館

ゆう
窓口

ゆう
窓口

六 本 木 開 館
10周年記念展
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観劇・コンサート
◆申込方法 ハガキ／ＦＡＸ／ホームページよりお申込みください（２演目以上の申し込みはハガキ・

ＦＡＸを別に書いてください）。座席につきましては、種別のみで座席位置は決定して
おりません。座席はご希望に添えない場合もあります。

◆注　　意 公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日時（番号）をご記入ください。
◆締　　切 ７月２５日（火）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に８月下旬までにチケットと振込用紙を簡易書留にて（公演日に間に合うよう）送ります。

落選通知はいたしません。（当落のお問い合わせは８／１５以降にお願いします）
◆キャンセル 締切後のキャンセル・変更はできません。また、発送したチケットは再発行できません。
◆託児サービス
　利用補助

で販売した観劇・コンサートを鑑賞するために託児サービスを利用した場合に補助を
します。詳しくは「 利用ガイド２０１７」Ｐ３４をご覧ください。

ホームページ

　芸能生活35周年記念！

いっこく堂  スペシャルライブ

栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミング
バード　ファミリーコンサート

ＷＯＭＥＮ ｏｆ the ＷＯＲＬＤ 
ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ2017

会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚 ( 一会員２枚まで）

作・構成・演出：ジャニー喜多川

出演：Mr.KING　Prince
　　　HiHi Jet　東京 B 少年
　　　Love-tune　Travis Japan

世界各国のフォークソング、アカペラソング、数々のオリジナルソ
ングを演奏し世界の文化・スタイルを取り入れたユニークなコンサー
トをお届けします。
出演：WOMEN of the WORLD

９／２３（土・祝）１１：００

９／１８（月・祝）１４：００ ９／２（土）１５：００

８／２０（日）１４：００

※未就学児は入場不可　

※０歳児から入場可。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。

※定価での販売となります

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」

三井住友 VISA カード シアター
浪漫活劇（アクション・ロマネスク）『AII for One』

〜ダルタニアンと太陽王〜

帝国劇場 2017 年９月公演

 
月組公演

９／９（土）１２：００

❶８／２１（月）１４：３０　❷８／２２（火）１０：００
❸８／２２（火）１２：３０　❹８／２２（火）１４：３０

B 席大人８，０００円
　  （一般料金８，０００円）

全席指定１，８００円　（一般料金２，５００円）

S 席指定　７，０００円
　　 （一般料金８，８００円）

全席指定 大　　人３，８００円
　　　   （一般料金４，８００円）

全席指定 大　　人１，５００円（一般料金２，５００円） 

全席指定 高校生以下１，５００円
　　　   （一般料金２，０００円）

全席指定 中学生以下　　６００円（一般料金１，０００円）

全席指定　３，８００円
　　 （一般料金５，０００円）
会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール（西新井）
枚数：１０枚 ( 一会員２枚まで）

会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール（西新井）
枚数：２０枚 ( 一会員４枚まで）

会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール（西新井）
枚数：２０枚 ( 一会員４枚まで）

会場：東京宝塚劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：４０枚 ( 一会員２枚まで）

カナダ・アメリカなど全世界の子どもたちに大人気！！
子ども向け絵本 No.1「はらぺこあおむし」の大型
人形劇が日本にやってくる！

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

超絶的な技巧とユーモラスな話術で人気を集める腹話術師いっこく堂に
よるスペシャルライブ！

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚 ( 一会員４枚まで）

※お申し込みの際、必ずご希望時間
　を明記してください。

※３歳以上有料。２歳以下は入場不可。

※当選者への発送は８月下旬以降になります。
© 宝塚歌劇団

photo ｂｙ Leslie Kee

夏休みのファミリー向けコンサート。0 歳から入場可能、子どもから大
人まで、みんなで楽しめるコンサートです。

出演：栗コーダーカルテット（栗原正己　川口義之　関島岳郎）
ビューティフルハミングバード（小池光子　タバティ）

※２歳以下の膝上鑑賞は無料。
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　ミュージカル・コメディ

パジャマゲームミッドナイト・イン・バリ
〜史上最悪の結婚前夜〜

ミュージカル「ビリー・エリオット」
〜リトル・ダンサー〜

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団

百鬼オペラ『羅生門』

上妻宏光コンサート 岩崎宏美コンサートツアー
Hello!Hello!

超体感ステージ『キャプテン翼』

ダイワハウス PRESENTS

❶９／１６（土）１６：３０　❷９／２３（土・祝）１６：３０

❶９／２９（金）１８：３０　❷１０／７（土）１７：００

全席指定４，７００円　（一般料金６，０００円）

❶ S 席指定８，５００円
❷ S 席指定９，２００円
　　  （一般料金１１，５００円）

全席指定７，４００円　（一般料金９，２００円）

S 席指定１０，０００円
　   （一般料金１３，５００円）

プレミアム席指定８，６００円
　　　　 （一般料金１０，８００円）

S 席指定４，５００円
　   （一般料金５，８００円）

S 席指定７，５００円
　   （一般料金１０，８００円）

S 席指定６，７００円
　   （一般料金８，５００円）

会場：シアタークリエ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚
　　　　（一会員２枚まで）

会場：赤坂 ACT シアター（赤坂）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：ZEPP ブルーシアター六本木（六本木）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：モーツァルトホール（青砥）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：Bunkamura
　　　  シアターコクーン（渋谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：Bunkamura
　　　  オーチャードホール（渋谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：❶ティアラこうとう大ホール（住吉）
　　　❷久喜総合文化会館大ホール（久喜）
枚数：各回１０枚 ( 一会員２枚まで）

会場：日本青年館ホール（外苑前）
枚数：各回１０枚 ( 一会員２枚まで）

バリでの結婚式を翌日に控える男女 4 人が巻き起こす、丁々発止の
ハイスピード毒舌ラブコメディ！

出演：栗山千明　溝端淳平　浅田美代子　中村雅俊

世界が心を奪われた。奇跡の舞台、次は日本！11 歳の少年が夢に向
かって突き進む姿、家族との軋轢、亡き母親への想い、祖母の温か
い応援。度重なる苦難を乗り越えながら、ビリーの夢は家族全員の夢
となり、やがて街全体の夢となっていく・・・。

出演：益岡 徹　柚希礼音　根岸季衣　中河内雅貴　ほか

キャプテン翼といえばだれもが真似した神業の数々。そんな神業シーンをダンス
やアクロバット、イリュージョン、デジタルと身体能力を掛け合わせ、ダイナミッ
クに舞台上で再現いたします。

出演：元木聖也　中村龍介　松井勇歩　鐘ヶ江恍　ほか

“伝統と革新”新世代三味線の第一人者の上妻宏光が、純邦楽界を牽引する賢者
達を招いた一夜限りのスペシャル公演！“和のエンターテイメント”に新たな息
吹を吹き込む！

出演：上妻宏光（三味線奏者）　林 英哲（太鼓奏者）　元 ちとせ（歌手）　ほか

芥川の脳内を百鬼夜行と巡る、奇想天外ツアー！
出演：柄本 佑　満島ひかり　吉沢 亮

バレエを愛する数人の男性ダンサーが〝誰もが気軽に楽しめるバレエ″をテーマに旗
揚げしたトロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団。男性だけのバレエ団ですが、ユー
モアと気品、パフォーマンスの美しさによって、コメディだけでなく純粋なクラシック・
バレエとしても楽しめます。質の良いバレエだからこそ楽しめる、見惚れる瞬間と、
思わず笑いがこぼれてしまう瞬間が詰まった一流のエンタテインメントをぜひ！

バンドと弦カルテットによるエレガントなステージ。ヒット曲から最新曲ま
で、いつまでも変わらない岩崎宏美の「歌」の魅力をお楽しみください。

予定曲：聖母たちのララバイ　思秋期　ロマンス　絆　ほか

パジャマ工場を舞台に賃上げ闘争と恋模様をコミカルに
描いた世界的ヒット作！元宝塚トップスター北翔海莉や

「真田丸」で脚光を浴びた新納慎也ら人気キャストが集結！
出演：北翔海莉　新納慎也　大塚千弘　上口耕平　広瀬友祐　栗原英雄　ほか

９／１５（金）１９：００

８／２９（火）１７：４５

８／２７（日）１３：００

８／２７（日）１６：３０

９／２２（金）１９：００

９／３０（土）１５：３０

※未就学児は入場不可

★お土産付き

※オリジナル特典（非売品）付き

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

※日程により会場が違いますのでご注意ください。
※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

※日程によって金額が違います

© 奥山由之

2017 年 日本公演サッカー漫画不朽の名作が遂に舞台化！

ー和心伝心ー其ノ参




	2017ゆう7月号02
	2017ゆう7月号02-16.jpg

