
サービスセンターニュース
８月１０日発行◎

７月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,918
12,479

２０１７年

８月号

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．９１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 ※８月の土曜営業は、２６日（９：００～１６：００）です。

日　 程   平成２９年１０月１日（日）　午前１０時３０分〜正午 募集人数  ４８名

お問合せ 電話０３－３８３８－３５８６　　　※平日 ９：００〜１７：００

場　 所   足立区勤労福祉会館２階　第２洋室（足立区綾瀬１－３４－７）綾瀬駅西口下車　徒歩３分

参 加 費 会員・家族・関係者　お一人５００円（水分補給用ドリンク付）　　※当日会場でお支払い

申 込 先
〒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ゆう宛
FAX ０３－３８３８－３５５６　ホームページは　足立区ゆう　より検索してください。

申 込 方 法

ハガキ／ FAX ／ホームページから下記①〜⑥を全て明記のうえ「申込先」へ送付してください。
①行事名「ライフプランセミナー」　②会員番号　③氏名・年齢　④住所　⑤日中連絡のつく電話番号
⑥参加者全員の氏名・年齢・続柄（会員、家族、関係者）

（お電話での申込みはできません）

締　 切 ９月１日（金）午後５時必着
※申込み多数の場合は抽選となります。　結果のお知らせは９月 1 ０日頃郵送にてご連絡します。

そ の 他 当日は動きやすい服装でご参加ください。

暮らしの中の健康改善
「運動による生活習慣病予防セミナー＆肩こり・腰痛改善セミナー」

　申込みはハガキ／ＦＡＸ／ホームページ

日々の生活に運動を取り入れて健康的なカラダを手に入れよう！

ライフプランセミナー

　生活習慣病のリスク、肩こり・腰痛の要
因などのお話しをしながら、姿勢の確認や
日常生活に取り入れることのできる簡単な
ストレッチ、筋力トレーニングを行います。
イスに座ったままで行いますので、着替え
をする必要もなく、どなたでも気軽に参加
できます。
　講師はセントラルフィットネスクラブ竹
の塚店よりインストラクターを招いて行い
ます。スポーツクラブでの運動指導を実際
に体感してみましょう！
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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

会員様を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。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」８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！

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

事業所紹介やゆうの利
用状況などを取材させ
ていただき、記事掲載
します。

写 真

写 真

○○○○○○○株式会社

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１０. ５ｃｍ

●掲載内容 写真・事業所の紹介・ の利用状況など。

掲載までの流れ
❶ へ掲載申込み
 　➡
❷ 掲載が決定
 　➡
❸ 編集担当が取材
 　➡
❹ 記事の作成・校正
 　➡
❺ 毎月１日発行

足立区全戸配布
発行部数　３２０, ０００
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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。

●東武ホテル　レバント東京
　　　　平成２９年９月３０日まで　詳しくは「From 」７月号をご覧ください。

●グランドニッコー東京台場
　　　　平成２９年９月３０日まで　詳しくは「From 」７月号をご覧ください。

好評販売中！ 「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（前期分）

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（TCチケット）」です。
使い方は簡単！劇場窓口で直接使用するほか、事前にインターネットで座席予約も可。チケットに記載
のIDとパスワードを入力してお使いください。夏休みの映画鑑賞にご利用いかがでしょう！

利用期間 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

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／ホームページで、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。

料 金 １枚１，１００円　大人・小人共通（一般価格１，８００円【大人】）

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。
●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。

ホームページ☎ ゆう
窓口

日  程 ８／８（火） ８／９（水） ８／１９
（土）

８／２５
（金）

８／２９
（火）

８／３０
（水） ９／８（金） ９／９（土）

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

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

開始時間 午後６時 午後６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

日  程 ９／１０
（日）

９／１６
（土）

９／１７
（日）

９／２６
（火）

９／２７
（水）

９／３０
（土）

１０／１
（日）

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

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

開始時間 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・販売中）

◉ 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。

☎
◆随時電話で受付中（先着順）

※�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。

ホームページ
ゆう
窓口
受取
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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
●ゆう窓口 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 午前９時３０分〜
午後８時）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。

開催期間 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　供（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

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

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。

開催期間
〈第１部〉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　● ゆう窓口 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・こども別）、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

ホームページ

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

ゆう
窓口

ゆう
窓口
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パリ♥グラフィック

オットー・ネーベル展

―ロートレックとアートになった版画・ポスター展

シャガール､ ｶﾝﾃﾞｨﾝｽｷｰ、クレーの時代

興福寺中金堂再建記念特別展　

ホームページ

ホームページ

ホームページ

オットー・ネーベルは、スイス、ドイツで活躍した画家で、ワイマールに滞在した際、バウハウスで出会っ
たカンディンスキーやクレーと長きにわたる友情を育みました。
本展では、建築、演劇、音楽、抽象、中東など彼が手がけた主要なテーマに沿って、同時代の画家たちの作
品も併せて紹介することで、ネーベルが様々な画風を実験的に取り入れながら独自の様式を確立していく過
程に迫ります。

世界有数の１９世紀末版画コレクションを誇るファン・ゴッホ美術館と、トゥールーズ＝ロートレックの貴
重なポスター、リトグラフコレクションを所蔵する三菱一号館美術館との共同企画による展覧会です。トゥ
ールーズ＝ロートレックをはじめ、１９世紀末パリのアート界を代表する画家たちによる、選りすぐりの大
変保存状態の良いグラフック作品が一堂に会します。

平安時代末から鎌倉時代初めという激動の時代、仏像制作において比類なき才能を発揮した天才仏師・運慶。
まるで生きているかのような写実性、動きの一瞬をとらえた作風で輝かしい彫刻の時代を牽引しました。本
展は、各地に残る名品が東京に集結した、史上最大の「運慶展」です。

開催日時

●９月２６日（火）から１１月２６日（日）まで
●午前９時３０分〜午後５時　( 入館は閉館の３０分前まで )
　※金曜・土曜および１１／２（木）は午後９時まで

●休館日…月曜日　　※１０月９日（月・祝）は開館

会 場 東京国立博物館　平成館　（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、一般券のみ取扱いとなります。
　中学生以下は無料　
※障がい者とその介護者 1 名は無料
　( 入館の際に障害者手帳などをご提示ください )

申込方法
●ゆう窓口 １１月２２日（水）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １１月１７日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで　　㊟ 前売のみ販売。完売をもって販売終了

（左）国宝 無著菩薩立像［部分］　
　　　運慶作　鎌倉時代・建暦 2 年 (1212) 頃　奈良・興福寺蔵　写真：六田知弘

（右）国宝 八大童子立像のうち制多迦童子［部分］
　　　運慶作　鎌倉時代・建久 8 年 (1197) 頃　和歌山・金剛峯寺蔵　写真：高野山霊宝館

開催日時

１０月７日（土）から１２月１７日（日）まで　
※１０／１７（火）１１／１４（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）

申込方法
●ゆう窓口 １２月１１日（月）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２月　８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

１０月１８日（水）から平成３０年１月８日（月・祝）まで
　午前１０時〜午後６時　※入館は閉館の３０分前まで
　（祝日を除く金曜、１１／８・１２／１３・１／４・１／５は午後８時まで）

●休館日　月曜日（ただし、１／８は開館）

会　　場 三菱一号館美術館　（東京・丸の内／最寄駅：二重橋前）

料　 金 一　般（前売券）　１，２００円　（当日券　１，７００円）
※当サービスセンターは、一般のみの取扱いになります。

申込方法
●ゆう窓口 １０月１３日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １０月１３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

「運 慶」

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

オットー・ネーベル
《明るい黄色の出来事》
1937 年、油彩・キャンヴァス、オットー・ネーベル財団
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

ジャコメッティ展 　９／４( 月 ) まで
ゆう窓口　〜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

ゆう窓口　〜９／２９
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜９／２２ From ６月号

おもしろびじゅつ
ワンダーランド 　８／３１( 木 ) まで

ゆう窓口　〜８／２５まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜８／２５ From ７月号

ベルギー奇想の系譜
　９／２４( 日 ) まで

ゆう窓口　〜９／２２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜９／１５ From ７月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中　☆☆ ホームページ

《広告》はせがわ

ゆう
窓口

Information

　●  「ザ・グランリゾート箱根」はリニューアルのため９／４（月）から１１／３０（木）
まで営業しておりません。１２／１（金）オープン予定です。

　●  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。

　●  給付金の請求を忘れていませんか？
　　 では、会員の皆様に祝金《成人・結婚・出産・入学・還暦》、見舞金《入院・障害・
　　 介護者・住宅災害》、死亡弔慰金《家族・本人》などの給付を行っています。

　●  「セントラルフィットネスクラブ竹の塚」の利用券は残り僅少です。
　　 「朝日スポーツクラブ　BIG-S 竹の塚」「ゴールドジム北千住東京」の利用券は
　　 完売しました。

★チケット完売のお知らせ★
特別展「深海」・「アルチンボルド展」のチケットは好評完売となりました。ありがとうございました。

 ※ ２９年度小中学校入学祝金の請求期限は、９月２９日（金）までとなっております。ご注意下さい。

残数僅少
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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 ８月２５日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に９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９／１５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

　劇団四季ミュージカル

『アンデルセン』川口公演 柳家三三「月例　三三独演2017」

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回１０枚 ( 一会員２枚まで）

１０／１０（火）１８：００

１０／１２（木）１８：３０ １０／１９（木）１９：００

９／２４（日）１０：３０

※未就学児は入場不可

※学生・子ども＝大学・専門学校生以下（当日要学生証）
※公演当日３歳以上有料。３歳未満の着席鑑賞有料。

❶１１／１（水）１９：００　❷１１／４（土）１７：３０
❸１１／１１（土）１２：３０

❶１０／４（水）１９：００　❷１０／５（木）１４：００

Ｓ席指定９，６００円
　 （一般料金１２，０００円）

全席指定４，０００円（一般料金５，５００円）

S 席指定　１１，０００円
　　  （一般料金１３，５００円）

Ｓ席指定 大　　人７，５００円（一般料金８，６４０円）

全席指定 大　　人１，０００円
　　　　　　　　　　　（一般料金１，５００円） 

Ｓ席指定 学生・子ども５，５００円（一般料金６，４８０円）

全席指定 中学生以下　　６００円
　　　　　　　　　　　（一般料金　 ８００円）

全席指定　２，８００円
　　 （一般料金３，４００円）

会場：イイノホール
　　　（霞ケ関・虎ノ門）
枚数：６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：川口総合文化センター・リリア
　　　メインホール（川口）
枚数：１０枚 ( 一会員４枚まで）

会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚 ( 一会員２枚まで）

直木賞＆本屋大賞受賞作家、恩田陸の
原作を舞台化。
キャラメルボックスが贈る不思議な
ファンタジー。

原　作：恩田 陸『大きな引き出し』
　　　　（集英社『光の帝国』所収）
脚本・演出：成井 豊＋真柴 あずき
出　演：関根翔太　森めぐみ　ほか

『アンデルセン』は、彼が「物語の王様」になるまでを描いたミュージカ
ル。「物語の王様」の生き方があなたの心にあたたかい灯をともします。

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚 ( 一会員２枚まで）

  撮影：荒井 健

前半は林家たい平による落語の解説と古典落語「初天神」の披露。後半
では古今亭駒次が、夏に実施する「Touch The Art Program 落語ワー
クショップ」で、参加者と創る足立区バージョンの「初天神」を発表！
出演：林家たい平　古今亭駒次　翁家勝丸

第１２７回演目：「星野屋」「位牌屋」ほか

※４歳以下は入場不可

　キャラメルボックス 2017　グリーティングシアター

光の帝国

レディ・ベス

　ギャラクシティ落語会

〜あだちのらくご〜

　東急シアターオーブ 5 周年記念公演　ブロードウェイ・ミュージカル

天使にラブ・ソングを・・・
（シスター・アクト）

愛を知り、淑
レ デ ィ

女になる。運命に生き、女
クィーン

王になる。
彼女の名はーエリザベス。若き日のエリザベス一
世の愛と試練を描いた大ヒットミュージカルが、
再び帝劇で幕を開ける！

出演：平野 綾　山崎育三郎　未来優希　古川雄大　和音美桜　吉野圭吾
　　　石川 禅　涼風真世　山口祐一郎　ほか

「天使にラブ・ソングを・・・」のタイトルで日本でも二度に渡り映画
公開された作品が、主役を務めたウーピー・ゴールドバーグ本人のオリ
ジナルプロデュースによりミュージカル化。明るくキラキラした女性が主
役！恋と夢と友情と笑いが、明日を生きる元気をくれる！

※未就学児は入場不可　※お土産つき

※生演奏 英語上演 日本語字幕付
※未就学児は入場不可 （C）JOAN MARCUS
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　歌手生活 30 周年

藤あや子特別公演

想い出のカルテット
～もう一度唄わせて～

フエルサ ブルータ

土佐堀川

森山良子コンサート Concert Tour 2017-2018 

『ソング＆ダンス・オブ・ブロードウェイ』

　

❶１０／８（日）１４：００　❷１０／１４（土）１４：００

❶１０／７（土）１８：００
❷１０／８（日）１４：００

❶１０／８（日）１３：００　❷１０／１４（土）１８：００

Ｓ席指定９，８００円
　　（一般料金１３，０００円）

全席指定４，０００円
　  （一般料金５，５００円）

全席指定１０，５００円　（一般料金１１，８００円）

一階席指定７，８００円　（一般料金９，８００円）

Ｓ席指定７，３００円
　　（一般料金１０，０００円）

S 席指定５，６００円
　   （一般料金６，８００円）

全席指定９，０００円　（一般料金９，０００円）

1F スタンディング ５，８００円
　　　　（一般料金７，６００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：ＥＸシアター六本木（六本木）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回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：日生劇場（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

会場：品川　ステラボール（品川）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：明治座（浜町）
枚数：１０枚 ( 一会員２枚まで）

会場：新宿文化センター
　　　  大ホール（新宿三丁目）
枚数：１０枚 ( 一会員２枚まで）

NHK 連続テレビ小説「あさが来た」原案の小説を
高畑淳子＝広岡浅子役で、堂々の舞台化！　

出演：高畑淳子　赤井英和　南野陽子　田山涼成　葛山信吾　小松政夫　ほか

かつてオペラ「リゴレット」で共演した元オペラ歌手４
人が、再び「リゴレット」の四重唱を披露しようとする
が・・・。輝いていた頃の自分たちを取り戻そうと奮
闘する姿は、楽しくてチャーミング。たくさんの笑いの
後には優しい感動がまっています。
作：ロナルド・ハーウッド　　訳：丹野郁弓
演出：高橋昌也　　演出補：前川錬一
出演：黒柳徹子　芽島成美　団 時朗　鶴田 忍

ミュージカルの魅力のひとつである“ダンス“に着目。ブロードウェイやウエストエン
ドで活躍するスターたちによる名曲と共に、躍動感あふれるステージをお贈りします。

出演：アール・カーペンター　ウィレマイン・フェルカイック　ほか
予定演奏作品：フォッシー　オン・ザ・タウン　エニシング・ゴーズ　スウィング！　ほか

昨年デビュー５０周年ツアーを大盛況で終了！
５１年目も変わらず透き通った歌声で歌う名曲の数々を
お見逃しなく！

予定曲目：この広い野原いっぱい　涙そうそう　さとうきび畑　ほか
※曲目は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

作・構成・演出：ジャニー喜多川
主演　A.B.C-Z

常識と重力を凌駕する・・・フエルサ ブルータ最新作が世界初演！究極を超える体験型エンター
テイメント！限界を突き抜けろ！バーチャルじゃない、リアルな幻想世界へー。熱狂の７０分‼
フエルサ ブルータとは、爆発的なアクションと空中を舞う躍動感、魅力的なメロディにドラ
ムビートが絡むダイナミックなダンスミュージックが融合された総合芸術です。

艶やかな歌声で魅了する歌姫、藤あや子が贈る
お芝居と歌謡オンステージ。特別出演として三
山ひろしを迎え、明治座にて上演！

貴重な秘蔵写真とともに、岸惠子の過去と現在、未来への声と言葉をお届けし
ます。自分自身を遥か遠い旅へ連れ出し、知性と大いなる勇気で困難を乗り越
えてきた、ユーモアたっぷりの冒険譚をどうぞお楽しみください。

１０／２１（土）１２：００ １０／２５（水）１４：００

１０／１１（水）１７：００ ９／２４（日）１１：００

９／２３（土・祝）１３：００

※未就学児は入場不可　※お弁当つき

※未就学児は入場不可

※生演奏 英語上演 日本語字幕あり　※未就学児は入場不可
※未就学児は入場不可　※小中学生のお客様は成人保護者のご同伴をお勧めします。
※演出の都合上衣類等、濡れる場合があります。

※お席はありません。スタンディングとなります。

※未就学児は入場不可 ※６歳以上有料／５歳以下のお子様は入場不可

※未就学児は入場不可

※定価での販売となります

「Panasonic presents WA !-Wonder Japan Experience」

ワールド・ミュージカル・コンサート

五十一番目の星に向かって～ Sing My Life

岸　惠子 スペシャルトークショー
～夢のあとさき～

黒柳徹子主演海外コメディ・シリーズ第 31弾　　

QUARTET by RONALD HARWOOD

特別出演　三山ひろし

Photo:DARREN BELL 
           PHOTOGRAPHY
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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☎ ゆう
窓口

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　 １セット）
一会員　１０セット（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（自宅または勤務先）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　ニュートーキョーほか
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☎


