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日　 程 平成２６年６月８日（日）　募集 ８０名（最少催行３５名）　※雨天決行
時 間 出発：足立区役所前７：３０　　　帰着：足立区役所前１８：００（予定） 

行 先

足立区役所→水郷潮来あやめ園（茨城県潮来市）

→フォレストパーク　メロンの森（メロン狩り１個・試食１／２個）

→海鮮処森田（食事・お刺身定食）→かねふくめんたいパーク（工場見学）

→大洗イエローポート（海産物買物）→区役所→北千住付近

旅行代金
《会員》　５，４００円　　《家族》　６，４００円　　《関係者》　７，４００円
※子ども料金の設定はありません。大人と同じ料理・料金になります。バス席の必要ない乳児は無料です。
※キャンセル料発生時はすべて関係者の料金が基本となります。

補 助 金
旅行代金は、会員２，０００円、家族１，０００円が差し引かれています。    
関係者の補助金はありません。（家族の対象は、会員の配偶者・子・実父母です。）

申込方法

●申込先　北斗観光バス
　● ＦＡＸ申込番号 ０４－７１２０－８７０１
　● ハガキ申込 〒 270-0233  千葉県野田市船形３２－２
●申込受付期間　４月１０日（木）から　４月２８日（月）必着
　※定員をこえた場合は抽選（結果のお知らせ　５月中旬頃）
●ＦＡＸ・ハガキ申込は下記①～⑤を全て明記してください。

①旅行名「 潮来あやめまつりとメロン狩りツアー」　②会員番号・氏名・年齢　③住所　　
④電話番号（日中連絡のつく番号）⑤同行者の氏名と年齢と続柄（会員・家族・関係者）

●お問合せ　☎０４－７１２０－８７００　北斗観光バス　担当　山賀（電話受付はできません。）

そ の 他

●この旅行は、北斗観光と参加者個人との契約でおこなわれます。
　 （公財）足立区勤労福祉サービスセンターは申込後の旅行に関する一切の責任を負いかねます。参加者個人の

責任で、手続きをしてください。
●旅行の内容、旅行代金の支払い、キャンセル等についてのお問い合せは、北斗観光にお願いします。
●添乗員は旅行会社の社員となります。
●ツアー中止の場合は、北斗観光より連絡があります。

日本の初夏を彩る「水郷潮来あやめまつり」へでかけませんか。
あでやかな花々を愛でたあとは、完熟メロンをご賞味ください。
なかなか体験できないメロンの収穫をお楽しみください。
もちろん、海の幸のお食事やお買物もご用意いたしました。

FAX/ハガキで
旅行会社へお申込み

○旅行主催　（有）北斗観光バス（千葉県知事登録旅行業第２－７９４号　関自旅１第９２０号免許）〒 270-0233 千葉県野田市船形３２番地２号

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２０１４」Ｐ．９５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

潮来のあやめまつりとメロン狩り
初夏の あっせんバスツアー
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平成２６年度事業計画・収支予算
　平成２６年度の事業計画・収支予算が決定しましたので、そのあらましをお知らせします。
なお、事業計画は、変更になることもあります。
　下記①〜⑥の参加費や売り上げなどによる収入よりも、支出のほうが大きくなっていま
すが、この差額は⑦の皆さんからの入会金・会費と、⑧ の設立時に足立区が出資した
基本財産（５億円）の運用利子などでまかなわれます。
　⑨の事務局の運営経費などは、足立区からの補助金でまかなわれます。

総　　　　額 収入 ３５９, ４５１ 支出 ３５９, ４５１

①生活や暮らしの事業 収入 ３２, ６４５ 支出 ５６, ７２１
給付金（祝金・見舞金・弔慰金）の支給、生活資金の融資あっせん
クオカード・区内共通商品券・コミュニティバス回数券・指定店割引、産地直送品のあっせん、
ライフプラン事業（健康と蓄財などのセミナー）、財形貯蓄の事務代行など

②健康やスポーツの事業 収入 １４, ４６６ 支出 ２９, ５３７
健康診断・人間ドック・健康ランド・スポーツクラブの利用補助、
ゴルフ練習場回数券、スキーリフト券、スパラクーア利用券、区内公衆浴場回数券の販売、
区営体育館・プール等回数券の販売など

③趣味や教養の事業 収入 １４, ６６０ 支出 １７, ４７３
図書カード、ぐるっとパス、美術展チケットなどの販売、
放送大学の通信教育及び指定店・区公社等の文化教養講座・教室に対する受講料補助、
資格試験の受験料及び資格取得のための講習会受講料の補助など

⑤生活産業広報紙発行事業 収入 ６９, ５５７ 支出 ６７, ４５７
公社ニュース「ときめき」（月１回）　発行事業 公社等からの記事掲載料と広告収入により

発行しています。

⑥その他の収入・経費 収入 ０ 支出 １３, ３６９
事業を実施するための経費（印刷・郵送・旅費など）、新規加入促進 PR の経費、予備費など

⑧基本財産の運用収入・経費など 収入 １１, ７２５ 支出 １
基本財産の運用収入、前年度繰越金の見込額、積立金取得の支出など

⑦入会金・会費収入 収入 ７２, ３００ 支出 ０

④レジャーや余暇の事業 収入 ６１, ４２１ 支出 ９２, ２１６
宿泊施設・レジャー施設・映画前売券・東京ディズニーランド／シー・ホテル食事・
観劇等託児サービスの利用補助、としまえん・東武動物公園・西武園ゆうえんちのフリーパス販売、
スパリゾートハワイアンズの利用券販売・会員制リゾート施設の提供、
ジェフグルメカード・東京湾納涼船乗船券・プロ野球・スポーツ観戦チケット・観劇
コンサート・映画鑑賞パスポート券・東京ドームシティ「得１０チケット」などのチケット販売、
あっせん日帰りバスツアーなど

●内　訳

単位：千円

⑨事務局の運営経費など 収入 ５７, ０８５ 支出 ５７, ０８５
事務局の管理運営費、人件費

⑩財形貯蓄 収入 ２５, ５９２ 支出 ２５, ５９２
財形貯蓄の預り金収入及び会員の積立金融機関への預け入れ支出
※収支予算額は、正味財産増減の予算でなく、収入支出の予算で記載しています。
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見 本

４月２８日（月）は会費自動引落日です。
　４月～９月分の会費（５００円×６ヶ月×会員数）を自動引落しします。なお、３月までの未納がある場合には、
その分加算されます。また、平成２５年１０月～平成２６年３月の間に、一部の会員様が退会した場合には、減
額調整します。　引落し口座が残高不足にならないようにお願いいたします。

健康診断・人間ドックの補助金利用が変わります。

　４月から家族の方も人間ドックの補助金利用ができるようになりました。
★日曜健康診断を受診される方は、委託健康診断及び人間ドックの補助金を利用しての受診はできません。
　また、健康診断・人間ドックの補助金利用は、いずれか年度内１回のみとなります。

「利用ガイド２０１４」をお届けいたします。
のお得なサービスメニューの内容や利用方法が詳しく掲載されています。日頃からご覧いただき、ご家族

の皆様で、 をご利用ください。
　「レジャー施設利用補助券セット２０１４」は先月３月号に同封してお届けしました。ご確認ください。

健康ランド
利用補助券セット２０１４（３月号配布）でお知らせしました、以下の施設で会員証提示料金が変更になります。

やまとの湯（蕨店・狭山店） かすかべ湯元温泉
大人（平日５５０円→５８０円　土日祝６００円→６３０円） 大人（平日１，０００円→１，１００円）
※やまとの湯（蕨店・狭山店）は４月２９日（土）で営業終了となり、ご利用いただけなくなります。

コミュニティーバス「はるかぜ」の料金改定に伴う回数券の使用方法について

　４月１日より、コミュニティーバス「はるかぜ」の乗車料金が２００円から、２１０円へと改定されます。〝 〟
にて販売している「はるかぜ」回数券（日立自動車交通・新日本観光自動車ともに券面額２００円のもの）は、乗
車時に回数券に１０円を支払うことで、４月１日以降もご利用になれます。
　また新しい回数券につきましては、入荷次第販売させていただきます。価格などは以下のとおりを予定してお
ります。

Information

★ご注意ください！各種手続きの印鑑について★

印鑑が必要な手続（宿泊補助金請求や各種給付金請求など）には必ず印鑑が必要です。
スタンプ印（シャチハタ）では、手続ができません。また、窓口にて手続をされる場合は、必ずハンコを
ご持参くださいますようお願いいたします。お忘れになりますと手続ができませんのでご注意ください。

１４０

１７９１６ ７８

《会員の皆さんからいただいた１ヵ月の会費500円は､次のように使われます》

◆中小企業の事業主や従業員の福利厚生の事業を支えます◆

円

円 円円

⑥その他の事業に…

８７円

②健康やスポーツの事業に…

③趣味や教養の事業に…

①生活や暮らしの事業に…

④レジャーや余暇の事業に…

はるかぜバス

回数券

販売業者 販売価格 綴り数 一般価格
日立自動車交通 １, ９００円 １１枚綴り ２, １００円

新日本観光自動車 ２, ８００円 １７枚綴り ３, ０００円
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開催日時
平成２６年４月１９日（土）～６月２９日（日）　会期中無休
　１０：００～２０：００（ただし火曜日は１７：００まで） 

※入館は閉館の３０分前まで

会　　 場 森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ 森タワー５２Ｆ）

斡旋料金

一　般　　９００円 （当日券 １，５００円）
大学生　　７００円 （当日券 １，２００円）
中高校生　４００円 （当日券 ８００円）

※小学生以下無料
※ 障がい者手帳をお持ちの方と、付添いの方１名まで

は当日観覧料の半額

申 込
販売方法

●窓口販売　　６月２７日（金）まで
●専用はがき・ＦＡＸ・ホームページ　６月２０日（金）必着
●一会員５枚まで　　　㊟　完売をもって販売終了

こども展　名画にみるこどもと画家の絆
　モネ、ルノワール、ルソー、ピカソら、そうそうたる画家たちが描き残した子どもの肖像画、約90点が一堂に集結。
しかも、その３分の２が日本初公開作。彼らがカンヴァスを介して、子どもたちと通わせた想いとは？愛らしい肖像画
に秘められた両者の想い、その絆に迫ります。

特別展  キトラ古墳壁画
　奈良県明日香村のキトラ古墳の極彩色壁画を特別公開します。キトラ古墳壁画が、村外で公開されるのは今回が
初めてで、壁画保管施設における保存公開を目指して行なわれている壁画の修理が完了した後では遠方での公開は
難しくなります。ぜひ、この機会にご覧ください。

開催日時

平成２６年４月２２日（火）～５月１８日（日）９：３０～１７：００
※金曜日は２０：００まで（土・日・祝休日は１８：００まで）
※入館は閉館の３０分前まで

休館日…毎週月曜日及び５/７（水）（ただし４/２８、５/５は開館）

会　　 場 東京国立博物館　本館特別５室（東京・上野公園）

斡旋料金

一　般　　５００円 （当日券 ９００円）
大学生　　４００円 （当日券 ７００円）
高校生　　２００円 （当日券 ４００円）
※中学生以下無料。※障がい者とその介護者１名は無料
　（入館の際に障がい者手帳などをご提示ください）

申 込
販売方法

●窓口販売　　４月２１日（月）まで
●専用はがき・ＦＡＸ・ホームページ　４月２１日（月）必着
●一会員５枚まで　　　㊟　完売をもって販売終了

開催日時

平成２６年４月４日（金）～５月２５日（日）
　　１０：００～１９：００（毎週金・土曜日は２１：００まで）

※入館は閉館の３０分前まで
　会期中無休

会　　 場 Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

斡旋料金

一　般 ９００円 （当日券　１，５００円）
大学・高校生 ６００円 （当日券　１，０００円）

※未就学児童無料
※当サービスセンターでは、中学・小学生券のお取扱いはありません。
※障がい者手帳のご提示で割引料金あり、詳細は窓口でお問合せ下さい。

申 込
販売方法

●窓口販売　　５月２３日（金）まで
●専用はがき・ＦＡＸ・ホームページで申し込み　５月１６日（金）必着まで
●一会員５枚まで　㊟　完売をもって販売終了 ピエロ・デル・ポッライウォーロ 

《貴婦人の肖像》　1470 年頃　テンペラ・板

ポルディ・ペッツォーリ美術館蔵

　ミラノ 華麗なる貴族コレクション ホームページ

ホームページ

　ヨーロッパで最も優雅な邸宅美術館と言われているポルティ・ペッツォーリ美術館から、珠玉のコレクションの数々約８０
点が日本初公開。ポッライウォーロの傑作《貴婦人の肖像》ほか絵画、工芸、蔵書など貴族の美意識あふれる展覧会です。

ピエール = オーギュスト・ルノワール　
《ジュリー・マネの肖像、あるいは猫を抱
く子ども》　
1887 年　オルセー美術館
© RMN-Grand Palais （musée 
d'Orsay） / Hervé Lewandowski / 
distributed by AMF – DNPartcom

アンリ・ルソー　
《人形を抱く子ども》　
1904-05 年頃　オランジュリー美術館
© RMN-Grand Palais （musée 
de l'Orangerie） / Franck Raux / 
distributed by AMF - DNPartcom

ホームページ

キトラ古墳壁画「玄武」　写真提供：奈良文化財研究所

キトラ古墳壁画「朱雀」写真提供：奈良文化財研究所

キトラ古墳壁画「白虎」　写真提供：奈良文化財研究所
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開催日時

平成２６年５月１０日（土）～５月１６日（金）
　９：３０～１７：３０（入場は終了の３０分前まで）

※５月１０日入場時間　１２：００～１７：３０
　最終日１６日（金）は１７：００終了となります。

会　　 場 西武ドーム（埼玉県所沢市）
西武池袋線「西武球場前」駅下車（「西所沢」駅乗換え）

斡旋料金

一般（中学生以上）１，３００円 （当日券　２，２００円）
　※小学生以下無料。ただし、保護者の付き添いが必要。
　※会場の当日券売場にて、障がい者手帳をご提示の方および同伴者１名様まで各１，１００円になります。
　※会期中、本券のご提示にて西武園ゆうえんちへ入園可。同伴の子供も入園できます。

申 込
販売方法

●窓口販売　　５月９日（金）まで
●専用はがき・ＦＡＸ・ホームページ ５月９日（金）必着
●一会員５枚まで  ㊟　完売をもって販売終了

第16 回 国際バラとガーデニングショウ
　今年は“ラヴィアンローズ～バラ色の人生”をメインテーマに、モナコ公国公妃　グレース・ケリーの庭、赤毛の
アンの庭、ローズアベニュー　バラブリーダー三姫の競演のほか初公開のイタリアのバラがお目見えします。

　都内78の美術館や博物館などの入場券または割引券がつづられた便利でお得なチケットブックです。

対象施設

都内７８の美術館 ･博物館・動物園 ･水族園・植物園
●各施設指定の展示を１回ずつご覧いただけます。
●施設ごとにぐるっとパスで「入場できる展示」と「割引券として利用できる展示」があります。

◎詳細は下記事務局にご確認ください。

有効期間 平成２６年４月１日（火）～平成２７年３月３１日（火）の期間内で
　　最初に利用した日から２ヶ月間（ただし最終有効期限は、平成２７年３月３１日）

斡旋料金 １, ４００円　（一般料金２, ０００円）　　※大人料金のみとなります。
　※お子様と６５歳以上の方は、各展示の入場料金をお確かめください。

申 込
販売方法

●一会員　前期分６冊まで
●窓口販売　９月３０日（火）まで
●専用はがき／ＦＡＸ　９月２６日（金）必着まで

お 問 合
せ 先

ぐるっとパス事務局
☎０３－５６１０－００５１（１０：００～１７：００ 土日祝日をのぞく）http://www.rekibun.or.jp/grutto/

東京の美術館 ･
博物館等共通入館券「東京・ミュージアム  ぐるっとパス２０１４」

ホームページ

ホームページ六本木ヒルズ「東京シティビュー」入館券（前期分）

－５２階－
東京シティビュー

３６０度ガラス張りの開放感あふれる空間からまちを見下ろし、空を感じる展望台。
高層ビルのダイナミックな景観と、東京タワーから東京スカイツリーまで展望できます。

－５３階－
森美術館

現代アートを中心にファッション、建築、写真、映像など独自のテーマで様々な企画展を行ってい
ます。（開催中のみ）

－屋上－
スカイデッキ

オープンエア形式の展望施設として日本一の高さを誇り、東京上空を吹き抜ける風や大都会の空
気を肌で感じられます。
※現地にて入場追加券（高校生以上５００円・４歳～中学生３００円）が必要です。
※天候不良などにより予告なく閉鎖する場合があります。

場　　所
お問合せ・情報

港区六本木　六本木ヒルズ展望台「 東京シティビュー」
ＴＥＬ：０３－６４０６－６６５２  URL：www.roppongihills.com/tcv/

料金（斡旋価格）

一　般 ８００円 （通常 １，５００円） 
学生（高校・大学生） ６００円 （通常 １，０００円） 
子供（４歳～中学生） ３００円 （通常 ５００円）
※ チケットの最終有効日は平成２６年９月３０日までです。※ ５２F 森アーツセンターギャラリーは
別チケットです。　※ 詳細は上記の「東京シティビュー」にお問合せください 

申込・販売方法
（前期分）

●窓口販売　９月２６日（金）まで
●専用はがき・ＦＡＸ・ホームページで申し込み　９月１９日（金）まで
●一会員　前期分６枚まで

こちらのチケットで下記施設がご利用できます。

ホームページ
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東京ドーム天然温泉スパ ラクーア「平日入館券」前期分を販売

申込期間 前期分の販売枚数終了まで

申込方法

● ＦＡＸまたは専用ハガキに必要事項（事業名・会員番号・名前・住所・電話番号・枚数・
送付先（自宅＆勤務先）を記入のうえお申込みください。

● 窓口販売もしておりますので、ご利用ください。
●ホームページからのお申し込みもご利用ください。

枚　　数 前期分　　一会員　５枚まで

料　　金
●１枚　１，５００円 （一般料金 ２，６３４円）
　※ 代金は、郵便局で振り込むか、 窓口でお支払いください。
　　　● 土・日曜日、祝日、特定日の利用は割増料３２４円が必要です。

利用期限 平成２７年３ 月３１日（火）まで

備　　考

【所在地】〒１１２－０００３　文京区春日一丁目１番１号　
　　　　　東京ドームシティ・ラクーア （フロント６階）　☎０３－３８１７－４１７３
● 利用時間…午前１１時から翌日の午前９時まで
● 特定日（５時間まで）…５／３（土･ 祝）～５／５（月 ･ 祝）、８／１４（木）～８／１７（日）、
　　　　　　　　　　　 １２／３０（火）～１／３（土）
● 深夜割増料…１，９４４円（午前１時から午前６時まで）
● 小学生から１７歳までは、同性保護者同伴で午後６時まで利用できます（入館は午後３時まで）。
　　※乳・幼児の入館はできません。
● ヒーリングバーデ…５４０円（ウェア着用の低温サウナで１８歳から利用できます）
● 休館日…４／１４（月）～１５（火）、１１／１０（月）・１１（火）

　東京ドーム天然温泉・スパ ラクーアの平日入館券（前期分）を販売いたします。
　どうぞご利用ください。

ジェフグルメカード通年販売のお知らせ
　３５,０００店の加盟店で食事代を支払うときに利用できる代金先払いの食事券です。
　５００円券６枚が１セットです。

申込枚数
販売価格

１セット　２，７００円　（５００円券×６枚　１セット）
１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。
申 込 期 限 今年度販売予定セット数（４, ０００セット）に達した段階で販売終了になります。

販売方法

窓口で、現金と引き換えでお買い求めいただけます。
郵送で代金引換郵便をご希望の方は、ハガキまたは FAX・ホームページで会員番号、会員氏名、
申込みセット数、送付先を記載してください。
代金引換郵便の場合、手数料を負担していただきます。

そ の 他

◉従来のような抽選方法ではありません。お早目にお求めください。   
◉申込後のキャンセル、枚数変更はできません。   
◉ 1 つの申込みについて分割での郵送はできません。   
◉代金引換郵便の手数料のについては「利用ガイド２０１４」５頁を確認してください。
◉ジェフグルメカードは、現金とのお引換は致しません。 

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
ファーストフード（軽食・カフェ等）
　　　： モスバーガー、吉野家、神戸らんぷ亭、ケンタッキー　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、万世　など

東日本復興支援義援金付き（会員の負担なし）

ホームページ

ホームページ
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東京ドーム巨人戦チケット 第２弾！
東京ドーム「巨人戦のチケット」第２弾の発売です。会員とご家族の皆さまでお楽しみください。

【申し込みの注意点】
● 同日試合の重複申込はできません。
　（同日以外の試合は申し込めますが、当選した場合は、すべて購入していただきます。）
● 申込が多数の場合は抽選となります。【落選の通知は致しません】
● 締切り後の変更やキャンセルはできません。

◉ 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）
※「ビームシート」２セット、「スカイ４」は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）
◉ 申込み ①氏名・会員番号　②開催日　③希望の座席（A か B）　④チケットの送り先（自宅か事業所

◉ 〆　切 郵送・FAX・ホームページ共　４月２５日（金）　午後５時必着
◉ 発　送 ５月上旬の予定

日　　程
６／６ ６／７ ６／８ ６／９ ６／１７ ６／１８

金 土 日 月 火 水

対　　戦 西　　武 ロ ッ テ オリックス

開始時間 １８：００ １８：００ １４：００ １８：００ １８：００ １８：００

日　　程
６／２１ ６／２２ ７／４ ７／５ ７／６ ７／１１

土 日 金 土 日 金

対　　戦 ソフトバンク 中　　日 阪　　神

開始時間 １４：００ １４：００ １８：３０ １４：００ １４：００ １８：３０

日　　程
７／１２ ７／１３ ７／１４ ７／１５ ７／１６

土 日 月 火 水

対　　戦 阪　　神 ヤクルト

開始時間 １８：００ １４：００ １８：３０ １８：３０分 １８：３０

ホームページ

◆随時受付中（先着順）

日  程
４／３０ ５／１ ５／６ ５／８ ５／１６ ５／２８

水 木 火・祝 木 金 水

対  戦 ヤクルト ヤクルト DeNA DeNA 広　島 楽　天

券
種

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

開 始 時 間 18：00 18：00 18：00 18：00 18：00 18：00

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）

◉ 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。

☎

※ 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。

※ 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。
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体育館・プール利用回数券販売中

アンデスメロン   味の宅配便

　区内施設（１４施設）で利用できるお得な回数券を販売します。お好きなときに近隣の各施設でご利用くだ
さい。

　毎年人気の高い初夏の香りいっぱいのアンデスメロンをＪＡ茨城旭村より皆様のもとへお届けします。

料　　 金 ４，７００円（１シート　３００円券×２０枚綴り）／１会員５シート（年間）まで　

利用期間 通年（利用期限はありません）

利用施設
総合スポーツセンター、スイムスポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、千住温水プール、
中央本町センター、東和センター、佐野センター、江北センター、興本センター、伊興
センター、鹿浜センター、梅田センター、花畑センター、竹の塚センター

そ の 他

●ご利用になる施設によって料金が異なります。
●不足分は現金との併用ができます。ただし、現金のおつりはでません。
●破損・汚損の場合、利用できなくなることがありますのでご注意ください。
●購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。
●個人利用時のみ使用できます。団体利用では使用できません。

スパリゾートハワイアンズ入場券の追加販売

申込方法 FAX または専用ハガキに必要事項記入のうえ提出ください。

販売枚数 １会員前期分　６枚まで

料 金
１枚６００円（一般料金　３，２４０円　税込）
　※３歳未満は無料です。

利用期間 　平成２６年４月１日（火）～９月３０日（火）

そ の 他
●チケットは、随時発送いたします。
●申込締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。
●本年度前期分入場券を既に６枚申込みしている方は応募できません。

スパリゾートハワイアンズ入場券前期分の追加販売をいたします。

商　　 品
アンデスメロン（１箱４～５個入り）
※玉の大きさにより個数が違います

料　　 金
３，７００円（税・送料込）
　　　一般料金　４，４４０円（税・送料込）

申 込 口 数 １会員２口まで

商 品 発 送
５月中旬（予定）天候などにより発送時期は多少ず
れる場合もあります。

〆　　 切 ５月２日（金）必着 振込用紙発送 ５月９日（金）頃

※申し込み〆切り後の口数変更キャンセルはできません。

≪お届先≫ハガキ＆ＦＡＸ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…「〒・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください。

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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キッザニア東京　特別ご優待
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期　　間 平成２６年４月１日（火）～６月３０日（月）

除 外 日 ４月２６日（土）　～　５月６日（火・祝）
スーパーブッフェ
グラスコート
本館２階

利用時間
利用料金

平日１７：３０～２１：３０　土日祝１７：００～２１：３０
大人（中学生以上） ４, ４００円（通常）５, ６００円
シニア（６５歳以上） ３, ４００円（通常）４, ５００円
小人（小学生） ２, ０００円（通常）３, １００円
幼児（４歳から就学前） １, ０００円（通常）１, ８００円
　土日祝日は、大人１,０００円、シニア８００円増し

フレンチ＆イタリアン

デュオフルシェット
南館２階

利用時間

利用料金

ランチ　１１：３０～１５：００
ディナー１７：３０～２２：００（月～木曜日限定、３名以上）
ランチ　　２, ８００円（通常３, ８００円）
ディナー　５, ６００円（通常６, ８００円）

和食　かがり
本館２階

利用時間
利用料金

ランチ　１１：３０～１４：３０　
３, ２００円（通常　４, ２００円）

懐石　蒼樹庵
本館２階

利用時間
利用料金

ランチ　１１：３０～１４：００
６, ０００円（通常　７, ５００円）

予 約 先 ０３－３３４４－０１１１ 住　　所 新宿区西新宿２－２－１

京王プラザホテル食事チケット

浅草ビューホテル　ゴールデンウィークバイキング
～北海道まるごとフェア～

　スーパーブッフェは、70 種類の料理とスイーツ。シェフが目の前に調理する新しいスタイルのブッフェ
レストラン。デュオフルシェットは、フランス料理とイタリア料理を会員とご家族でご堪能ください。

　春の暖かな一日、浅草ビューホテルで北海道を味わってください。

① 利用したいレストランに「足立区勤労福祉サービスセンターの会員」である旨を告げて予約してください。
② 専用ハガキまたは FAX に下記必要事項を記入して「 」に申込んでください。
③ 「 」から、食事チケットを郵送します。（お申込みから 1 週間ほどかかります。日程にゆとりの無い方は、窓口受取をお願いします。）
④ 利用当日チケットをレストランに提出し、料金をお支払いください。
必要事項とは… レストラン名、コース名、会員番号、会員氏名、チケット送付先（自宅・

事業所）、日中連絡のつく電話番号、利用日、券種別利用枚数

食事チケット申込方法　１会員 ６枚までです

料金はすべて税・サービス料を含みます
メニューは季節によってかわります

※写真はすべてイメージです

期　　間 平成２６年５月３日（土・祝）～５月６日（火・祝）

時 間 【昼の部】１２：００～１３：４５　　　【夜の部】１８：００～１９：４５（１回１時間４５分）

会　　場 浅草ビューホテル４階　大宴会場「飛翔の間」

料　　金

大人（中学生以上） ４，３００円（当日一般料金　５，３００円）
小人（小学生） ２，１５０円（当日一般料金　２，４００円）
幼児（３から５歳）　無料

※料金には、料理、ソフトドリンク、税金・サービス料が含まれます。
※アルコール類は別料金となります。

料 理 和洋中ミックスバイキング

利用方法

 予約先 ０３－３８４２－２１２７（宴会予約課、受付時間１０：００～１９：００）へ電話し、
「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。

※食事チケットの発行はありませんので“ ”への申込は不要です。
※当日は会員証を提示して料金をお支払いください。

そ の 他

※予約の取り消しは、前日までに浅草ビューホテル宴会予約課へお願いします。
※ 開始時間から３０分を経過しても来館が無い場合は、取り消しとなりますので、ご注意ください。
※駐車場は、入庫から３時間まで無料です。
※会場内は、全席禁煙です。

※ディナーは２時間制　飲み放題
（ビール中瓶・ワイン赤白・ウーロン茶・
オレンジジュース）

ホームページ
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申込期間 それぞれ今年度分の枚数終了まで
販売枚数 一施設　年度内　＝　一会員　５枚まで
利用料金 　一　枚　５００円　（西新井のみ ７００円）

申込方法 ● 専用ハガキまたはＦＡＸ・ホームページで、会員番号・会員氏名・利用施設名・枚数・送付先
（自宅・勤務先）を明記してお申込みください。　　　※窓口購入可

施 設 名

●キッツスポーツスクエア（綾瀬）　　☎０３－３６９０－７９９７
所 在 地 葛飾区小菅四丁目１０番３号
営業時間 平　日 ９：００～２３：３０／土曜日　９：００～２１：００／
 日曜日・祝休日 ９：００～１９：００
休 館 日 毎月木曜日　※利用は１５歳（中学校卒業）以上

●リリオセントラルフィットネスクラブ　　☎０３－５６８０－０３０３
所 在 地 葛飾区亀有三丁目２６番１号
営業時間 平　日 １０：００～２３：００／土曜日　１０：００～２２：００／
 日曜日・祝休日 １０：００～１９：００
休館日 毎週月曜日　※利用は１６歳以上

●セントラルウェルネスクラブ西新井　　☎０３－５８８８－３５６１
所 在 地 足立区西新井栄町一丁目１７番１０号
営業時間 平　日　　　　　　 ９：３０～２３：３０／土曜日　１０：００～２１：００／
 日曜日・祝休日 １０：００～２０：００
休館日 毎週金曜日・季節休館日　※利用は１６歳以上

●セントラルフィットネスクラブ竹の塚　　☎０３－５８５１－００５０
所 在 地 足立区竹の塚五丁目７番３号　ぷらざビル５Ｆ
営業時間 平　日　　　　　　 ９：００～２３：００／土曜日　９：００～２１：００／
 日曜日・祝休日 １０：００～１９：００
休 館 日 毎週月曜日・季節休館日　※利用は１６歳以上

●朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕　 ☎０３－５２４２－１３３１
所在地 足立区竹の塚二丁目８番２５号
営業時間 平　日 ９：３０～２３：００／土曜日　９：３０～２２：００／
 日曜日・祝休日 ９：３０～１９：００
休館日 毎週金曜日

そ の 他
●ご利用は会員と家族のみです。他の人には譲らないでください。
●紛失しても再発行いたしませんので、ご注意ください。
●利用内容によって別料金が必要になりますので、施設にご確認ください。

スポーツクラブ５か所が利用できます。どうぞ健康づくりにご利用ください。
※利用方法は、事前に「 」で利用券をお買い求めください。

スポーツクラブ利用券

入学祝金

対象者
平成２６年３月２日現在会員で、４月１日以降現在も引続き会員の方。

（３月３日以後入会の会員は請求できません。）
夫婦で会員のときは、２人とも請求できます。

請求に
必要なもの
( 請求書類 )

①送付した通知書　または　給付金請求書（利用ガイド２０１４ Ｐ６３）
②添付書類：  就学通知書、在学証明書、生徒手帳、健康保険証など、お子様の生年月日の  

確認ができる いずれか一つの写し（コピー）
③請求，受領者（会員）の印鑑　　※シャチハタ印は使えません
④代理人による窓口受領の場合は、その方の印鑑（ご家族でも③と別々のもの）
⑤会員証（窓口にて提示）

請求・受領
方法

窓口：請求書類に誤りがなければ、その場で受け取れます。
郵送：振込先金融口座欄などを記入のうえ、ご郵送ください (ＦＡＸ不可 )。

誤りがなければ１か月程度で振り込まれる予定です。

請求期限 ９月３０日（火）までです。－６ヶ月以内－

４月に小・中学校へ入学したお子様がいる会員の方に「入学祝金」が給付されますので請求してください。
家族登録のある該当者には４月上旬に通知いたします。

給付金に関する詳細は、「利用ガイド２０１４」５７～６３ページに掲載されていますのでお読みください。

ホームページ
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足立区勤労福祉サービスセンター” ”のホームページを４月１０日よりリニューアルいたしま
した！これからは“ ”のホームページをご活用くださいますようお願いいたします！

ホームページアドレス　http://www.yuu.or.jp

３大リニューアルポイント！
★デザイン一新で見やすくなった！

★抽選結果もカンタンに検索できる！

★ホームページからイベント申し込みが可能になった！

今までのデザインから一新しました。使えるメ
ニューなどを見やすくし、お申し込みイベントの当
選確認などもわかりやすくなりました。

ホームページで発表していたイベントの抽選結果も
会員番号を入力するだけでカンタンに検索できるよ
うになりました。

ホームページに「申し込みフォーム」を追加しました。ここからイベント申し込みなど
の手続きができるようになります。
※一部申込みができないものがあります。

※イメージ

“ ”ホームページリニューアル！
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歌舞伎鑑賞教室「ぢいさんばあさん」三幕

２号連続掲載①弾
５月号でも歌舞伎鑑賞教室を

ご案内します！

開催日時 平成２６年６月２１日（土）　開演１４：３０

会　　場 国立劇場　大劇場（半蔵門駅徒歩５分）

演　　目

解説「歌舞伎のみかた」

原作：森鷗外　　作・演出：宇野信夫

「ぢいさんばあさん」
出演：中村扇雀、中村橋之助　ほか

募集枚数 ２０枚　※１会員４枚まで

料　　金 一等席　２，５００円（一般料金３，９００円）

申込方法 ハガキまたはＦＡＸ・ホームページにてお申し込みください。イベント名「歌舞伎鑑賞教室」
と会員番号・チケット送付先（自宅または事業所）・氏名・電話番号・申込枚数をご記入ください。

締　　切 ４月２５日（金）必着 通　　知 ５月下旬までにチケットを発送します。

歌舞伎鑑賞教室「ぢいさんばあさん」三幕
歌舞伎は観てみたいけれどチョット解りづらくて…というあなたへ！
歌舞伎鑑賞教室は解説「歌舞伎のみかた」付きで楽しく鑑賞できます！
来月号でも７月公演『歌舞伎鑑賞教室』をご案内予定です！

東京ディズニーシーパーク・ファン・パーティーを開催しました！
　３月１６日（日）に東京ディズニーシーにて“ゆう”主催のパー
ク・ファン・パーティーを開催しました！
　大人気のイベントのため、申込者は１，０００名以上！当選
された会員さまとその家族、約７００名がパーティーを楽し
みました。
　柔らかな春の日差しに包まれた会場の「ブロードウェイ・
ミュージックシアター」。シックな劇場に入場するだけでテン
ションが上がってきます！まずは白熱するプレゼント抽選会。
大きなダッフィーのぬいぐるみの当選発表に会場全体がドキ
ドキしました。
　続いてはミッキーたちのここでしか見れないオリジナル
ショー！特別なパーティーにちょっと優越感を感じられます。
　大勢のキャラクターたちの登場に大興奮！パーティー終了
後はみなさんそれぞれに春の東京ディズニーシーを満喫して
いらっしゃいました。

お土産に人気キャラクター「ダッフィー」などのディズ
ニーグッズを３０名様にプレゼント！ハガキ又はＦＡＸに

［『お土産プレゼント希望』・会員番号・氏名・送付先住
所（自宅 or 事業所）・ゆうへのコメント］を書いてお申
込みください。　【締切】４月３０日必着　
※写真の他にもご用意しています。プレゼントは選べません。

今回もお土産プレゼント！

ホームページ
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夢のスーパーサーカス第１０弾 !!

シルク・ドゥ・ソレイユ「オーヴォ」東京最終公演

コクーン歌舞伎
三人吉三

S 席　３，５００円
　　　（一般料金　４，８００円）

会場：ギャラクシティ西新井文化ホール
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

一等椅子席　９，８００円（一般料金 １３，０００円）

会場：Bunkamura シアター・コクーン
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席大人　４，５００円
Ｓ席小人　３，５００円

（一般料金６，０００円　
　　　小人４，９００円）

会場：国立代々木競技場第一体育館
枚数：各回２０枚（１会員４枚まで）
※小人：３歳～小学生
※２歳以下のお子様は保護者１名につき、１名まで膝上に限り無料。
　但し、お席の必要な場合は有料。

ＳＳ席大人　９，８００円
ＳＳ席小人　６，８００円

（一般料金 １３，５００円　小人　９，５００円）

会場：お台場ビッグトップ
枚数：３０枚（１会員４枚まで）
※小人：３歳～小学生
　　　　（３歳未満でも座席が必要な場合はチケットが必要）

ディズニー・オン・アイス

「デア・トゥー・ドリーム」
～絶対あきらめないプリンセスたちの物語～

世界無形遺産「能と狂言」
「羽衣」「蝸牛」

６／２２（日）１５：００

６／２７（金）１８：３０

観劇・コンサート
◆申込方法 専用ハガキまたは FAX・ホームページでお申込みください（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（番号）をご記入ください。
◆締　　切 ４月２５日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に５月下旬までにチケットと振込用紙を送ります。

落選通知はいたしません。（当落のお問い合わせは５/１９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。

日本の古典芸能である「能」と「狂言」。名実共に狂言師の第一人者・
野村萬斎と、能の喜多流本家・粟谷能夫一門に依る最高のキャス
トでお届けする豪華なステージです。
※未就学児入場不可

出演：中村勘九郎、中村七之助、尾上松也　演出：串田和美
節分の夜、同じ吉三の名を持つ三人の盗賊が出会い、
義兄弟の血盃を交す。僧侶崩れの和尚吉三、振袖姿の
お嬢吉三、浪人のお坊吉三。いま、運命が動き出す…。

『ＯＶＯ（オーヴォ）』はポルトガル語で”卵”草木の下で過ごすた
くさんの生き物たちが、働き、食べて、寝て、遊んだり、時に戦っ
たり、そして恋をしたり…。色とりどりの生き物たちのコミカルな
演技が、これまでに無いファンタジックな世界観を創り出します。

６／８（日）

　　１２：００

❶７／２０（日）	 １４：００

❷７／２１（月・祝）	１７：３０

一等席　７，３００円
　　　（一般料金 ９，８００円）

会場：国立劇場大劇場
枚数：１０枚
　　　　（１会員２枚まで）

前進座五月国立劇場公演

お染の七役
於染久松色読販

５／１８（日）１１：００

鮮やかな趣向、湧き立つドラマ
劇団前進座の立女形、河原崎國太郎の魅力全開の一作
お染・久松をはじめ七役を演じ分ける”早替わり”の代表作

細雪
儚くも美しい、それはまるで桜のように―

❶６／１４（土）１６：００	❷６／１５（日）１１：００

Ｓ席　９，８００円
　（一般料金　１３，０００円）

会場：明治座
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

戦争に向け、大きく時代が変わろうとしていた昭和十年代。それぞれの道
を力強く生きる、四姉妹。大切な人を思う気持ちが、心揺さぶる不朽の名作。
出演：高橋惠子、賀来千香子、水野真紀、大和悠河　他

ホームページ
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スリラーライブ　日本再上陸！

抜目のない未亡人

BACK STAGE
バックステージ

Ｓ席　１０，５００円
　（一般料金　１３，０００円）

会場：帝国劇場
枚数：各回１０枚
　　（１会員２枚まで）

S 席　２，５００円
　（一般料金　３，５００円）

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールＣ
枚数：各回１０枚
　　　　（１会員２枚まで）

王様と私
名曲「シャル・ウィ・ダンス」、心打つドラマ、

華麗なダンス！これこそミュージカル！

シスター・アクト
～天使にラブ・ソングを～

奇跡の歌声　リナ・ヴァスタ
～ヴェルディ 音楽家の家から生まれた感動！～

演出：山田和也
出演：松平　健、紫吹　淳、はいだしょうこ　他

❶７／９（水）１４：００　❷７／１０（木）１８：００

❶７／７（月）１３：３０　❷７／１８（金）１８：３０

作・構成・演出：ジャニー喜多川
主演：橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、塚田僚一、五関晃一（Ａ．Ｂ．Ｃ－Ｚ）

❶６／７（土）１７：００	❷６／１４（土）１７：００

© 宝塚歌劇団

黒柳徹子主演 海外コメディシリーズ
　「想い出のカルテット　〜もう一度唄わせて〜」

そのモチーフとなったヴェルディ「憩いの家」に住んで活躍する
80 歳を越えたソプラノ歌手が来日!!

予定曲目：ヴェルディ「運命の力」より、「椿姫」より
プッチーニ「修道女アンジェリカ」より　ほか

ジャニーズ誕生から半世紀。A.B.C-Zが伝える、その真実とは…。

５／２５（日）１３：００

６／７（土）１５：３０

６／１（日）１３：００

全席　９，０００円
　（一般料金　９，０００円）
　　※定価での販売となります。

会場：日生劇場
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席　６，８００円
　（一般料金　８，８００円）

会場：東京宝塚劇場
枚数：３０枚
　　　　（１会員２枚まで）

全席　６，５００円
　（一般料金　８，５００円）

会場：六本木ブルーシアター
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

月組公演
ミュージカル「宝塚をどり」 

プチ・ミュージカル・プレイ「明日への指針」－センチュリー号の航海日誌－

グランデ・レビュー「TAKARAZUKA 花詩集 100!!」

マイケル・ジャクソンのヒットソングをダイナミックな歌とダンスで再現する。
Jackson5を知る世代から、”Thriller＂＂BAD＂がリリースされた時には生ま
れていなかった世代までも、誰でも楽しめるコンサートスタイルのステージ。

「天使にラブ・ソングを…」のタイトルで大ヒットした映画がついにミュージカル化！
６／７：森 公美子、吉原光夫、　６／１４：瀬奈じゅん、大澄賢也

６／１３（金）１９：００

Ｓ席　７，５００円
　（一般料金　９，５００円）

会場：新国立劇場　中劇場
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

全席　６，０００円
　（一般料金　７，９００円）

会場：シアタークリエ
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

上演台本・演出：三谷幸喜
出演：大竹しのぶ、段田安則、岡本健一、高橋克実、木村佳乃、
　　  八嶋智人　ほか

大人が楽しめる極上のコメディ、異才・池田鉄洋のエキサイティング
なスターウォーズをお見逃しなく!!!
作・演出・出演：池田鉄洋
出演：相葉裕樹、植原卓也、永岡卓也、近江谷太朗、鈴木砂羽

６／８（日）１４：００
全席　４，３００円
　（一般料金　５，８００円）
会場：東京オペラシティコンサートホール
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

※未就学児入場不可

※未就学児童入場不可
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