
サービスセンターニュース
６月１０日発行◎

５月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,692
11,615

２０１４年

６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
【ホームページ申込】　http://www.yuu.or.jp

日　時 ７月２５日（金）　雨天決行 募　集 ４０名（最少催行人員　３５名）

参加費

出発着 出発：足立区役所 午前７時４５分　帰着：足立区役所／北千住駅付近午後６時１５分（予定）

行　程
足立区役所前→（首都高・常磐道）→ＪＡＸＡ筑波宇宙センター（宇宙飛行士コース・ガイド付き）
→ポティロンの森（昼食・メロンパン作りの体験）散策→キリンビアパーク取手（見学・試飲）→

（磐越道・首都高）→足立区役所→北千住駅入口付近

補助金 旅行代金は、会員と家族は２，０００円が差し引かれております。関係者の補助金はありません。
　※家族は、会員の配偶者・子・実父母です。

申　込
方　法

旅行会社《㈱新日本紀行》宛にハガキ・ＦＡＸ（電話）で、下記事項を記載して申込んでください。
●ツアー名： 「夏休み親子バスツアー」●会員番号、会員氏名、住所、電話番号（携帯）●参加さ
れる方の人数、氏名、続柄・年齢・性別

※複数の会員様が申し込まれる場合はそれぞれの会員番号をご記入ください。
※ 申し込み後３日以内（土日祝除く）に旅行会社から確認の連絡をさせていただきます。連絡がない

場合はお手数ですがご連絡をいただくようお願いいたします。

申込〆切 ７月３日（木）必着　※当落の結果は７月１０日（木）までに連絡いたします。
●ＴＥＬ	 ０３（３２９２）５９５９　午前１０時００分～午後５時まで　※土日祝日除く
●ＦＡＸ	 ０３（３２９５）５２７９　《お問い合わせ　㈱新日本紀行		担当：川田》
●郵　送	 〒 101-0062　東京都千代田区神田駿河台２－２フルノートビル	４Ｆ

その他

●添乗員は、㈱新日本紀行の社員です。　●この旅行は、㈱新日本紀行と参加者個人との契約でおこなわれます。公
益財団法人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、直接
㈱新日本紀行にお願いいたします。　●最少催行人員に満たない場合は、中止となります。この場合、㈱新日本紀行
から旅行実施日の１０日前までに連絡が行きます。

夏休み  親子 バス
　ツアー

あっせん

参加者限定
お子様（高校生以下の登録家族）
と保護者とさせていただきます。

会員 家族 関係者
大　人 ５，６００円 ５，６００円 ７，６００円
小学生 ４，８００円 ６，８００円

未就学児童 ４，３００円 ６，３００円

※ キャンセル料はすべて関係者料金を基本と
して旅行会社の基準により算定されます。

※ ３歳以下は無料（バス座席無し）
※昼食はバーベキュー食べ放題

旅行主催会社　株式会社・新日本紀行 ( 東京都登録旅行業者第 2-905 号 )

◆夏休みの自由研究にもお役立てください。JAXA 筑波宇宙センター（専門ガイド付き）で学ん
だあとは、一緒にメロンパン作り、見学や体験で楽しい夏休みの 1 ページを作りましょう!!
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潮干狩り券販売中
潮干狩り券を販売しています。夏休みまで楽しめる潮干狩り!!
お好きなときにご家族やお友達とお楽しみください。（利用期間　７月３０日まで）

場　　所
千葉県木更津市江川海岸　http://www.egawa-gyokyou.or.jp
☎０４３８－４１－２２３４（代）　江川漁業協同組合　Ρ　有（無料）

販売期間 窓口販売　～７月２５日（金）まで　　郵送受付　～７月１８日（金）到着分まで　随時発送

料　　金
大人　中学生以上 １，０００円 （一般 １，４００円）
子供　４歳～小学生 ５００円 （一般 ７００円）
　※採貝大人２ｋｇ、子供１ｋｇまで無料　（超過料金…１ｋｇにつき８００円）

枚　　数 １会員６枚まで
申込方法 窓口または専用ハガキ・FAX・ホームページに必要事項を記入してお申し込みください。

６
月

10 ㈫ 11㈬ 12㈭ 13㈮ 14㈯ 15㈰
7:30
～
10:30

8:00
～
11:30

8:00
～
12:30

8:30
～
13:30

9:30
～
14:00

10:00
～
14:30

16㈪ 17㈫ 18㈬ 19 ㈭ 20 ㈮ 21㈯ 22㈰ 23㈪ 24㈫ 25㈬ 26㈭ 27㈮ 28㈯ 29 ㈰ 30 ㈪
11:00
～
15:00

12:00
～
15:00

13:00
～
15:30

※ ※ ※ ※ ※
7:30
～
10:30

8:00
～
11:30

8:30
～
12:30

9:00
～
13:00

9:30
～
13:30

10:00
～
14:00

10:30
～
14:30

７
月

1㈫ 2㈬ 3㈭ 4㈮ 5㈯ 6㈰ 7㈪ 8㈫ 9 ㈬ 10 ㈭ 11㈮ 12㈯ 13㈰ 14㈪ 15㈫
11:30
～
14:30

12:00
～
15:00

※ ※ ※ ※ ※ ※
7:00
～
10:00

7:30
～
11:00

8:00
～
12:00

8:30
～
13:00

9:30
～
13:30

10:00
～
14:30

11:00
～
14:30

16㈬ 17㈭ 18㈮ 19 ㈯ 20 ㈰ 21㈷ 22㈫ 23㈬ 24㈭ 25㈮ 26㈯ 27㈰ 28㈪ 29 ㈫ 30 ㈬ 31㈭
12:00
～
15:00

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
8:00
～
11:00

8:30
～
11:30

9:00
～
12:30

9:30
～
13:00

10:00
～
13:30

11:00
～
13:30

11:30
～
14:00

※

2014年（平成２6年）　潮見表 赤文字は、日曜・祝・祭日　青文字は土曜日
下記の時間帯が潮干狩に適しますが、当日の気象条件により多少変化します。※印の日は、潮干狩はできません。

ホームページ

公益財団法人　足立区勤労福祉サービスセンター

鴨川シーワールド　感謝月間のお知らせ

●期間：平成２６年７月１日（火）〜７月３１日（木）

入園料金　大人（高校生以上）	 ２, ０００円×　　　名
　　　　　小人（４歳〜中学生）	 １, ０００円×　　　名

＊この利用部分を切り取り、ご利用人数を記入の上、窓口にご提出ください。

＊この用紙１枚で５名様までご利用いただけます。

ホームページ：www.kamogawa-seaworld.jp
コピー可・利用補助券併用可

“鴨川シーワールド”が期間限定で、
　通常の割引より更にお得な料金でお楽しみいただけます！

●有効期間：７月１日（火）～３１日（木）
●下記の優待券を切り取って入園窓口でお持ち下さい。
● 当センターの「レジャー施設利用補助券」も合わせて

利用しますと、特別料金からさらに４００円割引！

区分 特別料金 一般料金

大人（高校生以上） ２，０００円 ２，８００円

小人（４歳～中学生）１，０００円 １，４００円
期間限定で通常の割引より更にお得な料金でお楽しみいただけます！

鴨川シーワールド ７月感謝月間のお知らせ
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ホームページ

ホームページ

としまえん 【８月分】１日フリーパス《抽選販売》

西武園ゆうえんち　１日フリーパス販売中

東武動物公園　１日フリーパス販売中

としまえんのフリーパス８月分はプールとのりもの乗り放題で毎年大好評です！
お申し込みは専用ハガキ、FAX、ホームページで下記のとおりお申込みください。

利用有効期限
平成２６年８月１日（金）～８月３１日（日）
※雨天等による振替・払戻はできません。

料 金
１枚	１,０００円　※大人・小人共通、３歳未満無料

（一般料金：大人４，５００円・小人３，５００円）販売枚数 １,０００枚

申 込 方 法
１会員５枚まで　専用ハガキ、ＦＡＸ、ホームページにて「イベント名：としまえん８月分」

「会員番号」「会員氏名」「送付先（自宅か勤務先）」「申込枚数」を記入してください。

申 込 締 切 ６月２７日（金）午後５時必着　※申込締切後のキャンセル・変更はできません。

発 送
発送予定日：７月中旬発送予定
申込多数の場合は抽選販売となります。（落選の通知はありません）
抽選結果はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

利用有効期限
「６月３０日まで」と「平成２７年３月３１日まで」の２種類　
　※雨天等による振替・払戻はできません。

料 金

【６月末までの季節券】	 １枚	 ５００円（１０枚まで）
【来年３月末までの通年券】	１枚	 ７００円（　５枚まで）
※大人・小人共通、３歳未満無料

（一般料金：大人３，３００円・小人２，８００）

申 込 方 法

窓口販売または電話でもお申込みいただけます。ハガキ・ＦＡＸ
の場合は「イベント名：西武園ゆうえんち【季節券】又は【通年
券】」「会員番号」「会員氏名」「送付先（自宅又は勤務先）」「申込
枚数」を明記してください。
注意　希望チケットが【季節券】か【通年券】かを必ずご記入ください！　　
　※記入がない場合は【来年３月末までの通年券】とさせていただきます。

利用有効期限
平成２７年３月３１日まで
※雨天等による振替・払戻はできません。

料 金
１枚	１，３００円　※大人・小人共通、３歳未満無料

（一般料金：大人４，８００円・小人３，７００円）

申 込 方 法

１会員１０枚まで　年度２０枚まで　窓口販売または
電話でもお申込みいただけます。ハガキ・ＦＡＸの場合
は「イベント名：東武動物公園」「会員番号」「会員氏名」「送
付先（自宅か勤務先）」「申込枚数」を明記してください。

刺青・タトゥー・シール・
ペイントをされた方の入場
は禁止されております。

刺青・タトゥー・シール・
ペイントをされた方の入場
は禁止されております。

刺青・タトゥー・シール・
ペイントをされた方の入場
は禁止されております。

◆ 西武園ゆうえんちは有効期限が【６月末まで】と【来年３月末まで】の１日フリーパスを販売してい
ます。　※プール＆のりもの乗り放題は、通年券をご利用ください。※夏休み中、プール毎日営業 

東武動物公園は入園＆のりもの乗り放題で夏はプールも楽しめます！
東武スーパープール営業日　７／１９（土）～９／７（日）、９／１３（土）、９／１４（日）、９／１５（月・祝）

としまえん【７月分】販売中！《１枚 ７００円・電話申込可》　※プールは７／１２（土）～８／３１（日）まで毎日営業

ホームページ

☎

☎
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開 催 日　平成２６年７月２７日（日）
会　　場　東京ディズニーランド「ショーベース」
時　　間　午前 １１： １５～１１：４５（開場は午前１０：４５）
  ※時間が変更になりました。

募集定員　７００名　※申込者多数の場合は抽選となります。

ワンデー

パスポート付き！

　夢と魔法の王国 “東京ディズニーランド” で、心躍るパーティーに参加しませんか？

　 で東京ディズニーランド内『ショーベース』を借り切って、ディズニーキャラクターたちの

楽しいショーやプレゼント抽選会のあるパーティーを開催します！
　もちろんパーティー終了後は東京ディズニーランドを自由にお楽しみいただけますので、新たに始ま

ったキャッスルプロジェクション『ワンス・アポン・ア・タイム』を楽しむこともできますよ！

◆ 対 象 ◆ ①「会員と家族」及び②「その他の家族」のみです。
◆ 参 加 費 ◆

※参加費には「１DAY パスポート料金」と「パーティー参加費」が含まれています。

◆申し込み◆ 下記を参照のうえ専用ハガキ、ＦＡＸ、ホームページでお申し込みください。
★	①の家族の範囲：会員の配偶者・子・実父母です。②のその他の家族の範囲：会員の孫、
兄弟姉妹です。①と②以外の方のお申し込みはできません。同居・別居は問いません。
★会員番号、会員氏名、送付先（自宅 or 勤務先）、参加人数、参加者全員の『氏
名』・『続柄』と『料金区分（大人・中人・小人のいずれか）』を必ず記入。
※専用ハガキ、専用FAXでのお申し込みの場合、「料金区分」は「年齢」に記入してください。
※ に家族登録がない場合は料金区分①に該当しません。申込前に家族登録をお願いします。

★年齢は開催当日を基準としています。
★３歳以下は無料のため申込の記入は不要ですが、席は用意されませんのでご了承ください。
★東京ディズニーリゾート特別利用券はご利用できません。
★	申込数を取りまとめてのチケット発注となりますので締切後のキャンセルや変更はできません。
★	申込者多数の場合は、抽選となります。

◆ 締 切 ◆ 平成２６年６月１８日（水）　※申込者多数の場合は抽選となります。

◆ 通 知 ◆ 当選者には当選通知及び請求書を平成２６年６月下旬にお送りします。パスポートチケット及び
パーティー入場券は平成２６年７月下旬発送を予定しております。※落選者への通知はいたしません。

東京ディズニーランドパーク・ファン・パーティー

シンデレラ城が魔法で絵本に！
新ナイトエンターテイメント

『ワンス・アポン・ア・タイム』
が登場！ パーティーの後も夜
まで楽しめます！

７/８から「ディズニー夏祭り」開催!!

料金区分 大人（18 歳以上） 中人（12 歳～ 17 歳） 小人（4 歳～ 11 歳）

① 会員と配偶者・子 ･ 実父母 ５，０００円 ４，５００円 ３，５００円
② 会員の孫・兄弟姉妹 ７，０００円 ６，２００円 ５，０００円

※当選者は ホームページにて６月下旬に発表予定。

ホームページ
®
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　２０１４年夏、宇宙に挑み続ける人類の限りない夢と情熱の記録が幕張メッセに集結します。
　マーキュリー計画からアポロ計画を経てスペースシャトル、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ） に至るまでのＮＡＳ
Ａを中心とした有人宇宙開発を紹介するほか、「はやぶさ」「きぼう」「イプシロンロケット」など日本の宇宙開発
の取り組みも一堂に展示します。火星探査車「キュリオシティ」（ＮＡＳＡ製作実物大モデル）も登場予定です。

開催日時
平成２６年７月１９日（土）～　９月２３日（火・祝）
　　９：３０～１７：００（入場は閉場の３０分前まで）
※会期中無休

会　　 場 幕張メッセ　国際展示場　１０・１１ホール

斡旋料金

一 般 １,７００円 （当日券 ２，５００円）
高校・大学生  ８００円 （当日券 １，５００円）
小・中学生 ４００円 （当日券 ９００円）

　※未就学児無料
　※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名は無料

申 込
販売方法

● 窓口販売　　９月１９日（金）まで　　　　

● はがき／ＦＡＸ／ホームページ　９月１２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

「宇宙博 2014 － NASA・JAXA の挑戦」 ホームページ

さあ、光の国へ。　～光の国をみんなで探検しよう～
今年の夏はウルトラマンの故郷、M78星雲　光の国がテーマです。
光の国への入国を許可しよう。ウルトラヒーローに会いに行こう！

大迫力のライブステージは１日５回開催、その他アトラクションも充実。
開 催 日 ７月２５日（金）～８月３１日（日）全３８日間

会　　場
池袋・サンシャインシティ文化会館４階　展示ホールB
〒 170-8630　豊島区東池袋３−１

開催時間 １０：００～１７：３０（最終入場　１７：００まで）

料 金 大人	 １，１００円	（中学生以上）	 「通常料金（当日券）	１，９００円」	
子供	 ６００円	（３歳～小学生）	「通常料金（当日券）	１，３００円」※２歳以下無料。

申込方法

●１会員大人・子供合わせて６枚まで。
●窓口販売…在庫を確認のうえご来所ください。
●専用はがき、ＦＡＸ、ホームページにて会員番号・会員氏名・送付先
　（自宅か勤務先）・券種別・申込枚数を記入してください。
●申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

申 込
締 切 日

郵送……８月２０日（水）まで
窓口……８月２９日（金）まで

そ の 他

●会場入場前にライブステージの指定席券とお引き換えください。
●ライブステージでのフラッシュ撮影および、　動画撮影は
　お断りいたします。
●各回定員になり次第締切りいたします。　　　　　　　 ⓒ円谷プロ

ホームページ

国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟と地球
©JAXA/NASA

火星探査車「キュリオシティ」
©JAXA/JPL-caltech/NASA
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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・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

施設概要

●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 毎週木曜日　※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　JOY 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（その他年末年始、お盆）

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カ所のスポーツクラブが利用できます。どうぞ健康づくりにご利用ください。
※事前に で利用券をお買い求めのうえご利用ください。

スポーツクラブ利用券 ホームページ

ホームページ

区内施設（１３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。

申込方法 専用ハガキ・FAX・ホームページに必要事項を記入のうえお申し込みください。
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

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。

体育館・プール利用回数券販売中

完売
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スパリゾートハワイアンズ入場券

前期分を販売しています。

申込方法
●専用ハガキ・FAX・ホームページに必要事項（事業名・会員番号・名前・電話番号・枚数・
　送付先〈自宅＆勤務先〉を記入のうえお申込ください。）

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９月３０日（火） まで

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。

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
● 専用ハガキ・ＦＡＸ・ホームページに必要事項（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。

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、郵便局で振込みか、 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）…８／１４（木）～８／１７（日）、１２／３０（火）～１／３（土）
　　※５時間を超えると１時間につき超過料金５４０円
● 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…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を販売しています。どうぞご利用ください。

ホームページ

ホームページスパリゾートハワイアンズ入場券の追加販売

各種補助金請求や給付金請求には必ず印鑑が必要です。

スタンプ印（シャチハタ）では、手続きができません。また、窓口にて手続きをされる場合は、

必ず印鑑をご持参くださいますようお願いいたします。印鑑がありませんと手続きができません
のでご注意ください。

ご注意ください！　各種手続きの印鑑について
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「マダム・タッソー東京」と「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」 ホームページ
オープンチケット

販売

昨年好評をいただいた「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」その隣の「マダム・タッソー東京」
のオープンチケットを販売いたします。日時指定無しで優先入場できるお得なチケットです。レゴランド
は中学生以下の子供の同伴が必要です。大人のみの入場ができなくなりましたのでご注意ください。

「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」及び「マダム・タッソー東京」共通事項
◆申込方法　ハガキ・FAX・ホームページにて次の事項を記入して へお申し込みください

希望チケット名（「レゴランド」又は「マダム・タッソー」）・会員番号・会員氏名・希望枚数（「マダム・タッソー」は大人・小人を記入）・
送付先住所（自宅又は勤務先）　※両方のチケットを申し込む場合には、それぞれ申込書をご記入ください。

◆	オープンチケットになりますのでチケットお渡しから有効期限までであれば、利用の日付指定はありません。
◆申込枚数が販売枚数を超えた場合、抽選とさせていただきます。※落選者への通知はありません。
◆ 申込締切日：６月２７日（金）午後５時必着　チケット発送日：７月上旬予定     　締切後のキャンセル・申込枚数の変更はできません。

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, 
the Minifigure and LEGOLAND are trade marks of the LEGO 
Group. © 2014 The LEGO Group.

《広告》小さなお葬式

レゴランド・ディスカバリー・センター東京

オープンチケット（日付指定なし）

1,400円 ※大人、小人（３歳以上）同一価格
（当日一般価格：2,300 円）

有効期限　平成２６年１２月末
販売枚数　限定３００枚
一会員５枚まで（マダムタッソーとは別）

マダム・タッソー東京
オープンチケット（日付指定なし）

大人（中学生以上）	 1,300円
小人（３歳～小学生）	 1,000円

（当日一般価格：大人 2,000 円 小人 1,500 円）
有効期限　平成２６年１２月末

販売枚数　限定１５０枚（大人小人合計）

一会員５枚まで（レゴランドとは別）

◆和田アキ子の等身大フィギュアが登場
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開催日時

平成２６年７月１９日（土）～９月２３日（火・祝）
　　９：３０～１７：３０（金曜日と８／１２～１７は２１：００まで）
　　　※入室は閉室３０分前まで
休室日　毎週月曜日、７／２２、９／１６（ただし７／２１、９／１５、９／２２は開室）

会　場 東京都美術館　企画展示室　（東京・上野公園）

斡旋料金

一　般 ９００円（当日券 １，６００円）
学　生 ７００円（当日券 １，３００円）
高校生 ４００円（当日券 ８００円）
６５歳以上 ６００円（当日券 １，０００円）
　※ 中学生以下は無料
　※ 毎月第３土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、１８歳未満の子

を同伴する保護者（都内在住）は一般当日料金の半額
※ 身体障がい者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、

被爆者健康手帳をお持ちの方と、その付添の方 ( １名まで ) は無料
※ 毎月第３水曜日はシルバーデーにより、６５歳以上の方は無料。混

雑が予想されます。　＊いずれも証明できるものをご持参下さい。

申　込
販売方法

●窓口販売  ９月１９日（金）まで ●はがき／ＦＡＸ／ホームページ  ９月１２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

こども展 ～６月２９日（日） 窓口　～６／２７
〒ＦＡＸ／ホームページ　～６／２０ From ４月号

法隆寺―祈りとかたち ～６月２２日（日） 窓口　～６／２０
〒ＦＡＸ／ホームページ　～６／１３ From ５月号

デュフィ展 ～７月２７日（日） 窓口　～７／２５
〒ＦＡＸ／ホームページ　～７／１８ From ５月号

特別展
台北　故宮博物院 ～９月１５日（月・祝） 窓口　～９／１２

〒ＦＡＸ／ホームページ　～９／５ From ５月号

ボストン美術館
華麗なるジャポニスム展 ～９月１５日（月・祝） 窓口　～９／１２

〒ＦＡＸ／ホームページ　～９／５ From ５月号

オルセー美術館展
印象派の誕生 ～１０月２０日（月） 窓口　～７／８

〒ＦＡＸ／ホームページ　～７／７ From ５月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中　☆☆ ホームページ

○ぐるっとパス２０１４・東京シティビューのチケットも引き続き販売中です。

メトロポリタン美術館　古代エジプト展　女王と女神 ホームページ

アメリカの美の殿堂、ニューヨークのメトロポリタン美術館。同館のエジプト・
コレクションから、“女性”をテーマに選りすぐった約２００点を日本初公開します。

≪二つのガゼルの頭がついた冠≫
Purchase, George F. Baker and Mr. and Mrs. V. 

Everit Macy Gifts, 1920 (26.8.99)

Images Ⓒ The Metropolitan Museum of Art.

≪ハトシェプスト女王像の頭部≫
 Rogers Fund, 1931 (31.3.153)
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会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で

７月から９月までに
　　　追加入会していただくと

入会金無料＆記念品を進呈！

　公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター“ ”では、会 員 様 のスケ ールメリット

を より高 め る た め 、「会員拡大キャンペーン」を展開します。
キャンペーン期間中の７月１日（火）から９月３０日（火）までに同一事業所で会員様を追加入会

されますと、入会金２００円が無料＆入会月に応じた相当額の記念品（区内共通商品券又は

クオカード）をプレゼントいたします！

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

会員拡大キャンペーン手続き

ゆうに加入している

事業所様

①“ ”へ「会員拡大キャンペーン」手続き書類を

請求する（会員番号をお伝えください）

「会員拡大キャンペーン」手続き書類を送付します

②“ ”から届いた必要書類に記入し返送する

振込用紙で郵便局から会費を振り込む

書類返送と入金確認ができ次第、会員カードや

利用ガイドなどと一緒に記念品を送付します

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
円を郵便局で振込んでください。（１０月以降は半年ごとに、指定口座より引き落とさせていただきます。）会費を納
入いただいた段階で、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」を展開予定！足立区内
全戸配布の「公社ニュースときめき」７月号（７月初旬配布予定）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、「会員拡大キャンペーン」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！　
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東京ドーム巨人戦チケット	第３弾！
東京ドーム「巨人戦のチケット」第３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 ハガキ・FAX・ホームページ共　６月２７日（金）　午後５時必着
◉ 発　送 ７月上旬の予定

日　　程
８／１ ８／２ ８／３ ８／８ ８／９ ８／１０ ８／１２

金 土 日 金 土 日 火

対　　戦 広　　島 中　　日 阪　　神

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

日　　程
８／１３ ８／１４ ８／２２ ８／２３ ８／２４ ８／２６ ８／２７

水 木 金 土 日 火 水

対　　戦 阪　　神 中　　日 阪　　神

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

日　　程
８／２８ ９／１２ ９／１３ ９／１４ ９／１９ ９／２０ ９／２１

木 金 土 日 金 土 日

対　　戦 阪　　神 DeNA ヤクルト

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

ホームページ

◆随時電話で受付中（先着順）

日 	 程
６／１７ ７／１４ ７／１５ ７／１６

火 月 火 水

対 	 戦 オリックス ヤクルト ヤクルト ヤクルト

券
種
ビームシート １ ２ １ 完売
スカイ４ 1 完売 １ １

開 始 時 間 18：00 18：30 18：30 18：30

東京ドーム	プロ野球巨人戦チケット（前回募集分・発売中）

◉ 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）

◉ 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。

巨人軍オリジナルグッズをプレゼント！！
東京ドーム巨人戦チケット（第３弾）をご購入いただいた皆様の中から、抽選で６名の方に巨人軍オリジナルグッズ

（特製レプリカユニホームなど）をプレゼントいたします。当選者は、商品の発送をもって変えさせていただきます。
発送は、７月上旬を予定しています。（プレゼントは選べません）

東京ドーム座席表

ビームシート

スカイ４
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①  利用したいレストランの予約先へ「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をしてください。
② 専用ハガキ・FAX・ホームページ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…会員番号、会員氏名、レストラン名、利用日、コース名、利用枚数、区分（大人・小人等）、チケット送付先（自宅・事業所）、日中連絡のつく電話番　
⑤利用期間　各レストランの期間や除外日を確認してお申込みください
⑥料金には、税・サービス料を含みます。

食事チケット共通申込方法　１会員 ６枚までです

ホテルオークラ東京ベイ

浅草ビューホテル

食事券　継続案内　　下記レストランの食事チケットをご案内中です。

ホームページ

※ メニューは時季により変わることがあります。
　写真はすべてイメージです。

会　場　名　 レストラン　フォンタナ

ドルフィンランチ
時間　１２：００～１４：００

期間　平成２６年６月９日（月）～９月３０日（火）

料金　　大人　２，３００円（通常　３，３００円）　　　　　
　　　　子供　１，３００円（通常　２，０００円）　（４歳～小学生）

料理内容
◆メインディッシュ　（コーヒー・紅茶付き、その他飲み物は別途）

大人　肉料理・魚料理等　三品より一品選択
　※７月１日～７月８日のメイン料理は、ローストビーフとなります。
子供 ハンバーグ　

◆ブッフェ料理　（食べ放題）・魚介のガンバス／・スパニッシュオムレツ／・パスタなど１４種
※８月９日～１７日、９月１３日～１５日、９月２０日～２３日はファミリーバイキング期間とし、すべてバイキング形式でのご用意となります。

スプラッシュドルフィン
サマーバイキング
時間　１７：００～２０：３０

（最終入店時間）
２時間制　

期間　平成２６年７月１１日（金）～９月７日（日）

料金　大人　３，８００円（通常５，１５０円）　シニア（６０歳以上）３，５００円（通常４，８５０円）
　　　小学生　８００円（通常１，７００円）　４～６歳　４００円（通常８５０円）
　　　コーヒー・紅茶付　その他飲み物は別途

料理内容　（食べ放題）
◆カーヴィングサービス　・ハーブ豚コンフィのステーキ／・牛肉のペティステーキなど９種
◆温製料理　・手羽先＆手羽元のケジャンスパイス揚げ／・スペイン産生ハムコロッケなど８種
◆冷製料理　・コールドビーフ／・手巻き寿司／・生春巻き／・サラダバーなど１３種
◆デザート　・１０種

利用期間 平成２６年６月１０日（火）～９月３０日（火）

除 外 日 7 月 26 日（土）、7 月 27 日（日）

　２６階　　スカイグリルブッフェ＆バー　「武蔵」　　　　　約５０種類の和洋中ブッフェ
ラ
ン
チ
ブ
ッ
フ
ェ

平　日（９０分間） 時間 第１部　１１：３０～１３：００
  第２部　１３：１５～１４：４５

大人（中学生以上）	 ２，５００円（通常３，４８０円）
小学生　　　　　　１，５００円（通常２，４３０円）

土日祝日（９０分間） 時間 第１部　１１：３０～１３：００
  第２部　１３：１５～１４：４５

大人（中学生以上）	 ３，０００円（通常３，９８０円）
小学生	 ２，０００円（通常２，７８０円）

デ
ィ
ナ
ー
ブ
ッ
フ
ェ

平　日（１２０分間） 時間 第１部　１７：３０～１９：３０
  第２部　１９：４５～２１：４５

大人（中学生以上）	 ３，５００円（通常４，４８０円）
小学生	 ２，５００円（通常３，１３０円）

土日祝日（１２０分間） 時間 第１部　１７：３０～１９：３０
  第２部　１９：４５～２１：４５

大人（中学生以上）	 ４，０００円（通常４，９８０円）
小学生	 ２，７００円（通常３，４８０円）

　◎ドリンクバー付（アルコール類は別途になります）　◎８月１１日（月）～１５日（金）は土日祝日料金となります。

※　お席は、必ずしもスカイツリー側とは限りません。

●京王プラザホテル　「スーパーブッフェ」
平成２６年４月１日～６月３０日　詳しくは「From 」４月号をご覧ください。

●ホテル椿山荘東京　「ほたるの夕べディナーブッフェ」
平成２６年５月２０日～７月１３日　詳しくは「From 」５月号をご覧ください。

●伊勢海老料理　中納言　銀座店
平成２６年５月１０日～９月３０日　詳しくは「From 」５月号をご覧ください

予約先	０４７－３５５－３３４５

予約先 ０３－３８４２－３７５１

千葉県浦安市舞浜１－８　京葉線舞浜駅よりディズニーリゾートラインのベイサイド・ステーション下車徒歩約３分

台東区西浅草 3-17-1　　・つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩すぐ前　・東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩１０分。
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期 間 ７月１日（火）～９月３０日（火）　※東京湾大華火祭開催日は使用できません

時 間 １９：１５	竹芝客船ターミナル出航  ～ 東京湾周遊 ～ ２１：００	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 ７００円 （一般料金 １，０５０円）　　　　１会員６枚まで
●小学生 ３００円 （一般料金 ５５０円）　　　　　

販売期間
窓口　６月１６日（月）～９月２７日（土）
郵送　９月１７日（水）午後５時必着
　※ 申込・購入後のキャンセル・払戻はしませんので、必ず東海汽船に予約してからお申込みください。

毎年大好評！！東京湾納涼船チケット販売開始します。

国立演芸場入場券　販売中

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・サワー各
種・ジュース・ウーロン茶飲み放題（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に予約後、 に申し込んで
ください。

ホームページ

ホームページ

申 込 方 法 窓口・ハガキ、ＦＡＸ。ホームページ
会 場 国立演芸場　　地下鉄永田町駅　徒歩５分
料 金 １，０００円（一般２，１００円）演目１回につき１会員５枚まで
利 用 期 間 平成２７年３月中席まで

～落語・講談・漫談等を楽しんで頂けるよう 窓口で入場券を販売しています～
この入場券は定席（じょうせき）公演のみ使用できます。

上席（上席）毎月  1～10日　　中席（中席）毎月11～20日
各共通券になりますので、各席期間は使用できます。（全席指定）

※事前にお席をご予約いただけます。　０５７０－０７－９９００
※貸切日を除く。（公演予定はホームページでご確認ください。　http://www.ntj.jac.go.jp/
※公演演目は前月末に発表になりますので、国立演芸場へ電話、またはインターネットでご確認ください。

《広告》はせがわ〈新規指定店〉
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観劇・コンサート

１２人のヴァイオリニスト ファミリーコンサート
〜親子で楽しむクラシック〜

バカ殿 明治座襲来
志村魂

明治座の舞台に笑いと感動が舞い降りる！

Ｓ席　８，５００円
　　　（一般料金　１１，０００円）

会場：明治座
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

Ｓ席　７，０００円
　　　（一般料金　８，５００円）

会場：明治座
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席　３，５００円
　　（一般料金　５，０００円）

会場：シアター１０１０
枚数：各回１０枚
　　　　（１会員２枚まで）

白石加代子 百物語シリーズ 第三十二夜
ついにファイナル公演！

島津亜矢 特別公演
聴く人の胸を熱くさせる迫力の熱唱！

Ｓ席　８，０００円
　（一般料金　１０，０００円）

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

長良グループ

演歌祭り２０１４

◆申込方法 専用ハガキ・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 ６月２５日（水）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に７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７／１５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２０１４　P34 をご覧ください。

❶８／２（土） １６：００　❷８／３（日）１１：００ ❶８／２３（土） １７：００　❷８／２４（日）１３：００

❶８／２９（金）１８：３０ ❷８／３０（土）１５：００ ８／１０（日） １４：００

第９８話　三島由紀夫「橋づくし」
第９９話　泉鏡花「天守物語」

ホームページ

８／２３（土）１３：００ ８／３０（土）１５：３０

Ｓ席指定

大人　７，８００円
小人　３，５００円
　　　（一般料金 大人９，８００円
 小人５,０００円）

会場：四季劇場〈春〉
枚数：２０枚（１会員４枚まで）

※小人：３歳～小学校６年生

全席指定一般   １，５００円
全席指定（高校生以下）  ８００円
　　　（一般料金 一般２，５００円
　　　　　　　　高校生以下１, ５００円）

会場：ギャラクシティ西新井文化ホール
枚数：２０枚（１会員４枚まで）
出演：１２人のヴァイオリニスト、金山千春（ピアノ）
演奏予定曲目：
カノン／パッヘルベル、ラ・カンパネラ／リスト、
プリンセス・ストーリーズ　他

出演：山川豊、田川寿美、水森かおり、氷川きよし、
　　  はやぶさ　ほか

一幕一場：「バカ殿様」
一幕二場：コントライブ　
二幕一場：志村けん三味線独奏
二幕二場：「一姫二太郎三かぼちゃ」

出演：志村けん／ダチョウ倶楽部　ほか

構成・演出：鴨下信一
出演：白石加代子

第１部　おしずの恋
第２部　島津亜矢コンサート2014
　　　　劇場版スペシャル「白紅」〜貫き通す〜
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８／１６（土）１１：００

９／７（日）１３：００

８／９（土）１２：３０

９／３（水）１５：００

８／３（日）１４：００

雪組公演
宝塚傾奇絵巻『一夢庵風流記前田慶次』
グランド・レビュー『My Dream TAKARAZUKA』

平成中村座ニューヨーク公演凱旋記念

中村勘九郎 中村七之助 錦秋特別公演１０周年記念
朗読劇

山本周五郎「柳橋物語」
～おせん、私は生きていく～

Ｓ席　６，８００円
　（一般料金　８，８００円）

会場 : 東京宝塚劇場
枚数：４０枚
　　　（１会員２枚まで）

S 席　５，５００円
　　　　（一般料金　７，０００円）

会場：ゆうぽうとホール
枚数：２０枚（１会員２枚まで）

WarHorse
ウォー・ホース ～戦火の馬～

ミス・サイゴン

ナプア・グレイグ
＆　　

ハワイアン・フラ・ガールズ

８／２２（金）１４：００

Ｓ席　６，８００円
　　　（一般料金 ９，０００円）

会場：青山劇場
枚数：１０枚
　　　（１会員２枚まで）

Ｓ席　１０，５００円
　　　（一般料金 １３，０００円）

会場：東急シアターオーブ
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

全席 ４，５００円
　　（一般料金　６，０００円）
会場：日本橋三越劇場
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席 ５，７００円
　　（一般料金　７，５００円）

※４歳以上入場可

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールＣ
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席 １０，０００円
　　　（一般料金　１３，５００円）

会場：帝国劇場
枚数：各回１０枚
　　（１会員２枚まで）

ガラスの仮面
原作／美内すずえ

出演：中村勘九郎、中村七之助　他

葉加瀬太郎がイベント・アドバイザーを務める夏の野外フェスティバル、回
を重ねる毎に規模や出演アーティストを拡大させ今年で１３回目を迎える。
今年も葉加瀬太郎がどんなサプライズを仕掛けてくるのか注目のフェス。

❶８／１０（日）１２：３０　❷８／２０（水）１９：００

❶８／１６（土）１７：００　❷８／１７（日）１７：００

原作：「柳橋物語」（新潮文庫より）
上演台本・演出：笹部博司
出演：長山藍子

©宝塚歌劇団

出演：貫地谷しほり、マイコ、浜中文一（関西ジャニーズ jr）、
　　　小西遼生、一路真輝

少年と馬の友情に世界が泣いた…スピルバーグも感動し映画化 !
世界で話題の大作、初来日公演 !!

ブロック指定 大人 ７，０００円
ブロック指定 小学生 ５００円
　（一般料金 大　人　８，８００円
　 小学生　１, ２００円）
※レジャーシート付き、未就学児童入場無料

会場：夢の島公園陸上競技場
枚数：１０枚（１会員４枚まで）

※おみやげ付き

8/16：駒田一、笹本玲奈、上野智也、岡幸二郎、三森千愛、　
　　　泉見洋平、池谷祐子
8/17：市村正親、笹本玲奈、上野智也、岡幸二郎、木村花代、
　　　神田恭兵、池谷祐子

本場ハワイで最大規模のフラ競技会、
メリー・モナーク・フェスティバルで常連入賞！ナプア率いる今が旬の
ハワイアンアーティストが、バンドの音色に合わせて華麗に歌って踊る、
夏ならではのエンターテインメントをお贈りします。

※製作：松竹㈱

※雨天決行・荒天中止

〜原作：隆慶一郎
 「一夢庵風流記」（新潮文庫刊）〜



《広告》東京マリアージュ
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