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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 平成２６年１０月５日（日） 募集人数 ５０名　※申込多数の場合は抽選

参 加 費

会員　３，５００円　　家族５，０００円　　関係者　６，５００円
●参加費には、セミナー代、昼食代が含まれています。会場までの交通費は含まれていません。
●家族は、会員の配偶者、実父母、子です。その他の方は関係者扱いとなります。
●参加対象　３５歳以上

セミナー
当日

●集合時間　　　１０時１５分　厳守
●集合場所及び　フクラシア東京ステーション　６階
　セミナー会場　　　千代田区大手町２－６－１　朝日生命大手町ビル
　　　　　　　　　　（ＪＲ東京駅・地下鉄大手町から地下直結）
●当日の流れ　　セミナー　１０：３０～ １３：００ → １３：３０～レストランで昼食
　　　　　　　 　※昼食後各自解散

申込方法

専用ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから　　イベント名「ライフプランセミナー」
必要事項（会員番号、会員氏名、住所、電話番号、送付先、参加される方の人数、参加者名、続柄、
年齢、性別）を記入し、サービスセンター に送付してください。
　※複数の会員様が申込まれる場合はそれぞれの会員番号をご記入ください。

締 切 日 ９月１０日（水）午後５時《必着》 通知発送 ９月１９日（金）頃

ライフプランセミナー

「好感度アップセミナー」
　　　　　　　　＆高級シュラスコ極上ランチ

〜お肉・サラダ・デザートが食べ放題〜

　人とふれあう楽しさを再発見して、あなたをさらに輝か
せてはみませんか。セミナーのあとは、新丸ビル内の高級
シュラスコ料理店「バルバッコア・クラシコ丸の内」で、
極上ランチを味わっていただきます。
（シュラスコ料理は、牛、豚、鶏肉等を余分な
脂肪を落としながら焼き上げる本場ブラジルの
バーベキューです。）

演劇やバレエのエッセンスを取り入れたワーク等を通して、周りに好印象を与え、
豊かなコミュニケーションを実現するための会話術を学ぶセミナーです。

講師は、元バレエダンサーで、体感型相互
学習スタイル研修など、各方面で活躍中の
野原秀樹先生をお招きします。
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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９月までに
追加入会されますと

入会金無料＆記念品を進呈！
※記念品は足立区内共通商品券かクオカードから選択

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ください。
（１０月以降は半年ごとに、現在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。
　※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の対象となりません。

まだ“ ”に加入していない事業所で新たに加入される方には「新規入会キャンペーン」実施中！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。

電話又は Fax いただければ、手続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 !

品 名 新潟魚沼産　こしひかり（２６年産新米）

料 金
（Ａ） ５kg …　２，７００円（一般価格４, ０００円　税送料込）
（Ｂ） １０kg …　５，３００円（一般価格７, ５００円　税送料込）
　※商品発送は１０kg 申し込みの場合は５kg 詰袋２袋となります。

申込み口数 １会員（Ａ）（Ｂ）合わせて２口まで
商 品 発 送 １０月初旬より順次発送予定
締 切 ９月５日（金）午後５時必着

味の宅配便 新潟魚沼産　こしひかり

《お届け先》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
　　　　　　送り先ごとに口数（１）、（２）と種類（A）・（B）をお書きください
　　※送り先 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・電話番号」をお書きください

会員制リゾートホテル　ザ グラン リゾート
　皆様に長らくご利用いただきました「ザ グラン リゾート鬼怒川」は本年9月15日（月・祝）、「ザ グラン リゾート葉山」
は 11 月 3 日（月・祝）のご宿泊を最後に閉館することとなりました。
　これまでのご愛顧に感謝し、両ホテルで「ありがとうキャンペーン」と称しまして、8 月 1 日（金）から閉館日ま
で会席料理グレードアップとプレゼントをご用意して、営業最終日まで皆様をお迎えさせていただきます。
　ご利用は、専用 FAX（「 利用ガイド２０１４」P２９）又は専用ハガキにて、 までお申込みください。

ホームページ
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スパリゾートハワイアンズ入場券（後期分） ホームページ

スパリゾートハワイアンズ入場券の後期分の販売受付を行います

申 込 方 法

● ハガキ／ FAX ／ホームページより、会員番号、氏名、電話番号、
　チケット名、枚数、送付先（自宅・勤務先）を明記して
　お申込みください。
●平成２６年８月２９日（金）午後５時必着
●申込多数の場合、抽選となります。なお、落選通知はありません。

販 売 枚 数 １会員後期分として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１０月１日（水）～平成２７年３月３１日（火）

そ の 他

（場所）福島県いわき市常磐藤原町蕨平５０
　　　　ＴＥＬ ０２４６－４３－３１９１

◉チケットの発送は、９月中旬を予定。　
◉申込締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。
◉ホテル宿泊を予定している方は直接、施設へ予約ください。
　（詳しくは「 利用ガイド２０１４」P ２０をご覧ください。）

申 込 期 間 それぞれ完売をもって終了

販 売 枚 数 １施設　年度内  ＝  １会員  ５枚まで
利 用 料 金 １枚　５００円

申 込 方 法
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより会員番号・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
営業時間 平　日（木曜休館） ９：００～２３：３０／土曜日　９：００～２１：００／
 日曜日・祝休日 ９：００～１９：００

●リリオセントラルフィットネスクラブ　　☎０３－５６８０－０３０３
営業時間 平　日（月曜休館） １０：００～２３：００／土曜日１０：００～２２：００／
 日曜日・祝休日 １０：００～１９：００
★セントラルフィットネスクラブ竹の塚・セントラルウェルネスクラブ西新井は 完売 しました。
★朝日スポーツクラブ BIG-S 竹ノ塚は 完売 しました。

そ の 他
◉ご利用は会員と家族のみです。
◉紛失しても再発行いたしません。
◉利用内容によって別料金が必要になりますので、直接施設にご確認ください。

ご利用できる内容や休館日などは、利用ガイド ２０１４（Ｐ４７）をご覧ください。

スポーツクラブ利用券のご案内 ホームページ

東京ドームプロ野球巨人戦チケット（前回募集分・販売中）
◆随時電話で受付中（先着順）

☎
日  程

９／１２ ９／１９
（金） （金）

対  戦 DeNA ヤクルト

券
種

ビームシート 完売 完売
スカイ４ １ １

開 始 時 間 １８：００ １８：００

◉料　金 …

◉枚　数 …

◉注　意 …

スカイ４ １セット（２席） ６，０００円 （２階・１塁側指定席）

同日の試合　一会員１セット（２席）とします。

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。

前期分は完売しました。
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開催日時
～９月２３日（火・祝）まで
　　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　　　　
●ハガキ／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

開催日時

　～１０月５日（日）まで　９：００～１７：００　（金曜日は２０：００まで）
　●夏休み特別開館延長〔８月９日（土）～８月１７日（日）〕
　　９：００～１８：００（８／１５は２０：００まで）　※入館は各閉館時刻の３０分前まで
　　休館日…９／１、９／８、９／１６、９／２９

会　 場 国立科学博物館　（東京・上野公園）

斡旋料金

一般・大学生 ９００円 （当日券 １，６００円） 
小・中・高校生 ３５０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。入館の際に障がい者手帳
　などをご提示ください。　　※常設展もあわせてご覧いただけます。

申込
販売方法

◉ 窓口販売 １０月３日（金）まで
◉ ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　　９月２６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

　平成２６年９月１３日（土）～　１１月９日（日）
　１０：００　～　１７：００　（金曜日は２０：００まで）　※入館は閉館の３０分前まで
　休館日　９／１６、９／２９、１０／６、
  　　　１０／１４、１０／２０、１０／２７

会　 場 上野の森美術館　（東京・上野公園）

料 金
一　　般 ９００円 （当日券 １，５００円） 
※当サービスセンターは一般のみの取扱いになります。
　障がい者手帳をお持ちの方とその付添者１名は無料

申込
販売方法

◉ 窓口販売 １１月７日（金）まで
◉ ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　１０月３１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

太古の哺乳類展 －日本の化石でたどる進化と絶滅－

ボストン美術館浮世絵名品展　北斎

宇宙博 2014 － NASA・JAXA の挑戦

Photographs©2014 Museum 
of Fine Arts, Boston. All rights 
reserved.

ホームページ

ホームページ

ホームページ

江戸後期に活躍した葛飾北斎の優品が、世界有数の日本美術コレクションで知られるボストン美術館から
里帰りします。「冨嶽三十六景」をはじめとする代表作や数々の名品が、いま摺りあがったかのような鮮や
かな色彩を放ちます。

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」
天保 2 年（1831）前後 William 
Sturgis Bigelow Collection

「冨嶽三十六景 凱風快晴」天保 2 年（1831）
前後 Nellie Parney Carter 
Collection-Bequest of Nellie 
Parney Carter

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」
©NASA/JPL-caltech/MSSS
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細
特別展
台北　國立故宮博物院 ９月１５日（月・祝）まで 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）まで 窓口　～９／１２

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／５ From ５月号

古代エジプト展
女王と女神 ９月２３日（火・祝）まで 窓口　～９／１９

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／１２ From ６月号

だまし絵Ⅱ
進化するだまし絵 １０月５日（日）まで 窓口　～１０／３

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／２６ From ７月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中　☆☆

※チケットはなくなり次第完売となります。事前にお問合せください。

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日です。
◉ スカイデッキ・森アーツセンターギャラリーは別料金に
　なります。詳しくは上記にお問い合わせ下さい

申込・販売方法
（前期分）

● 窓口販売　９月２６日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　９月１９日（金）午後５時必着
● 前期分６枚まで
● 前期分は少なくなってきました。１０月より後期分を取り扱います。

好評発売中
六本木ヒルズ「東京シティビュー」入館券（前期分）

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

ぐるっとパスは、都内７８施設の美術館・博物館・水族園ほか植物園なども利用できる入場
券または割引券がつづられたチケットブックです。（１冊　１, ４００円　１会員６冊まで）

（有効期間―最初に利用した日から２か月間。ただし最終有効期限　平成２７年３月３１日）

ホームページ

Magic Kingdom Club News
東京ディズニーシーの夏！ 

「ディズニー・サマーフェスティバル」開催中！
ミニー、デイジー、クラリスが、
フルーツの豊作をお祝いして
華やかに繰り広げる真夏のフ
ェスティバル。ミッキーたち
も散水で盛り上げるよ。楽し
く踊ってびしょぬれになって、
みんなで暑さを吹き飛ばしち
ゃおう！

東京ディズニーシースペシャルイベント
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期 間 ～９月３０日（火）まで　※東京湾大華火祭開催日（予定８／１０）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
窓口販売　　～９月２７日（土）まで
ハガキ／ FAX ／ホームページ　　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しています。
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（乗

船日の前月同日より）後、 に申し込んでください。

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 ～８月３１日（日）まで

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
　　　　　　　　　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（中学生以上） １，１００円	「通常料金（当日券）	１，９００円」	
子供（３歳～小学生） ６００円	「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。
●ハガキ／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

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ……８月２０日（水）午後５時必着
窓口販売……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



7

I n f o r m a t i o n
●遊園地情報●
　「さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト」では「じゃぶじゃぶパラダイス」が８月３１日まで営業し
ています。３月に配布した「レジャー施設利用補助券」の乗り物乗り放題チケットの購入でご利用いた
だけます。

●ディズニーストア北千住ルミネ店閉店のお知らせ●
　「ディズニーストア北千住ルミネ店」が７月２７日（日）閉店しました。マジックキングダムクラブカード・
特別利用券によるパスポートの購入は、他のディズニーストア（ 利用ガイド２０１４Ｐ１１掲載、北千住店
以外の１４店舗）および東京ディズニーリゾートチケットセンター、東京ディズニーランド／ディズニーシー正
面チケット販売窓口をご利用ください。

●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。
※  請求は本人請求です（本人死亡を除く）。加入された日から３１日目以降に発生した給付事由について、６

か月以内に請求してください。
※７５歳以上の方は、入院見舞金・障害見舞金・本人死亡弔慰金の対象になりませんのでご注意ください。
※ 請求方法、添付書類など詳しい内容は、「 利用ガイド２０１４」Ｐ５７～６０をご覧ください。請求用

紙はＰ６３をコピーしてご利用ください。

●旅行シーズン到来！　「宿泊施設利用補助」をご利用ください。●
　 では、会員の皆さまが宿泊をともなう旅行をした場合、年度内３泊まで１泊２，０００円の補助を
行っています。請求の方法、添付書類などは、「 利用ガイド２０１４」Ｐ２３をご覧ください。
なお、添付書類の「領収書」や「 指定の宿泊証明書」のいずれもご用意が難しい場合（例えば、海外
旅行・インターネットでの申し込み・ご旅行前にクレジットカード、銀行振込等で精算した場合など）は、
お手続きに必要な書類を個別にご案内いたしますので、旅行会社から預かった書類等は破棄せずにできる
だけご出発前に にご相談ください。

●各種手続きの印鑑について●
　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。

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 ２０セット

クオカード ５，０００円 ４，７００円 ２０枚

ジェフグルメカード
３，０００円
　（５００円×６枚）

２，７００円 １０セット

はるかぜ回数券
日立自動車交通

２，１００円
　（２１０円×１１枚）

１，９００円 ２０冊

新日本観光自動車
３，０００円
　（２１０円×１７枚）

２，８００円 ２０冊

図書カード ３，０００円 ２，７００円 ２０枚
区内共通公衆浴場入浴回数券
　（有効期限：平成２７年６月３０日）

５，０６０円
　（４６０円×１１枚）

３，８００円 ６冊

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２０１４」P ５をご覧ください。

ホームページカード・商品券・回数券　好評販売中
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ホテルオークラ東京ベイ

予　約　先 ０４７－３５５－３３４５
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

メインディッシュはお好みの
一品をチョイスオードブル
やデザートはブッフェスタイ
ルでお好きなだけどうぞ！

期間　～９月３０日（火）まで

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） （税・サービス料金込）
　　　　　コーヒー・紅茶付き（その他の飲み物は別途）

料理内容
◆メインディッシュ　（下記料理より一品選択）

大人 ①牛フィレ肉のソテー ワシントンスタイル  ②カンパチのポワレ タプナードソース
 ③豚ロースのボイル 和風サラダ仕立て（８月のメニュー例となります）
子供  ハンバーグステーキ目玉焼き添え  またはとろとろオムライス 海老フライ添え

◆ブッフェ料理　（食べ放題）
・パエリア、ビーフストロガノフ、スパイシーチキン、ポテトと明太子のグラタンなど

※ 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

シェフが目の前で焼き上げ
るハーブ豚コンフィのステー
キや牛肉のペティステーキ
のほかフォアグラ丼やスペイ
ン産の生ハムなどすべて食
べ放題！夏の夜、ご家族で
おたのしみください。

期間　～９月７日（日）まで

料金 大人 ３，８００円 （通常５，１５０円）
 シニア ３，５００円 （通常４，８５０円） ※６０歳以上

小学生 ８００円 （通常１，７００円）
４～６歳 ４００円 （通常　  ８５０円）　　　  （税・サービス料金込）
　コーヒー・紅茶付き（その他の飲み物は別途）

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　　・約１０種 

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

食事チケットの申し込み方法 １会員各レストラン６枚まで ホームページ

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、予約者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。※食事チケットを忘れますと、通常料金になりますのでご注意ください。

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、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
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サン・サン・バイキング「ハワイアンフェア」

２６階　スカイグリルブッフェ＆バー　武蔵 予約先　　０３－３８４２－３７５１
利　用　期　間 ～９月３０日（火）まで

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）※お席は、必ずしもスカイツリー側とは限りません。
　◉８月１１日（月）～１５日（金）は土日祝日料金となります。　　◉受付は１０：００～１９：００

期　　 間 平成２６年８月９日（土）　～　平成２６年８月１７日（日）　

会　　 場 浅草ビューホテル　４階　大宴会場「飛翔の間」

時　　 間
昼の部 １２：００～１４：００　　　　※８月１０日（日）、１７日（日）のみ開催

夜の部
①１７：００～１９：００
②１９：３０～２１：３０　※１７日（日）は開催無し

料　　 金
大　人　４，６８０円（一般料金５，２００円）
小学生　２，３４０円（一般料金２，６００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
①予約先　０３－３８４２－２１２７（宴会予約課）へ（受付は１０：００～１９：００）

「足立区勤労福祉サービスセンター」 の会員と告げ予約してください。

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。

そ の 他 ●食事チケットは発行しません。　●駐車場は入庫から３時間まで無料となります。

台東区西浅草3-7-1 ・つくばエクスプレス「浅草駅」直結 ・東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩10分。

こんがり香ばしく焼き上げるグリルを中心に、和・洋・中、１５０種類以上
のコンチネンタルブッフェをライブクッキングでお楽しみいただけます。

浅草ビューホテル

　ロコモコ、ポキ、スペアリブなどのハワイアンフードをはじめ、特製ローストビーフや天ぷら、寿司などシェフが腕
をふるったお料理をお楽しみください。

ゆう会員証提示

食事チケット　ご案内中です
○ホテルグランパシフィック LE　DAIBA　
　　９月３０日（火）まで開催中、詳しくは「From 」７月号をご覧ください。
・ダイニング＆バー　スターロード　・ロビーカフェ　ル・ブーケ　・台場 / 銀座　楼蘭　など



10

観劇・コンサート

喜劇  売らいでか！
−亭主売ります−

芸能活動５０周年

杉良太郎コンサート２０１４

『鷗外の怪談』

ティート・ロサーダ フラメンコ舞踊団

劇団若獅子

目明し金次郎　真昼の決闘

天童よしみ　特別公演

全席　４，２００円
　（一般料金　５，６００円）

会場 : 東京芸術劇場シアターウエスト
枚数：各回５枚（１会員２枚まで）

Ｓ席　４，５００円
　（一般料金　７，０００円）

会場 : 中野サンプラザホール
枚数：１０枚
　　　　（１会員２枚まで）

◆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 ８月２５日（月）　〈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９／１６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　P ３４をご覧ください。

ホームページ

１０／１０（金）１８：３０

１０／３０（木）１３：００ ❶１０／１５（水）１９：００　❷１０／１９（日）１４：００

１０／３０（木）　１４：３０

全席　４，０００円
（一般料金　５，５００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２枚まで）

全席　６，５００円
　（一般料金　 ８，５００円）

会場：シアター１０１０
枚数：各回２０枚
　　（１会員２枚まで）

全席　３，３００円
　　　（一般料金　４，５００円）

会場：かめありリリオホール
枚数：１０枚 （１会員２枚まで）

S 席　９，０００円
　　　（一般料金 １２，０００円）

会場：明治座
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

※未就学児入場不可

❶１０／１８（土）１７：００

❷１０／１９（日）１２：００

❶１０／４（土）１４：００ ❷１０／６（月）１４：００

出演：金田明夫、水崎綾女、内田朝陽、佐藤祐基ほか
文学者にして帝国軍医。二面性を生きた明治の文豪・
森鷗外の「ミステリーの迷路」に永井愛が挑む。

※未就学児入場不可

コメディタッチの痛快歌謡時代劇
と心に響く本物の歌声。

出演：
浜木綿子・左とん平・加藤茶　他
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１０／１２（日）１２：００

１０／１６（木）１４：００１０／３（金）１９：３０

１０／４（土）１７：００

通し狂言
「双蝶々曲輪日記」

義理と人情の葛藤を描く義太夫狂言の傑作！

谷村新司コンサート２０１４

ポール・モーリア　ラブ・サウンズ・コンサート
ジャン・ジャック・ジュスタフレ・ブランド・オーケストラ

森山良子コンサート ２０１４～２０１５
～グレイテスト・ヒッツ～

一等 A 席　７，０００円
　（一般料金　９，５００円）

会場 : 国立劇場
枚数：各回１０枚
　　（１会員２枚まで）

全席　６，５００円
　　　　（一般料金　８，６４０円）

会場：ＮＨＫホール
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席　７，５００円
　　　　（一般料金　９，８００円）

会場：Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
　　　　オーチャードホール
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

カンパニー・フィリップ・ジャンティ

『忘れな草』

ナ・ヒヴァヒヴァ・ハワイ２０１４

ミュンヘン・バッハ管弦楽団
バッハの真髄を心ゆくまで堪能できる、名演が再び！

〜オール・バッハ・プログラム〜

Ｓ席　１０，５００円
　　　（一般料金 １２，５００円）
　　　※東京會館ケーキセット付き
　　　　　　　　　（１, ５００円相当）
会場：帝国劇場
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

S 席 ５，０００円
　　（一般料金　６，５００円）

会場：Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
　　　　オーチャードホール
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席 ６，５００円
　　（一般料金　８，５００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）

Ｓ席 ８，６００円
　　　（一般料金　１２，４００円）

会場：東京ドームシティホール
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

１０／４（土）１４：３０

昨年、傑作「動かぬ旅人」リニューアル版を携えて６年ぶり
の来日を果たした夢の配達人フィリップ・ジャンティが、今
秋新作と共に帰ってきます！今回も不思議で幻想的な世界
で、私たちを新しいイマジネーションの旅へと誘い出します。

二組の恋の行方、若き力士の対決、親子の再開と別れ…
様々な想いが交錯する人間模様を描いた、感動の名舞台！
出演：松本幸四郎、市川染五郎　ほか

❶１０／１２（日）１７：００　❷１０／２６（日）１７：００ ❶１０／１７（金）１９：００　❷１０／１８（土）１３：００

❶１０／１７（金）１６：００　❷１０／２５（土）１２：００

２００６年に死去したイージーリスニングの第一人者、ポール・モーリ
アの数々のヒット曲を中心に華麗なフレンチ・オーケストラが奏でる
シニア世代、およびファミリーを対象とした豪華なコンサート！！

全席　４，５００円
　（一般料金　６，８００円）

会場 : パルコ劇場
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

フラファン憧れの「メリー・モナーク」がハワイ島からやってくる！
世界トップのダンサーらが最高峰のフラを披露
日本最大のフライベントが今年も開催！

耳馴染みのあるバッハの珠玉の名曲を集めた贅沢なプログラム！
芸術監督ハンスイェルク・アルブレヒトによるパイプオルガンのソ
ロも入り、パイプオルガン＆オーケストラという豪華なコンサート！

出演：松任谷由美、比嘉愛未、
　　　福田沙紀、渡辺豪太、
　　　石黒賢、藤真利子　他

※未就学児入場不可  ※出演者・曲目は変更になる場合があります

©Claire Marie Leroux.
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ナース鞄工　☎０３−３８８７−８３７７

《広告》ペンタくん

《広告》CoCo 塾〈指定店〉

〈指定店〉

指定店の特別セールをご紹介します。 《広告》ナース鞄工

 会場 ナース鞄工（株）
◆足立区梅島 3 －12 －20
　〔東武線「梅島」駅下車
                         徒歩５分〕
　担当　平原・井澤

【利用方法】会員と家族の皆さんがご利用になれます。利用するときは、必ず会員証をご提示ください。
予約が必要なときは、必ず「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てください。

期間　９月１９日（金）・２０日（土）２日間
年一度のチャンス　メーカー直売

２０〜５０％OFF

ランドセル
紳士ビジネスバッグ、ポーチ、クラッチバッグ
婦人物ハンドバッグ　　　小物、他　多数

１９日（金）10：00〜1７：00
２０日（土） ９：00〜1８：00

バッグ

★１万円（消費税込）以上は、クレジットカード払い可

問合せ先：0120-339-212

優待内容 COCO塾：入会金無料【通常32,400円（税込）】
COCO塾ジュニア：入会金無料【通常16,200円または8,750円（税込）】

COCO塾

決め手は、対話力
COCO塾が重視するのは、
単に英語を話すことではなく
英語で「対話」することです。

COCO塾ジュニア

やりたいことは、英語の先にある。
幼少期から高校卒業まで。
一貫して学べるから、世界で通用する
英語を最短距離でマスターできます。


	2014ゆう8月号web用前半
	2014ゆう8月号web用後半

