
　海、山、里の幸満載の房総半島「道の駅」で、新鮮野菜や海の幸などのお買物。塩わかめ詰め
放題のおみやげ付きで、昼食はさざえなどの活貝や地魚、干物の海鮮浜焼きと、ネタ乗せ放題
の海鮮丼など豊富なメニューが食べ放題です。

サービスセンターニュース
１０月１０日発行◎

９月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,750
11,824

２０１４年

１０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 ※１２月の土曜営業は、１２日２０日です。

あっせん日帰りバスツアー

はとバス
で行く 年末買物　房総「道の駅」めぐり

写真はイメージです

日　　程 平成２６年１２月２１日（日） 募　　集 ８０名　（最少催行人数３５名　雨天決行）

参 加 費
会員 家族 関係者

大　人 ５，５００円 ６，５００円 ７，５００円
子供（４歳～小学生） ６，０００円 ７，０００円

申 込 先
〒336-0018　さいたま市南区南本町２－２０－１５－２０５
国際急行観光（株）さいたま営業所「 」係	 ＦＡＸ 　０４８－８３２－３１０３　

申込方法
ハガキかＦＡＸで◎必要事項を記入
のうえ「申込先」へ送付

（電話でのお申し込みはできません）
お問合せ 電話　０４８－８３２－３１０１

※土・日・祝日を除く９時３０分～午後５時

締　　切 平成２６年１０月３１日（金）　１８時必着　
　　　　※申込み多数の場合は抽選となります。結果は１１月中旬に全員に連絡します。

●参加費は、会員２，０００円、家族１，０００円の補助金が差し引かれています。
●キャンセル料は、７，５００円を基本として旅行会社の基準により算定されます。
●参加費には、バス代（高速道路、駐車場）、昼食代、入場料、諸費用を含みます。●家族は、会員の配偶者・子・実父母です。

◉必要事項	 	下記①～⑥を明記のうえお申込みください。
	  ①旅行名「年末買物ツアー」②会員番号　③氏名　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）を明記。
◉発　　着	 		出発：足立区役所　午前７：１０集合　７：３０出発　　帰着：足立区役所・北千住付近　１８：００ごろ
◉コ ー ス	 	足立区役所　　首都高・館山道（市原ＳＡ休憩）　　道の駅「富楽里とみやま」　　道の駅「おおつの里・花倶楽部」　　昼食：道楽園（海女小屋）

　　道の駅「ちくら・潮風王国」　　海ほたるＰＡ（休憩）　　足立区役所・北千住（交通事情により到着時間が遅くなることがあります）
◉そ の 他	 		この旅行は、国際急行観光（株）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、申込み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お願いします。このツアー
には「サービスセンター 」の職員は同行しません。

	 ●　旅行の内容、旅行代金の支払い方法、キャンセル等のお問い合わせは国際急行観光（株）に直接お願いします。
	 ●　最少催行人数に満たない場合は中止となります。この場合国際急行観光（株）から実施日の１０日前までに連絡いたします。

旅行主催　国際急行観光（株）　観光庁長官登録旅行業第１１９９号　総合旅行業務取扱管理者　山崎　康司
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「マックカード」を販売します

日曜健康診断（後期）

申込枚数 一会員　２セットまで　　　１，０００セット販売

販売価格 １セット（５００円券×１０枚）　４，２００円

申込期限 平成２６年１０月３１日（金）午後５時必着

申込方法

●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより、会員番号、会員氏名、申込セット数、受取方法（代金引換
郵便もしくは窓口受取）を記入してお申込みください
　　※受取方法の記載がない場合は窓口受取といたします。
●	代金引換郵便の場合は、送付先（自宅か勤務先）を記入してください。

注意事項

● 応募者多数の場合は抽選となります。抽選結果の通知はいたしません。１１月１７日（月）に
のホームペ－ジで当選者を発表します。

●申込締切後のキャンセル、数量変更はできません。
●１つの申込みについて分割での郵送及び他のチケットとの重複申し込みはできません。
●購入したマックカードを現金と引き換えることはできません。

発　　送
代金引換郵便の発送は平成２６年１１月中旬の予定です。
代金引換郵便の手数料は、「 利用ガイド２０１４」の５ページを参照してください。

窓口受取
※１１月１７日 (月 )以降に抽選結果を問合せのうえ、１２月１９日（金）までに窓口でお受け取りください。
※１２月１９日（金）までにお受け取りのない場合は、キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。

全国の「マクドナルド」店舗で商品を購入するときに利用できる（一部店舗は除く）、大変お得
なカードです。カード額面は１枚５００円、１０枚で１セットになって
おります。どうぞご利用ください。　　　　　　※使用期限はありません

ホームページ

ホームページ

では、日頃忙しくて健康チェックの機会が少ない方のために日曜健康診断を実施します。なお、日曜健
康診断のお申し込みは、前期（７月）または後期のいずれか１回となります。また、日曜健康診断に申し込ま
れますと、健康診断（委託）および人間ドックでの補助金利用はできなくなりました。
※	足立区では、国民健康保険加入の４０～７４歳の方を対象に、無料で「特定健診」（日曜の受診可）を行っ
ています。詳しくは足立区役所にお問い合わせください。

日 時 １２月７日（日）８：３０～１２：３０（Ｂコースの所要時間約４５分）
　●受付時間は、当センターで振り分けて後日ご案内します。

場 所 足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ・綾瀬駅西口徒歩３分）
募集人員 約１９０名　会員・家族・会員の関係者

コ ー ス
と

各 料 金

Ａコース：基本の検査（医師の診察、身体計測、血圧測定、胸部Ⅹ線検査、
　　　　　　　　　　　視力・聴力・尿・血液検査、心電図）
Ｂコース：基本の検査＋胃の検査（Ｘ線検査）

◉自己負担額

　●検査機関：医療法人社団　同友会　　　※受診結果は１月初旬に発送予定です。

申込方法

専用はがき／ＦＡＸに、次の事項を記入のうえお申込ください。　
　記載事項	１．希望のコース名（ＡまたはＢコース）	
 	 ２．会員番号と会員氏名　
 	 ３．受診希望者の　①氏名とふりがな　②生年月日　③性別　④続柄（会員・家族・関係者）
　●複数の会員が申込む場合は、それぞれの会員番号を記入のこと
　●「関係者」だけでの申込はできません。
　●必ず希望のコース名（ＡまたはＢ）を明記のこと

締 切 １０月２４日（金）《必着》午後５時必着 通 知 １１月１４日（金）発送予定

コース名 会　員 家　族 関係者
Ａコース ３，６００円 ４，６００円 ５，６００円
Ｂコース ５，８００円 ７，４００円 ９，４００円

※マックカードのデザインは変更となる場合があります。
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味の宅配　りんご

ゴルフ練習所回数券・プリペードカードの販売

ホームページ

ホームページ

施設名 所在地・電話 一般価格 会員価格 販売枚数

イコービックゴルフ
足立区伊興本町１－１５－１４
☎	３８９９－３３３３

回数券４００円１１枚綴り
４，０００円

３，０００円 ６０枚

青和ゴルフセンター
足立区舎人３－１－１９
☎	３８５５－３８４１

回数券５００円１２枚綴り
５，０００円

４，０００円 １５０枚

ロッキゴルフセンター
足立区六木２－２－２２
☎	３６２８－０１００

プリペードカード
５，４００円

４，４００円 １００枚

◉申込方法	 	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから会員番号、氏名、希望施設、
枚数、送付先（自宅・勤務先）を記入してください。

◉枚　　数	 各施設　１会員６枚まで　（施設名と希望枚数をお忘れなく）
◉〆　　切	 １０月２８日（火）　午後５時必着
◉発送予定	 １１月上旬

※申込み後のキャンセル・変更はできません。

品 名 サンふじ（上玉）

料 金
（Ａ）　５㎏　…３，２００円（一般料金４，０００円）送料・税込み
（Ｂ）　１０㎏…５，６００円（一般料金７，０００円）送料・税込み
　（Ａ）５㎏＝１６～１８玉入り／（Ｂ）１０㎏＝３２～３６玉入り

商品発送 １２月初旬より順次発送予定（収穫時期により前後する場合もあります）

申込み口数 １会員（Ａ）・（Ｂ）合わせて２口まで

締 　 切 １１月４日（火）午後５時必着 通 知 １１月１０日（月）頃　振込用紙を発送します

≪お届け先≫ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの通信欄に下記事項をはっきりとお書きください
口　数　…　送り先ごとに「１口」または「２口」とお書きください
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

“りんご王国“青森県よりお届け !!　◎あおもり産　りんご「サンふじ」

味の宅配
品 名 お餅（２６年魚沼産こがねもち１００％）

料 金
Ⓐ	２袋（８００ｇ×２）…２, ３００円（一般料金	２, ９５０円・送料込税別）
Ⓑ	３袋（８００ｇ×３）…３, １００円（一般料金	４, ０００円・送料込税別）
　　※１袋（８００ｇ）は大判切り餅１１枚入り

商品発送 １２月中旬より順次発送予定

申込み口数 １会員Ⓐ・Ⓑ合わせて２口まで

締 切 １１月５日（水）午後５時必着 通 知 １１月１２日（水）頃　振込用紙を発送します

≪お届け先≫ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの通信欄に下記事項をはっきりとお書きください
●口　数　…　送り先ごとに「１口」または「２口」とお書きください
●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

●新潟魚沼産　杵つき餅 ホームページ
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開催日時
平成２６年１０月１７日（金）～平成２７年１月１２日（月・祝）
　１０：００～１８：００（祝日および１／２を除く金曜日は２０：００まで）
　　※入館は閉館の３０分前まで　休館日　月曜日、１２／２７～１／１
　　※ただし１１／３、１１／２４は開館。１／５は１８：００まで開館

会　　場 三菱一号館美術館　（東京・二重橋前）

料 金 一　般（当日券）　１，３００円　（通常当日券　１，６００円）
　　※当サービスセンターは一般 (当日券)のみの取扱いになります。

申込方法
●窓口	 １０月１７日（金）～平成２７年１月９日（金）
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 １０月１７日（金）～１２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）　◎当日券につき、チケットの発送は１０／１７以降になります。

開催日時 平成２６年１０月３１日（金）～１２月７日（日）
　１０：００～１８：００（入場は１７：３０まで）　休館日…火曜日

会　　場 国立新美術館　（東京・六本木）

斡旋料金
一　般　６００円　（当日券　１，２００円）
　◉小中学生は無料。ただし、学生証のご提示をいただく場合があります。
　◉１１月１２日（水）は、｢日展の日｣ となり入場無料です。　

申込
販売方法

●窓口	 １２月　５日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 １１月２８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）

ボストン美術館 ミレー展―傑作の数々と画家の真実

改組　新　第1回日展

チケット名 開催日程 販売期間 詳細
ボストン美術館
浮世絵名品展　北斎

９月１３日（土）～
　　　　　１１月９日（日）まで

窓口　～１１／７
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１０／３１ From ８月号

ウフィツィ美術館展 １０月１１日（土）～
　　　　１２月１４日（日）まで

窓口　～１２／１２
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／５ From ９月号

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ２５周年記念
夢見るフランス絵画

１０月１８日（土）～
　　　　１２月１４日（日）まで

窓口　～１２／１２
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／５ From ９月号

日本国宝展 １０月１５日（水）～
　　　　　１２月７日（日）まで

窓口　～１２／５
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２８ From ９月号

チューリヒ美術館展 ９月２５日（木）～
　　　　１２月１５日（月）まで

窓口　～１２／１２
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／５ From ９月号

フェルディナント・ホドラー展 １０月７日（火）～
		　　２７年１月１２日（月）まで

窓口　～２７／１／９
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２６ From ９月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中　☆☆

　ミレー生誕２００周年記念として、ボストン美術館３大ミレーと言われる「種をまく人」「刈入れ人たちの休息（ルツとボアズ）」「羊
飼いの娘」をはじめ、ミレーの作品２５点を中心に、コロー、ルソー、モネなどの作品も展覧します。三菱一号館美術館は、当サ
ービスセンターでは初めてご案内します。絵画とともに、明治の雰囲気を漂わせる空間をぜひご堪能ください。

☆「東京・ミュージアムぐるっとパス２０１４」１，４００円にて販売中です。

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（後期）

－５２階－	東京シティビュー
 スカイギャラリー

３６０度ガラス張りの開放感あふれる空間から街を見下ろし、空を身近に感じる展望台。
これからの季節は、夜景が美しくご覧になれます。（２３時まで営業）

－５３階－		森美術館 現代アートを中心に企画展を行っています。（開催中のみ利用可）
－屋上－
スカイデッキ

オープンエア形式の展望施設	 ※現地にて入場追加券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。

お問合せ 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/

斡旋料金
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）

申込
販売方法

●窓口販売　１２月２６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　１２月１９日（金）午後５時必着　●一会員　後期分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。なお、平成27年１月～４月までリニューアル工事により休館します。詳しくは下記にお問合せください。

ホームページ

ホームページ

有効期間　
　平成２６年１２月３１日（水）まで
　５２Ｆ森アーツセンターギャラリーは別料金
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東京ディズニーシー

Christmas ランチプラン
クリスマスに東京ディズニーシーのレストランで素敵なひと時はいかがでしょうか？
東京ディズニーシーの中でもひときわ優雅なレストラン『マゼランズ』。その中にある「天球儀の間」
を貸し切りクリスマスフルコース料理をご用意いたしました。。

申込方法　ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより下記の事項を記入してお申し込みください。
イベント名『東京ディズニーシークリスマスランチプラン』、会員番号、会員氏名、送付先住所（自宅又
は勤務先）、電話番号、参加者の氏名・関係、参加者の区分（大人・中人・小人）と合計人数（２名〜４名）
申込締切　平成２６年１１月５日（水）必着

◆申込多数の場合は、抽選となります。当選者にのみ通知を発送します。落選者には通知はありません。
当選通知及び請求書の発送は１１月中旬を予定しています。

◆募集人数が一定数に達しない場合、中止となることがありますので予めご了承ください。
◆申込締切後のキャンセル・変更はできませんのでご了承ください。
◆�一会員様のグループ最大４名までとさせていただきます。お申込できるのは、会員と会員の家族（配偶者・子・
実父母）のみです。それ以外のお申込は関係者とし、追加料金が２,０００円かかります。

◆料金は、１DAYパスポート料金とお食事代を合わせた金額です。どちらかのみの参加はできません。
◆コース設定にない飲み物などの追加オーダーは現地でのお支払いとなります。
◆�当日は指定時間に直接、東京ディズニーシー内のレストランへお越しいただくことになります。それ以外の時間
は自由に東京ディズニーシー内をご散策していただけます。

◆レストランで食事の際に、別の参加者と同一のテーブルになる場合がありますのでご了承ください。
　“ ”からの挨拶等はありません。
◆キャラクターのグリーティングはありません。

ホームページ

仮装したディズニーの仲間やいたずら好きのお
ばけたち。今年もハロウィーンオレンジに彩ら
れたパークで、表情豊かなパンプキンと明るく
楽しいハロウィーン・フェアで盛り上がろう！

ディズニーの仲間たちとゆかいなスケルトン
が繰り広げる、華やかで異国情緒あふれるハ
ロウィーンカーニバル。スケルトンたちと“コ
ワ楽しい”ハロウィーンを満喫しよう。

9月 8日（月）から10月 31日（金）まで絶賛開催中！

Magic Kingdom Club News 東京ディズニーリゾートの
楽しいハロウィーンイベント！

皆さんはどっちでハロウィーンを楽しみますか？もちろん、両方でもＯＫ！

日　　時：平成２６年１２月２２日（月）１１：３０〜１３：００（集合１１：２０）
会　　場：東京ディズニーシー内　　レストラン『マゼランズ』天球儀の間
募集人数：３５名程度　一会員２名〜４名までで申し込みができます。

料金：大人（１８歳以上）	 ￥１１，０００
　　　中人（１２〜１７歳）	 ￥１０，０００
　　　小人（4〜11歳）	 ￥９，５００

※通常料金　パスポート　大人　￥６,４００、中人　￥５,５００、小人　￥４,２００
　　　　　　コース料理　￥８,０２０

会員・家族以外の参加は、１名あたり２, ０００円の追加料金がかかります。

料理：クリスマススペシャルコース

東京ディズニーランド 東京ディズニーシー
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申込方法
●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページよりチケット名・会員番号・氏名・住所・電話番号・枚数・
送付先（自宅or 勤務先）を記入のうえお申込み下さい。
●窓口でも販売しています。

販売枚数 １会員後期分６枚　　在庫枚数が無くなり次第終了

料 金
１枚６００円（一般料金　３，２４０円）
　※３歳未満は無料

利用期間 ～平成２７年３月３１日（火）

そ の 他
●今年度の後期分をすでにお申し込みの方は応募できません。
●チケット発送後の枚数変更、キャンセルはできません。
●チケットは、受け付け次第随時発送となります。

スパリゾートハワイアンズ入場券後期分の追加販売をしています。

スパリゾートハワイアンズ入場券の追加販売 ホームページ

◆チケット購入後のキャンセル・変更・再発行はできません。
◆チケットの発送は１１月上旬を予定しています。
◆開設期間また営業時間は天候等の影響により変更することがあります。施設へ確認のうえご利用ください。

スキー場

猪苗代スキー場
福島県耶麻郡猪苗代町
字葉山7105
☎ 0242-62-5100

舞子スノーリゾート
新潟県南魚沼市舞子
2056-108
☎ 025-783-3211

湯沢中里スキー場
新潟県南魚沼郡湯沢町
土樽 5044-1
☎ 025-787-3301

六日町スキーリゾート
新潟県南魚沼市小栗山
2910-114
☎ 025-773-3311

料　　 金

大人　２, ５００円
（一般料金　４，７００円）

子供　２，０００円
（一般料金　３，９００円）

２，３００円
（大人、子供、シニア共通）
（一般料金　４，７００円）

大人 ２，１００円
　（一般　４，２００円）

子供 ９００円
　（一般　２，１００円）

２，５００円（食事券付）
（大人、子供、共通）
（一般料金　３，９００円）

券　　 名 １日券 １ｄａｙパス リフト１日券 リフト１日券

枚　　 数 各施設　１会員　５枚まで

申込方法
ハガキ／FAX ／ホームページより下記事項を記入のうえ、お申込ください。
○会員番号・氏名・利用施設名・枚数・送付先（自宅か勤務先）・猪苗代スキー場は大人、子供を明記

販売終了日 １２月１６日（火）午後５時到着分

開設期間

（予定）

平成２６年１２月２０日（土）

～平成２７年３月２９日（日）

平成２６年１２月１３日（土）

～平成２７年３月３１日（火）

平成２６年１２月１３日（土）

～平成２７年３月２９日（日）

平成２６年１２月２０日（土）

～平成２７年３月３１日（火）

アクセス

●	磐越道　猪苗代磐梯　
ＩＣより８㎞

●	ＪＲ磐越西線「猪苗代
駅」より無料シャトルバ
ス有

●	関越道　塩沢石打ＩＣ
より１分

●	ＪＲ上越新幹線「越後
湯沢駅」より無料シャ
トルバス有

●	関越道　湯沢ＩＣ下車
　１０分

●	ＪＲ上越線「湯沢中里
駅」直結

●	関越道六日町ＩＣ下車５分

●	ＪＲ上越線・ほくほく線
　	六日町駅より無料シャ
トルバス有

そ の 他
大人＝中学生以上
子供＝小学生
未就学児童は無料

未就学児童は無料
（保護者同伴）

未就学児童は無料
（保護者同伴）

未就学児童は無料
（保護者同伴）

“２０１４～２０１５”シーズンのスキーリフト前売り券を販売します。期間限定販売の大変お得な券です。

スキーリフト前売り券の販売 ホームページ
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スパ ラクーア「平日入館券」の追加販売

申込方法
●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより、チケット名・会員番号・氏名・住所・電話番号・枚数・
送付先（自宅・勤務先）を明記してお申込みください。
●窓口でも販売しています。

枚　　数 １会員後期分５枚まで　　在庫枚数が無くなり次第終了
料　　金 １枚１, ５００円（一般料金２, ６３４円）
利用期限 ～平成２７年３月３１日（火）

そ の 他

●	ヒーリングバーデ・休日利用・深夜割増料等の料金設定については「Ｆｒｏｍ ９月号」をご
覧ください。
●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３時まで）。
　　※乳・幼児の入館はできません。
●休館日…	１１／１０（月）・１１（火）　　特定日…１２／３０（火）～１／３（土）
●本年度の後期分入場券を既に５枚申し込んでいる方は応募できません。

東京ドーム天然温泉・スパラクーアの平日入館券後期分を追加販売しています。

Information

●１２月の土曜営業は、１２月２０日となります。

●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。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。

●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」は、すでに閉店しております。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、東京ディズニーシー／ディズニーランド
正面チケット販売窓口をご利用ください。

●「映画前売券利用補助券」取り扱い店舗の名称が変わりました。
　　ウィルコムプラザ北千住⇒ワイモバイル北千住
　　　所在地・電話番号は変更ありません。
　　　（足立区千住２－２２　℡０７０－６９４８－０１１６　年中無休　営業時間１０：００～２０：００）

●１０月２７日（月）は会費下期分の自動振替日です。
平成２６年度下期分の１０月～３月の会費（５００円×会員数×６ヶ月＝引落額）を自動
振替します。９月分までに未納がある場合は加算されます。
また、４月から９月中において退会手続きされた会員様の分を１０月引き落とし分で相
殺調整いたします。
◎	残高不足で引き落としできない事業所が増えています。引落日の前日までに、残高をご確認いただきまして、会費
請求金額に満たない場合には、ご入金をお願いします。

◎	会費引落口座を変更する場合は、引落月の一ヶ月前までに変更手続きが必要となります。間に合わない場合、変
更前の口座からの引き落としとなります。なお、解約等で引落不能となりました場合は、１１月に振替用紙を送付
しますので納付をお願いいたします。

平成２６年度「会費のお知らせ」を１０月１０日（金）より発送いたします。

ホームページ
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食事チケット　　ご案内中です

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

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、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

帝国ホテル

●《パークサイドダイナー》　　◇予約不要	 本館１階　　

利用期間　　平成２６年１０月１０日（金）～１２月３０日（火）　【除外日：１２月２０日～２５日】
券　種 内容 料　金 備　考

昼食～夜食
洋食
プリフィックス

３，５００円（通常６，０００～７，５００円相当）
（時間１１：００～２３：００		LO）

前菜またはスープ４品・メインディッシュ７品・
デザート各種・コーヒーまたは紅茶のメニューよ
り各１品を選んでください。

夕　食
（飲み放題付）

５，０００円（通常８，２００～９，７００円相当）
（時間１７：００～２３：００		LO）

◎飲み放題の飲み物
生ビール、ワイン（赤・白）、ソフトドリンク

◎このプランは予約不要です。チケットは直接「 」へお申込みください。　◎問合せ：０３ー３５３９ー８０４６

●トラディショナルダイニング《ラ ブラスリー》　予約先：０３－３５３９－８０７３	 タワー地下１階　

利用期間　　平成２６年１０月１０日（金）～１２月３０日（火）　【除外日：１２月２０日～２５日】
券　種 内容 料　金 備　考

昼　食 フランス料理
コース

３，５００円（通常５，９７０円）（時間１１：３０～１４：３０		ＬＯ） 帝国ホテルで受け継がれてき
た伝統の味と、「おもてなし
の心」をお楽しみください。夕　食 ５，５００円（通常９，５０４円）（時間１７：３０～２１：３０		ＬＯ）

●インペリアルラウンジ《アクア》　　　　　　　　　予約先：０３－３５３９－８１８６	 本館１７階　　

利用期間　　平成２６年１０月１０日（金）～１２月３０日（火）　【除外日：１２月２０日～２５日】
券　種 内容 料　金 備　考

アフタヌーンティー アフタヌーンティー ３，１００円（通常３，９６０円）（時間：１１：３０～１８：００）
格調高い雰囲気と個性的なモダン
さに包まれたインペリアルラウンジ
〈アクア〉で、本格英国式アフタヌー
ンティーをお楽しみいただけます。

千代田区内幸町１－１－１　　　　交通：東京メトロ銀座線日比谷線、千代田線、「日比谷駅」よりＡ３出口徒歩２分

●上記料金には、税金・サービス料を含みます。	 ●各レストラン、お子様の特別設定はありません。
●催事期間中または特別営業中は除外となります。	 ●メニュー内容は、食材の都合で変更になる場合があります。

●ヴィエイユ・ヴィーニュ　マキシム・ド・パリ　赤坂
～平成２６年１２月１０日まで　　　詳しくは「From 」９月号をご覧ください。

写真はイメージです
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京王プラザホテル　　予約先 03-3344-0111
新宿区西新宿 2-2-1　交通：都営大江戸線「都庁前駅」B1出口よりすぐ、新宿駅西口（JR・京王線・小田急線・地下鉄）徒歩５分

港区新橋１－２－６　　　交通：ＪＲ・東京メトロ銀座線「新橋駅」より地下歩道直結徒歩２分

利用期間　　平成２６年１０月１０日（金）～１２月３０日（火）　【除外日：１２月１８日（木）～２５日（木）】

●スーパーブッフェ　《グラスコート》	 本館２階　　

券　種 区　分 料　金

ディナーブッフェ
（２時間制）

平　日

●大人 ４，４００円（通常　５，６００円）
●小学生 ２，０００円（通常　３，１００円）
●幼児（４歳～） １，０００円（通常　１，８００円）
●シニア（６５歳以上） ３，４００円（通常　４，５００円）

（時間１７：３０～２１：３０）

土日祝日
◉大人は平日料金に１，０００円増し
◉シニアは平日料金に８００円増し

（時間１７：００～２２：００）
　※除外日は、上記と１０月２６日（日）です。○飲み放題は、２，２５０円（通常２，５００円）で用意します。

●中国料理　《南国》	 本館２階　　

券　種 内容 料　金

ランチコース
（時間１１：３０～１４：３０）

飲茶ランチコース ２，０００円（通常３，０００円）

ディナープラン
日曜日～木曜日限定

（時間１７：００～２１：３０）

お料理＋飲み放題（２時間制） ５，６００円（通常６，８００円）

【飲み物】ビール中瓶・甕出し紹興酒・ウーロン茶・ノンアルコールビール

　※ディナーは２名以上で利用。

●フレンチ＆イタリアン《ディオ フルシェット》 南館２階　　

券　種 内容 料　金

ランチコース
（時間１１：３０～１５：００）

シェフおすすめコース ２，８００円（通常３，８００円）

ディナープラン
日曜日～木曜日限定

（時間１７：３０～２２：００）

お料理＋飲み放題（２時間制） ５，６００円（通常６，８００円）

【飲み物】ビール中瓶・ワイン（白・赤）・ウーロン茶・オレンジジュース

　※ディナーは３名以上で利用。

●表記料金には、税金・サービス料を含みます。	 ●メニュー内容は、一部変更になる場合があります。
●営業時間、価格帯において急遽変更させていただく場合があります。	 ●料理写真は、イメージです。

第一ホテル東京　　　予約先 03-3501-4411
●世界バイキング《エトワール》 第一ホテル東京　Ｂ１Ｆ　　
利用期間　　平成２６年１０月１０日（金）～１２月３０日（火）　【除外日：１２月２０日～２５日】

券　種 区　分 料　金

ランチブッフェ
平　日

●大　人　２，０００円（通常	３，３００円）
●小学生　１，０００円（通常	１，９００円）
●園　児　　 ５００円（通常	１，３００円）
　　（時間１１：３０～１３：４５　ＬＯ）

土日祝日 ●大人は平日料金に５００円増し　●小学生・園児は平日同額
　　（時間１１：３０～１４：１５　ＬＯ）

ディナーブッフェ
（時間１７：００～２０：００		ＬＯ）

平　日
●大　人　３，９００円（通常　５，６００円）
●小学生　２，１００円（通常　３，０００円）
●園　児　１，１００円（通常　１，９００円）

土日祝日 ●大人は平日料金に５００円増し　●小学生・園児は平日同額

●寿し《一寿し》 第一ホテル東京　Ｂ１Ｆ　　
利用期間　　平成２６年１０月１０日（金）～１２月３０日（火）　【定休日：日・祝日】

券　種 時　間 料　金
ランチ「月」 １１：３０～１５：００（１４：００	ＬＯ） ２，７００円（通常	３，９０８円）（ソフトドリンク１杯付）

ディナー「翁」 １７：００～２２：００（２１：００ＬＯ） ７，０００円（通常	９，５０４円）

●トラットリア《ラ・パランツァ》 第一ホテルアネックス　Ｂ１Ｆ　　

利用期間　　平成２６年１０月１０日（金）～１２月３０日（火）　【除外日：１２月２０日／２１日／２３日】
券　種 利用日 料　金

イタリアンランチ
　　　ブッフェ
（時間１１：３０～
　　　１３：３０　ＬＯ）

土・日・祝
日限定
（１２０分制）

●大人	 １，８００円	（通常２，８００円）
●小学生	 １，０００円	（通常１，９００円）
●園児（４歳以上）	 ５００円	（通常１，２００円）

◇ソフトドリンクバー付
●表記料金には、税金・サービス料を含みます。●メニュー内容は、一部変更になる場合があります。
●営業時間、価格帯において急遽変更させていただく場合があります。●ご利用店舗にてパティスリー「ル・ド・ブリク」にてご利用可能
な１０％割引券もお渡しいたします。（店内一部除外商品もございます）●写真は、イメージです。

ランチ
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観劇・コンサート

鼓童ワン・アース・ツアー２０１４～永遠

菊次郎とさき
～北野家の逆転！？ 金メダル狂騒曲～

三越冬休みファミリー劇場・劇団東少創立６５周年記念

ミュージカル『赤い靴～ドリーム・ドリーム～』

小松亮太＆オルケスタ・ティピカ

徳光和夫の Song ♪ Song ♪ Song ♪

全席指定　６，５００円（一般料金　８，５００円）
会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回２０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 １０月２４日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１１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１０／１７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。

１２／１２（金）❶１４：００　❷１８：３０

１２／５（金）１６：００

Ｓ席指定大人　７，８００円
Ｓ席指定小人　３，８００円
　（一般料金	 大人	９，８００円　
　	 小人	５，０００円）
会場：四季劇場　夏（大井町）
枚数：５０枚（１会員４枚まで）

全席指定　４，５００円
　　（一般料金　６，０００円）

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚
　　　　（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　７，０００円
　　　（一般料金	 ９，０００円）

会場：明治座（人形町）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

１２／１４（日）１３：００❶１２／２３（火・祝）１１：００ ❷１２／２７（土）１４：３０
❸１２／２８（日）１１：００

両親を亡くし、けなげに生きる踊りの上手なカーレンを中心とした、
バレエあり、ジャグリングありの元気いっぱいのミュージカル。
「心の優しさ」をメルヘンタッチで描き、現代に通じる愛と感動を、
芝居・歌・踊り・涙・笑いを織り交ぜながらお届けします。

出演：徳光和夫、前川清、小柳ルミ子、松居直美

❶１／３（土）１４：００ ❷１／４（日）１４：００

❸１／５（月）１４：００

❶１２／１９（金）１９：００ ❷１２／２０（土）１４：００

Ｓ席指定大人　５，５００円
Ｓ席指定学生　２，２００円
　（一般料金	 大人	７，０００円　
　	 学生	３，０００円）

会場：文京シビックホール大ホール（後楽園）
枚数：各回１０枚（１会員４枚まで）
※	学生：小学生～２４歳以下の学生（身分証の提示をおねがいすることがあります。）

２０１２年から歌舞伎俳優の坂東玉三郎氏を芸術監督に迎え、新たな表現に挑
戦している太鼓芸能集団　鼓童。「永遠」をテーマに、森羅万象の移ろいを、魂
揺さぶる太鼓の色彩豊かな新曲の数々でお届けする、見どころ満載の最新作！

原作：ビートたけし
出演：陣内孝則、室井滋　ほか

全席指定　２，２００円
（一般料金　３，５００円）

会場：日本橋・三越劇場（日本橋）
枚数：各回１０枚（１会員４枚まで）
出演：ジェイミー夏樹、室龍規、劇団東少

～歌と涙の爆笑ライブ !! イヤな事全部わすれちゃおー！～
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月組公演
ミュージカル　『PUCK（パック）』

ショー・ファンタジー	CRYSTALTAKARAZUKA－イメージの結晶－

ミュージカルモーツァルト!

ブロードウェイミュージカル

「Once　ダブリンの街角で」

TOKYO FM 夢の第九コンサート２０１４

秋元康プロデュース
由紀さおり　４５周年記念コンサートツアー

『偶然の結晶～４５年の歌声』

Ｓ席指定　６，８００円
　　　（一般料金　８，８００円）

会場：東京宝塚劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：４０枚
　　　（１会員２枚まで）

全席　１０，５００円
　　　　　（一般料金　１３，０００円）

会場：EX	シアター六本木（六本木）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　５，５００円
　　　　　（一般料金　７，２００円）

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

鑑賞チケット　５，０００円
　　　　（一般料金　６，５００円）

会場：国立代々木競技場
　　　第二体育館（渋谷・原宿）	
枚数：１０枚	（１会員２枚まで）

ロンドン版　ショーシャンクの空に

PARCO Presents

「海をゆく者」

東京バレエ団

『くるみ割り人形』

Ｓ席指定　１０，５００円
　　　（一般料金	１３，０００円）
　※②おみやげ付き

会場：帝国劇場（日比谷・有楽町）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

❶全席指定	 ４，５００円
❷全席指定	 ５，２００円
　　　（一般料金　７，５００円）
会場：パルコ劇場（渋谷）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

❶❸ S席指定	１１，０００円	（一般料金	１４，０００円）
❷ S席指定	 ７，０００円	（一般料金	１０，０００円）
会場：東京文化会館（上野）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

❶１２／２（火）１２：３０　❷１２／６（土）１７：１５

❶１２／５（金）１９：００　❷１２／６（土）１９：００ １２／１２（金）１８：００

１２／１５（月）１９：００

１２／２０（土）１８：００

❶１２／８（月）１９：００　❷１２／１３（土）１３：００

❶１２／１９（金）１９：００　❷１２／２０（土）１４：００
❸１２／２１（日）１４：００

１２／１３（土）１５：３０

芸術監督・指揮：西本智実
曲目：ベートーヴェン交響曲第九番　二短調　作品１２５（合唱付）他

全席指定　７，５００円
　（一般料金　９，８００円）

会場：シアタークリエ
　　　　（日比谷・有楽町）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

作：コナー・マクファーソン　翻訳：小田島恒志　
演出：栗山民也
出演：小日向文世、吉田鋼太郎、浅野和之、大谷亮介、平田満

①�クララ：エフゲーニャ・オブラスツォーワ
　くるみ割り王子：マライン・ラドメーカー
②クララ：沖香菜子　くるみ割り王子：梅澤紘貴

①出演：井上芳雄、花總まり、ソニン、春野寿美礼、山口祐一郎、市村正親 ほか
②出演：山崎育三郎、花總まり、平野綾、香寿たつき、山口祐一郎、市村正親　ほか

音楽がアカデミー賞、グラミー賞・オリヴィエ賞、
トニー賞を受賞というブロードウェイミュージカ
ル史上初の快挙を果たした最高の舞台が日本初上陸。ブロードウェイ
より舞台が近い空間、９００席の劇場で観るプレミアム公演！

©宝塚歌劇団

スペシャルゲスト：安田祥子

①未就学児入場不可　　②５才以上入場可

出演：佐々木蔵之介、國村隼、三浦涼介、
　　　板尾創路　他
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日本の伝統芸能“文楽”。興味はあるけどチョット難しそう…というあなたへ！この文楽鑑賞教室は初心者
の皆様にもわかりやすい演目で、解説「文楽の魅力」も付いて大いにお楽しみいただけます。
開催日時 ①１２月８日（月）１８：３０　②１２月１３日（土）１４：００
会　　場 国立劇場　小劇場（半蔵門駅徒歩５分）

演　　目
二人三番叟　解説　文楽の魅力

絵本太功記　尼ヶ崎の段
プログラム・文楽読本無料配布

募集人員 ２０名　※１会員３枚まで
料　　金 １等席　２，５００円（一般料金３，９００円）

申込方法 ハガキ／ＦＡＸ／ホームページよりお申し込みください。イベント名「文楽鑑賞教室」と希
望日・会員番号・住所（自宅または事業所）・氏名・電話番号・申し込み枚数をご記入ください。

締　　切 １０月２４日（金）午後５時必着 通　　知 １１月中旬発送予定

国立劇場平成二十六年 文楽鑑賞教室

《広告》はせがわ

《広告》シアター１０１０


