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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/

サービスセンターニュース
１２月１０日発行◎

１１月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,708
11,760

２０１４年

１２月号

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
【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。

日　程 平成２７年２月１３日（金）
　及び　  ２月１６日（月） 募　集 各４５名

（最少催行人数３５名　雨天決行）

参加費
会員 家族 関係者

１人
（小学生以上）

５，５００円～５，９００円 ６，５００円～６，９００円 ７，５００円～７，９００円
※ミステリーツアーの内容により参加費が変わりますので、決定の際にお知らせいたします。

申込先
㈱新日本紀行　 〒１０１－００６２　千代田区神田駿河台２―２　フルノートビル４階
　　　　ＦＡＸ 　０３－３２９５－５２７９　

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 ０３－３２９２－５９５９　担当：川田

※土・日・祝日を除く１０：００～１７：００

締　切 平成２６年１２月２６日（金）　１７：００必着　
※申込み多数の場合は抽選となります。結果は１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、諸費用を含みます。
●家族は、会員の配偶者・子・実父母です。●ミステリーツアーの内容については、問い合わせいただければお答えします。
●６、７歳のお子様は、ＪＡＬ工場見学の際に小学生であることを証明する必要があるため、健康保険証などをご持
参ください。　未就学児は参加できません。

あっせん 日帰りバスツアー
ＪＡＬ工場見学と横浜中華街でバイキング　
午後は何処へ行くのか素敵なミステリーツアー
ＪＡＬ工場見学では、格納庫のフロアで整備中の航空機を間近に見学する
ことができ、記念撮影や滑走路に離着陸する航空機もご覧いただけます。
横浜中華街・龍州飯店では、北京ダックやフカヒレスープなど１３５種類のメ
ニューからお好きなだけオーダーできます。
午後のミステリーツアーは、日により異なりますが、いずれも人気の高い施設見学を予定しております。

写真はイメージです

★必要事項 下記①～⑦を明記のうえお申込みください。
  ①旅行名「工場見学ツアー」②参加日 ③会員番号　④氏名　⑤住所　⑥日中連絡のつく電話番号　　　　　　　　

⑦参加者全員の氏名・年齢・続柄（会員、家族、関係者）を明記。
●発　　着 出発：足立区役所　８：００集合　８：１５出発　　帰着：足立区役所・北千住付近１７：００ごろ
●コ ー ス  足立区役所⇒首都高⇒日本航空機体整備工場見学⇒首都高⇒昼食：横浜中華街・龍州飯店（１３５種類のオーダー式

中華バイキング）⇒午後はミステリーツアー⇒首都高⇒足立区役所・北千住駅周辺
●そ の 他  この旅行は、（株）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（株）新日本紀行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（株）新日本紀行から実施日の１０日前までに連絡いたします。

旅行主催会社　株式会社・新日本紀行　東京都知事登録旅行業者第２－９０５号
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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

H２７年３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１２月１日（月）から３月３１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！

１２月中に入会の場合は、入会者一人につき	 ２，０００円	相当の記念品

　１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

　２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

　３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。１２月加入の場合は２，０００円、１月加入の場合は１，５００円、２月加入の場合は
１,０００円、３月加入の場合は５００円を郵便局で振込んでください。（４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される方には「新規入会キャンペーン」を展開！ 足立区内全戸配
布の「公社ニュースときめき」１２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、「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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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・住所・氏名・電話番号・枚数・

送付先（自宅・勤務先）を記入のうえ提出ください。
● 窓口販売もしていますのでご利用ください。

販売枚数 １会員後期分　６枚まで　在庫が無くなり次第終了

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２７年３月３１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。
●本年度後期分入場券を既に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後期分の追加販売をいたします。

スパリゾートハワイアンズ入場券の追加販売

では遊園地チケットを販売しています！

ホームページ

ホームページ

金　　額 １枚　１，３００円　１会員１回１０枚まで、年度２０枚まで
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）

そ の 他 交通：東武伊勢崎線「東武動物公園駅」徒歩１０分
休園日等は東武動物公園ホームページでご確認ください http://www.tobuzoo.com

金　　額 １枚　５００円　１会員１０枚まで
大人・小人共通　３歳未満無料（一般料金：大人４，２００円・小人３，２００円）

そ の 他 交通：西武池袋線「池袋駅」から直通１４分「豊島園駅」下車
休園日等はとしまえんホームページでご確認ください http://www.toshimaen.co.jp

金　　額 １枚　５００円　１会員１０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円）

そ の 他 交通：西武新宿線「西武遊園地駅」または「西武園駅」徒歩５分
休園日等は西武園ゆうえんち HP でご確認ください http://www.seibuen-yuuenchi.jp/

金　　額

１冊　２，０００円　１会員１０冊まで
大人・小人共通　（一般販売なし）
１冊に１０ポイントあり、使いたい施設での利用や、ワンデーパスポートに
引き換えもできます。
※スパラクーアのチケットは完売のため、こちらをご利用ください。

そ の 他
交通：東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」徒歩３分

「得１０チケット」については専用サイトで　http://www.tokyo-dome.co.jp/10/
営業時間・運営状況等は東京ドーム公式サイトでご確認ください http://www.tokyo-dome.co.jp

窓口で購入、または☎電話／ハガキ・ＦＡＸ／ホームページにてお申込みください。
【必要事項】会員番号・氏名・送付先（自宅または事業所のどちらか）・希望遊園地名・希望枚数（冊数）を
ご記入ください。４施設とも利用期限は平成２７年３月３１日まで、いつでもご利用いただけます。

東武動物公園　フリーパス

としまえん　フリーパス

西武園ゆうえんち　フリーパス

東京ドームシティアトラクションズ 『得１０チケット』
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開催日時

平成２７年２月２１日（土）～６月１日（月）
１０：００ ～ １８：００　
( 金曜日、５／２３、５／２４、５／３０、５／３１は２０：００まで )

●入場は閉館時間の３０分前まで
休館日…毎週火曜日　ただし５／５、５／２６は開館

会　　 場 国立新美術館　企画展示室１Ｅ　（東京・六本木）

斡旋料金

一　般 １, ０００円 （当日券 １，６００円）
大学生 ７００円 （当日券 １，２００円）
高校生 ４００円 （当日券 ８００円）
●中学生以下は無料
●障がい者手帳をお持ちの方と付添の方１名は無料
●高校生無料観覧日については、展覧会ホームページ等で追って発表します。

申 込
販売方法

●窓口販売 平成２７年２月２８日（土）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ２月２０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

ルーヴル美術館展
 日常を描く―風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄

　ルーヴル美術館のコレクションから厳選された約８０点の作品を通して、１６世紀から１９世紀までのヨー
ロッパにおける「風俗画」の展開をたどる初の展覧会。「風俗画」とは、人々の日常を描いた絵画です。フ
ェルメールの傑作《天文学者》が初来日するほか、ルーベンス、レンブラント、マセイス、ティツィアーノら
巨匠たちの名画が一堂に会します。

ティツィアーノ《鏡の前の女》1515 年頃
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) 
/ Franck Raux / distributed by AMF -DNPartcom

ホームページ

ホームページ

開催日時

平成２７年２月７日（土）～５月２４日（日）
１０：００～１８：００

（祝日・振替休日を除く金曜日のみ２０：００まで）

※入館は閉館の３０分前まで
休館日　月曜日（ただし、祝日の場合は開館。４／６、５／１８は
　　　　１８時まで開館）

会　　 場 三菱一号館美術館　（東京・二重橋前）

斡旋料金 一　般（前売券）　１, １００円（通常当日券　１，６００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
販売方法

●窓口販売  平成２７年２月６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２７年２月２日（月）午後５時必着
●一会員５枚まで （完売をもって販売終了）

ワシントン・ナショナル・ギャラリー展

　ワシントン・ナショナル・ギャラリーは、アメリカ唯一の西洋美術を集めた国立美術館。そのほとんどが民
間からの寄贈によるもので、驚くべき量と質を誇ります。本展は、日本初公開３８点を含む全６８点の印象派
の作品が揃います。ルノワール、マネ、モネ、ドガ、セザンヌ、ゴッホなどアメリカ合衆国が誇る珠玉のコ
レクションをご堪能ください。

～アメリカ合衆国が誇る印象派コレクションから～

ピエール = オーギュスト・ルノワール
《猫を抱く女性》1875 年頃　油彩、
カンヴァス、56 × 46.4cm
ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵
National Gallery of Art, Washington, 
Gift of Mr. and Mrs. Benjamin E. Levy

ヨハネス･フェルメール《天文学者》1668 年
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / 
René-Gabriel Ojéda / distributed by AMF -DNPartcom



5

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

フェルディナント・ホドラー展 ２７年１月１２日（月）まで 窓口　～１／９ From １０月号

ボストン美術館ミレー展 ２７年１月１２日（月）まで 窓口　～１／９
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２６ From １０月号

ティム・バートン展 ２７年１月４日（日）まで 窓口　～１２／２６
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２２ From １１月号

ホイッスラー展 ２７年３月１日（日）まで 窓口　～２／２４
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２０ From １１月号

キャプテン・クック
『バンフ花譜集』 ２７年３月１日（日）まで 窓口　～２／２４

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２０ From １１月号

東京ドーム
ふるさと祭り

２７年１月９日（金）～
　１月１８日（日）まで

窓口　～１２／２５
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２２ From １１月号

★★「チケット」好評販売中 ★★ ホームページ

第14回東京国際キルトフェスティバル

テーブルウェア・フェスティバル２０１５

国内最大規模のキルトの祭典、１４回目の特別企画は「キルトでつづる大草原の小さな家」です。会場には、キル
トの幌馬車や開拓小屋が登場、作者のローラ・インガルスの手芸作品も展示されます。そのほか、親子で楽しむ「絵
本きると」のコーナーやプロバンスの花嫁衣裳なども展示され、プロからビギナーまでみなさんが楽しめる内容です。

〜 暮らしを彩る器展 〜
華やかな雰囲気の会場いっぱいに繰り広げられるテーブルウェア・フェスティバルも、２３回目を迎えます。今回の
特集は、「琳派４００年の系譜と新時代の京焼・清水焼」「器を着替えて愉しむパーティータイム」。最新のテーブルセッ
ティングや、洋食器やガラスブランドが提案するパーティーシーンを紹介します。展示販売コーナーも見所です。

ホームページ

ホームページ

～布と針と糸の祭典～

開催日時

平成２７年１月２２日（木）～１月２８日（水）７日間
９：３０～１８：００

（初日は午前１１：００開場、最終日は午後５：３０閉場）
※入場は閉場の３０分前まで

会　 場 東京ドーム（水道橋）

斡旋料金
前売券　１, ２００円（当日券　２，１００円）
※小学生以下は無料。但し大人の付添いが必要

申 込
販売方法

●窓口販売  平成２７年１月１９日（月）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２７年１月１６日（金）午後５時必着
●一会員４枚まで ※なくなり次第販売終了です。

開催日時

平成２７年２月１日（日）～２月９日（月）９日間
１０：００～１９：００

（初日は午前１１：００開場）
※入場は閉場の１時間前まで

会　 場 東京ドーム（水道橋）

斡旋料金
前売券　１, １００円（当日券　２，１００円）
※小学生以下は無料。但し大人の付添いが必要

申 込
販売方法

●窓口販売  平成２７年１月３０日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２７年１月２３日（金）午後５時必着
●一会員４枚まで ※なくなり次第販売終了

キルト製作　鷲沢玲子

残り僅か
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枚　 数 １会員　１スキー場につき５枚まで

販売期間 シーズン券
窓口は１２月１５日（月）～平成２７年３月１３日（金）
郵送は平成２７年３月６日（金）午後５時到着分まで

申込方法 会員番号・住所・氏名・スキー場名・券の種別・枚数を記入のうえお申し込みください。

そ の 他
●リフト券保証料等が必要な施設があります。（返却時返金）
●営業期間は、天候等により変わることがあります。施設にご確認のうえご利用ください。
●チケット購入後のキャンセルや変更また再発行はいたしません。

２０１４〜２０１５ スキー場リフト券の販売
５か所のスキー場のリフト券（シーズン券）を販売します。
一般よりお得なチケットです。どうぞご利用ください

猪苗代スキー場 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００
 営業期間　１２月２０日（土）～平成２７年３月２９日（日）

リフト１日券
大人券（中学生以上） ３，０００円（一般料金４，７００円）　
小学生券 ２，５００円（一般料金３，９００円） 未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　ＪＲ磐越西線「猪苗代駅」より無料シャトルバス有（平日は要予約）
　　　磐越道猪苗代磐梯高原ＩＣより約８㎞

石打丸山スキー場 新潟県南魚沼市石打　　　　☎０２５－７８３－５５７１
 利用期間　１２月１９日（金）～平成２７年４月５日（日）

場内１日券
大人券（中学生以上）　３，１００円（一般料金４，３００円）
ジュニア券（小学生以下）・シニア券（６０歳以上）　２，６００円（一般料金３，４００円）
●未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」よりバス１０分
　　　関越道湯沢 IC より５㎞

舞子スノーリゾート 新潟県南魚沼市舞子　　　　☎０２５－７８３－４１００
 営業期間　１２月１３日（土）～平成２７年３月３１日（火）

１ｄａｙパス
大人券　２，９００円（一般料金４，７００円）　
中・高生・シニア券（５５歳以上）　２，６００円（一般料金４，２００円）
小学生券　１，８００円（一般料金２，９００円）未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」より無料シャトルバス有
　　　関越道塩沢石打 IC より１分

湯沢中里スキー場 新潟県南魚沼郡湯沢町　　☎０２５－７８７－３３０１
 営業期間　１２月１９日（金）～平成２７年４月５日（日）

リフト１日券
大人券（中学生以上） ２，９００円 （一般料金４，２００円）　
シニア券（５５歳以上） ２，０００円 （一般料金３，２００円）
小学生券　１, ０００円（一般料金２，１００円）　未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　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より５㎞

六日町スキーリゾート 新潟県南魚沼市小栗山　　☎０２５－７７３－３３１１
 営業期間　１２月２０日（土）～平成２７年３月３１日（火）

１ｄａｙパス
大人券　２，５００円（一般料金３，９００円）
中・高・シニア（５５歳以上）　２，０００円　（一般料金３，０００円）
小学生券　１，０００円（一般料金２，０００円）　未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　ＪＲ上越線・ほくほく線「六日町駅」より無料シャトルバス有
　　　関越道六日町ＩＣより３㎞

ホームページ
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会員証の提示により優待料金で利用できます
群馬県　丸沼高原スキー場	 群馬県利根郡片品村東小川　　☎０２７８－５８－２２１１
 開設期間　～平成２７年５月６日（水）

リフト１日券
●スキーパック特別割引（リフト１日券（ゴンドラ利用可）＋昼食券＋ドリンク券）
大人（１８歳以上）４，７００円（一般料金５，９００円相当）　※中高生は学生証提示で学割料金あり。

小学生　２，０００円（一般料金３，２００円相当）未就学児童は無料（家族同乗に限る）

アクセス
　　　関越道　沼田ＩＣより国道１２０号を日光方面へ約３７㎞

（駐車場平日無料・中央駐車場は土日休日、年末年始のみ有料　一般車￥５００～）

軽井沢スノーパーク	 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢　　☎０２７９－８４－１２２７
 開設期間　１２月１３日（土）～平成２７年４月５日（日）

リフト１日券
大人（中学生以上）２，５００円（一般料金３，５００円）
小人（４歳～小学生）・シニア（５５歳以上要証明書）１，５００円（一般料金２，５００円）

アクセス 　　　上信越道　碓氷軽井沢ＩＣより１４６号経由約４５分

会津高原	たかつえスキー場	 福島県南会津郡南会津町高杖原　　☎０２４１－７８－２２２０
 開設期間　１２月２０日（土）～平成２７年３月３１日（火）

場内１日券
大人（中学生以上）３，２００円（一般料金４，２００円）
小人（５歳～小学生）・シニア（６０歳以上要証明書）２，５００円（一般料金３，２００円）

アクセス
　　　東武鉄道「会津高原尾瀬口駅」よりバス・タクシーで３０分
　　　東北自動車道・西那須野塩原ＩＣより６３㎞

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
小海リエックス・スキーバレー

長野県南佐久郡川上村御所平 ☎０２６７－９１－１００１
長野県南佐久郡小海町松原湖高原 ☎０２６７－９３－２５３７
割引有効期間　１２月２０日（土）～平成２７年３月１５日（日）

リフト１日券

大人　　　　　　　平日　　２，５００円（一般料金３，５００円）
　　　　　　　　　土日祝　３，０００円（一般料金４，０００円）
子供（小・中学生）・マスター（５０歳～５９歳）

平日　　１，５００円（一般料金２，５００円）　
土日祝　２，０００円（一般料金３，０００円）

※キッズ（小学生未満）・シニア（６０歳以上）は現地チケットと同価格となります
※１２月２９日～１月４日は土日祝料金となります

アクセス

　　　八ヶ岳＝ＪＲ小海線野辺山駅よりタクシー５分
　　　小海＝ＪＲ小海線小海駅よりタクシー２０分
　　　八ヶ岳＝中央自動車道路　長坂ＩＣより約２１㎞・２５分
　　　小海＝中央自動車道路　長坂ＩＣより約４２㎞・５０分

※１　利用方法の詳細は各スキー場にお問い合わせください。
※２　会員証は１枚５名まで利用できます。
※３　開設期間及び営業時間は、天候等により変わることがあります。施設に確認のうえご利用をお願いします。
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２０１５	特別団体契約サンクス・フェスティバルのご案内
　来年１月から東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーが下記期間にお得な料金
でお楽しみいただけるパスポートです。
１．パスポートチケット料金（消費税込み）
　 　「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを

１日ご利用いただけるチケットです。
　　　大　人（１８歳以上） ５，８００円 《通常料金：６，４００円》
　　　中　人（１２～１７歳） ４，９００円 《通常料金：５，５００円》
　　　小　人（４～１１歳） ３，９００円 《通常料金：４，２００円》
２．実施期間　
　　　２０１５年１月６日（火）～３月２０日（金）
　　 　【ご注意】本チケットは入場保証がございません。（入園制限中のパークではご利用頂くことができません。）
３．パスポートチケット購入方法
　 　期間中、下記の「パスポート購入申込書」を、下記のパスポート販売窓口にお持ち頂くと、申込書１枚に

つき５名様までご購入いただけます。
※特別利用券をお持ちの方は、申込書と併せてご利用いただけますのでご一緒にご提出ください。
※パスポート購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いされた場合はゆうの会員証をご提示ください。
※ パスポートを期間外に利用する場合は、利用当日の通常料金との差額、および期日変更手数料が必要になります。

４．パスポート販売場所
　　　当　日…東京ディズニーランドのチケット販売窓口・東京ディズニーシーのチケット販売窓口　　
　　　前売り…下記一覧で２０１４年１２月１０日（水）から販売開始

東京ディズニーリゾート・チケットセンター
（イクスピアリ内１Ｆ）、東京ディズニーラン
ド（ゲストリレーション ･ウィンドウ）、東
京ディズニーシー（団体チケットブース）、
ディズニーストア（渋谷公園通り店、池袋サ
ンシャインシティアルパ店、お台場アクアシ
ティ店、町田１０９店、八王子東急スクエ
ア店、昭島モリタウン店、船橋ららぽーと
TOKYO-BAY 店、藤沢さいか屋店、横浜そご
う店、横浜［アット！］店、大宮アルシェ店、
川口アリオ店、羽生イオンモール店、越谷イ
オンレイクタウン店）

◆他人への譲渡、ネットオークションなどでの転売を禁止します。

５．その他　 　申込書の注意事項をよくお読みください。

フェスティバル期間中のイベントご案内

両方とも
１／１３（火）

３／２０（金）
開催！

東京ディズニーランド
｢アナとエルサの

フローズンファンタジー｣

東京ディズニーシー
「スウィート・ダッフィー｣

〜
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I n f o r m a t i o n

日 月 火 水 木 金 土
12/14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1/1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

← 当センターの土曜日営業は毎月第四土曜日ですが、１２
月は第三土曜日２０日（９：００～１６：００）とさせ
ていただきますので、ご了承くださいますようお願いい
たします。また、年末の営業は１２月２６日（金）まで、
年始は１月５日（月）から営業いたします。

で販売した観劇・コンサート（東京交響楽団、国立演芸場を含む）を鑑賞するために、託児サービス
を利用した場合に利用料の一部を補助します。

●利用できる方…会員・家族　　　　　　　　　●利用回数…年度内３回
●利用補助金…１回につき２，０００円

ただし、１回利用額が２，０００円に満たない場合は、補助の対象になりません。
一公演に２名以上で利用した場合も１回利用分請求となります。
保育・託児サービス事業を営む団体等への利用に限ります。

●年末・年始の営業カレンダー

●各種手続きの印鑑について

●ディズニーストア北千住ルミネ店閉店のお知らせ

●「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。

●観劇・コンサート鑑賞託児サービス利用料の一部を補助します。

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」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。

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）

一般社団法人　全国中小企業勤労福祉サービスセンター

　　　　　「こどもが主役の街」キッザニア東京　特別ご優待

※ 「 利用ガイド
　２０１４」Ｐ３４を
　ご覧ください。

営業日 お休み

【優待内容】優待期間の平日第２部及び日曜・祝日第２部が５００円OFF
【優待期間】　〜２０１５年３月２０日（金）まで
	 ※除外期間及び除外日：１２月２０日（土）〜２０１５年１月６日（火）及び２０１５年１月１１日（日）
	 ※サービスコード予約サイトの予約状況カレンダーで空き状況をご確認ください。
【優待料金】
　　（税込）　

園児（３歳～） 小学生 中学生 大人（１６歳～） シニア（６０歳～）
平　日
第２部

２, ５７８円
（通常 3,078 円）

２, ９０２円
（通常 3,402 円）

３, ０１０円
（通常 3,510 円） １, ４９８円

（通常 1,998 円）
５２６円

（通常 1,026 円）日曜・祝日
第２部

２, ９０２円
（通常 3,402 円）

３, ２２６円
（通常 3,726 円）

３, ３３４円
（通常 3,834 円）
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開 催 日　平成２７年３月８日（日）
会　　場　東京ディズニーシー

「ケープコッド・クックオフ」
時　　間　午前 ９：１０～９：４０（開場は午前８：４０）

募集定員　３００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！

　冒険とイマジネーションの海 “東京ディズニーシー” で、心躍るパーティーに参加しませんか？ で

東京ディズニーシー内『ケープコッド・クックオフ』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！そしてもちろんパーティー終了後は東京デ
ィズニーシーを自由にお楽しみいただけます。人気キャラクター“ダッフィー”の期間限定イベント“スウィート・

ダッフィー”開催中!!

◆ 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又はＦＡＸ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歳以下は無料の為申込の記入は不要ですが、膝の上での鑑賞となり、プレゼントはありません。
★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２７年１月１６日（金）　※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２７年１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２７年２月中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。

東京ディズニーシーパーク・ファン・パーティー

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１月下旬に発表予定。

プレゼント抽選会で
　ディズニーグッズプレゼント！
末尾賞もあるので
　３人に１人なにかが当たる！

®

©Disney/Pixar
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食事チケット　ご案内中です
● 帝国ホテル
　　　～平成２６年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

● 第一ホテル東京
　　　～平成２６年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

● 京王プラザホテル
～平成２６年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

１会員各施設６枚まで

期　　 間 平成２７年１月１日（木）　～１月４日（日）　
会　　 場 ホテル４階　大宴会場「飛翔の間」
予 約 先 ０３－３８４２－２１２７（１０：００～１８：００）

予約方法
予約先へ「足立区勤労福祉サービスセンター 」
の会員と告げて、日程や時間を予約してください。

時 間 ①１１：３０～１３：００　　②１３：３０～１５：００　　③１７：３０～１９：３０
　※１月４日の③１７：３０～１９：３０は実施しません。

料　　 金
大　人　４，０００円（一般料金　５，０００円）
小学生　２，０００円（一般料金　２，２５０円）　

内　　 容
●中国料理バイキング　
●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 会員証を忘れずにお持ちください。

支払方法 お支払時に会員証を提示し料金をお支払いください。
　※会員証の提示がない場合は一般料金となります。

そ の 他
●このプランは、勤労福祉サービスセンター「 」の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３－１７－１　交通：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」徒歩約１０分

本格中国料理で新たな年のスタートを！料理人が特別ライブクッキングスペースでご提供するアツ
アツのお料理をお楽しみください。

ゆう会員証提示

 《広告》はせがわ

浅草ビューホテル　新春　中国料理バイキング
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観劇・コンサート

竜小太郎
新春ゆめまち華舞台

ミュージカル『SAMURAI 7』

コロッケ芸能生活３５周年記念公演
ものまねキング		明治座に再び!!

新春！千住落語会

柳家花緑 春風亭一之輔 二人会

都はるみコンサート２０１５

S 席指定　９，０００円
　　 （一般料金　１２，０００円）

会場：明治座（人形町）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

◆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（番号）をご記入ください。
◆締　　切 １２月２４日（水）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１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１／１６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」Ｐ３４をご覧ください。

２／２５（水）１４：３０

全席指定 ３，３００円
　 （一般料金 ４，５００円）
※ワンドリンク付き

会場：浅草六区ゆめまち劇場（浅草 ROX4 階）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　３，４００円
　　（一般料金　６，８００円）

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：２０枚（１会員２枚まで）

S 席指定　８，２００円
　　　（一般料金 １１，０００円）

会場：赤坂ＡＣＴシアター（赤坂）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

❶１／２４（土）１６：００
❷１／２５（日）１１：００

２／１１（水・祝）１４：００

全席指定　　６，５００円
　（一般料金　８，５００円）　

会場：天王洲　銀河劇場（天王洲）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

原作：黒澤明監督作品「七人の侍」より
出演：別所哲也／矢崎広／古川雄大、野島直人、
　　　永山たかし、黒須洋壬、大澄賢也　他

全席指定 ２，８００円
　（一般料金 ３，８００円）

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：２０枚（１会員２枚まで）

出演：柳家花緑　春風亭一之輔
　　　柳貴家雪之介（大神楽）

”はるみ節”全開でお届けする、大ヒット曲満載のステージ !!
予定曲：�アンコ椿は恋の花、好きになった人、北の宿から
　　　��おんなの海峡、最新曲「冬の海峡」ほか

❶２／７（土）１６：００
❷２／８（日）１１：００

❶１／１８（日）１２：００
❷１／２３（金）１９：００

❶２／１９（木）１３：００
❷２／２３（月）１８：３０

２０１２年の初演から３年…「また観たい！」の声殺到につき、再演決定！「聖
杯伝説」をパロディ化したモンティ・パイソンのギャグ・ミュージカル！

企画・上演台本・演出：福田雄一
出演：ユースケ・サンタマリア／平野綾、ムロツヨシ、松下優也／貴水博之／マギー、
皆川猿時／池田成志　他

© 黒澤明／橋本忍／
小 国 英 雄 ／ NEP・
GONZO

モンティパイソンの
SPAMALOT

第一部　お芝居
第二部　男形・女形　早替わり舞踊ショー

第一部　渡る世間は倍返し!?
第二部　コロッケものまねオンステージ
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１／２６（月）１８：３０

２／１（日）１６：３０

ORANGE
阪神淡路大震災…あの時、現場で何があったか知っていますか？

live image cinema best 
イマージュ映画音楽ベストライブ開催決定

ラ・カージュ・オ・フォール
籠の中の道化たち

熊川哲也 Ｋバレエ カンパニー

シンデレラ

全席指定 ５，０００円
　　 （一般料金　６，８００円）

会場：サンシャイン劇場（池袋）
枚数：各回１０枚 （１会員２枚まで）

全席指定　５，５００円
　  （一般料金　７，５６０円）

会場：サンシャイン劇場（池袋）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

全席指定　５，０００円
　　（一般料金　６，５００円）

会場：東京芸術劇場（池袋）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　５，２００円 

　　　（一般料金　６，８００円）

※入場時ドリンク代別途￥５００必要です。

会場：日本橋三井ホール（日本橋） 
枚数：１０枚 （１会員２枚まで）

S 席指定１０，０００円 
　　　（一般料金　１３，５００円）
会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

シンディ・ローパー
シーズ ･ソー ･アンユージュアル

３０ｔｈ アニバーサリー＆グレイテスト ･ ヒッツ　ジャパン ･ツアー２０１５

ＮＡＮＴＡ宇崎竜童　LIVE アンソロジー

ミュージカル『メンフィス』

❶１／３０（金）１９：００　❷１／３１（土）１７：００

❶２／１５（日）１７：３０　❷２／２７（金）１３：３０

１／２０（火）１９：００

作・演出：宇田　学
出演：音尾琢真、荒木宏文、陽月華、木村祐一、
　　　川岡大次郎　ほか

©Shunki Ogawa

S 席指定　 ９，８００円
　　　 　（一般料金　１２，５００円）
　　※未就学児入場不可

会場：日本武道館（九段下）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

出演：小松亮太、手嶌葵、羽毛田丈史、
　　　松谷卓 and more…

芸術監督：熊川哲也
出演：３／２１ 神戸里奈、井澤諒　
　　　３／２２ 加瀬栞、遅沢佑介
　　熊川哲也の出演はありません

❶２／　７（土）１３：００
❷２／１０（火）１９：００

韓国発！世界で約９７０万人を魅了したエンターテインメント！
キッチンを舞台に”コックたち”が繰り広げるコメディ、クッキング、
そして圧巻の乱打！
ナンダ！？この爆笑！リズムと笑いであなたのハートをたたく！

❶ S 席指定 １０，５００円 
❷ S 席指定 ９，２００円 
　　　（一般料金１３，０００円）

会場：日生劇場（日比谷・有楽町）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）
日本版”ラ・カージュ”史上最高のカップル
が帰ってくる。

出演：市村正親、鹿賀丈史ほか

❶２／２（月）１４：００　❷２／７（土）１７：３０

❶ S 席指定 ７，７００円 
❷ S 席指定 ８，８００円 
　　　（一般料金 １１，０００円）

会場：赤坂ＡＣＴシアター（赤坂）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）
ROCK&SOUL! トニー賞４冠に輝く
ミュージカル　待望の日本初演 !!
出演：山本耕史、濱田めぐみ／ジェロ、
JAY'ED、吉原光夫・原康義／根岸季衣ほか

❶３／２１（土・祝）１６：３０
❷３／２２（日）１４：００

８０年代を代表する名盤中の名盤「シーズ・ソー・アンユージュアル」
の発売から３０周年を記念して行なわれる大ヒット曲満載のジャパン
ツアーが決定

©PMC PRODUCTION
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 《広告》小さなお葬式

■募集要項を無料で送付いたします

東京足立学習センタ一
足立区千住 5-13-5 学びピア 21（6F）

（北千住駅西口から徒歩 15 分）　

相談窓口 ☎ 03-5244-2760
 願書受付 

 平成27年３月２０日（金）まで
http://www.sc.ouj.ac.jp/center/adachi/

オープンキャンパス＆個別相談会（事前予約制）
各日とも１０時～１２時と１４時～１７時
平成２６年１２月１９日（金）　
平成２７年　１月１７日（土）
平成２７年　２月　８日（日）
平成２７年　２月１７日（火）～２月２８日（土）
　（平成２７年２月２３日（月）を除く）

看護師向け個別相談会（事前予約制）
各日とも１０時～１２時と１４時～１７時
平成２７年　１月１５日（木）　
平成２７年　２月１２日（木）　

東京足立学習センターにて開催

《広告》　 が教育学部の入学を補助します 詳しくは  利用ガイド 2014 参照

放送大学はテレビやインター
ネットを通じて授業を行う通信
制の大学です。放送大学はあな
たの生涯学習を応援します。

４月入学生募集中（入試不要）
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