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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
２月１０日発行◎

１月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,767
12,473

２０１５年

２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 ※２月の土曜営業は、２８日（９：００～１６：００）です。

日 程 平成２７年４月１８日（土）　　募集８０名　（最少催行人数３５名　　雨天決行）

行 程
足立区役所（午前７：２０集合　午前７：３０出発）➡（京葉道）➡『東京ドイツ村（散策）』➡『～満ちて
くる心の宿～吉夢（昼食）』➡『潮騒市場（お買物）』➡みんなみの里（いちご狩り）➡海ほたるＰＡ（休憩）
➡足立区役所・北千住（午後６：４５着予定）（交通事情により到着時間が遅くなることがあります）

参 加 費

申 込 先
トップツアー㈱　〒103-0025　中央区日本橋茅場町２－１０－５　住友生命茅場町ビル２階
東京法人東事業部第３営業部「 」係　ＦＡＸ ０３－６６６７－０５６８　

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）
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「いちご狩りと花めぐりツアー」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）を明記してください。
※家族は、会員の配偶者・子・実父母です。　※昼食は年齢を問わず、同じものが出されます。

お問合せ 電話　０３－６６６７－０５９３　※土・日・祝日を除く　午前９時３０分～午後６時　担当：野口
締 切 平成２７年３月９日（月）午後６時必着　※申込み多数の場合は抽選となります。結果は３月中旬に全員に連絡します。
◎参加費には、バス代（高速道路、駐車場）、昼食代、入場料、諸費用が含まれます。
◎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、９，５００円を基本として旅行会社の基準により算定されます。

春・真
っ盛り 春のあっせん日帰りバスツアー FAX・ハガキで旅行社へお申込み

いちご狩り＆東京ドイツ村花めぐり

会　員 家　族 関係者
大 　 人 ７，５００円 ８，５００円 ９，５００円

中・ 高 生 ８，１００円 ９，１００円

４歳～小学生 ７，９００円 ８，９００円

写真はイメージです

◎その他	 ●	この旅行は、トップツアー㈱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トップツアー㈱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。この場合トップツアー㈱から実施日の１０日前までに連絡します。
	 ●	吉夢では有料（６５０円）にて入浴ができます。

旅行主催　トップツアー（株）　観光庁長官登録旅行業第３８号　総合旅行業務取扱管理者　布施　泰政
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３月末退会予定の方へ
３月末に退職を予定されている方は「退会届」を３月末までにご提出ください。
退会手続きは退会当月末を過ぎると“ ”に提出された日が退会日となり、月
会費がかかってしまいますので早めのご提出をお願いいたします。

　　手続き方法　
『利用ガイド』P. ９３の「退会届」をお使いください（見当たらなければ白紙を「退
会届」として会員番号・氏名と退会日を記入でもOK）。提出方法は郵便又は FAX
でお送りください。

また、４月以降にご利用いただく遊園地、観劇コンサート、美術展等各種チケット、
バスツアー等各イベントは、３月末退会（退職）予定者の方はご利用いただくこ
とができません。申込後、退会届が提出された場合には販売・参加を取り消させ
ていただきますのでご注意ください。

平成２７年４月からご利用できる遊園地フリーパスの販売について

平成２７年４月１日からご利用できる遊園地フリーパスは、３月２３日（月）から販売・
発送する予定です。詳細は「From 」３月号に掲載する記事をご覧ください。

現在、 に加入されている事業所様で

　平成２７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！

ゆう
会員拡大
キャンペーン

会費は月額５００円です。２月加入の場合は１，０００円、３月加入の場合は５００円を郵便局より振込んでくだ
さい。（４月以降は半期ごとに、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。
　　※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。

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　TEL03-3838-3586　FAX03-3838-3556

“ ”窓口でもお手続きできます！
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」２月号をご覧になるか、“ ”へお問い合わせください。

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

※記念品は足立区内共通商品券またはクオカードから選択
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 ●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。

 ●すみだ水族館臨時休業のお知らせ
２月２３日（月）から３月６日（金）まで休業になりますので、ご注意ください。

 ●在庫残りわずかです
コミュニティバス「はるかぜ」回数券（日立自動車分）、スパリゾートハワイアンズ入場券（後期分）

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
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）を観賞するために、

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。

 給付金の請求は６か月以内に！
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。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。

●	２７年度小中学校入学祝金は、４月１日以降にご請求ください。なお、お子様の家族登録をお済の会員様
には、４月上旬に通知いたします。登録がまだの方は、変更届にてお子様の家族登録をしてください。

 ●コミュニティバス「はるかぜ」回数券、日立自動車分在庫残りわずかです

 ●下記の映画前売券補助使用施設（チケットぴあ）の営業時間が変更になりました
三省堂書店神保町本店……１０：３０～２０：００
ＡＢＡＢ上野店……………１１：００～２０：００（火曜定休）

 ●「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）

 ●ジェフグルメカードは完売いたしました

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

 平成２６年度中に７５歳になられた会員の皆様へ
● 「加入継続・退会確認書」のお知らせを送付いたしました。確認書に記入のうえご提出ください。
● 長寿記念品のご案内
平成２６年４月１日～２７年３月３１日に満７５歳を迎え、会員期間が５年以上の方に長寿記念品
を２月下旬にお届けします。

I n f o r m a t i o n

※	「 利用ガイド２０１４」
　P３４をご覧ください。

※新年度予算については、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受ける予定です。
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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

鴨川シーワールド　特別入園優待月間（３月）のお知らせ

●有効期間：３月１日（日）～３月３１日（火）
●下記の優待券を切り取って入園窓口へお持ち下さい。
● 当センターの「レジャー施設利用補助券」も合せて利用しますと、
特別料金からさらに４００円割引！

鴨川シーワールド　感謝月間のお知らせ
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！
●期間：平成２７年３月１日（日）～３月３１日（火）

公益財団法人　足立区勤労福祉サービスセンター

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

「マックカード」　販売中
全国の「マクドナルド」で商品を購入するときに利用できる、大変お得な
カードです。カードの額面は一枚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

申込枚数 一会員　２セットまで
※１月の追加販売で２セット購入された方は購入できません。

販売価格 １セット（５００券×１０枚） 　４，２００円

販売方法

●窓口で購入するか、ハガキ、ＦＡＸ、ホームページで申し込みください。
● ハガキ、ＦＡＸ、ホームページで申込する場合は、会員番号・会員氏名・申込セット数・送
付先（自宅か勤務先）を記入してお申込みください。送付方法は代金引換郵便のみとなります。
　※代金引換郵便手数料は、「 利用ガイド２０１４」の P５をご覧ください。

そ の 他 ●ハガキ、ＦＡＸ、ホームページの場合は、申し込みから郵便到着まで一週間程度かかります。
●販売予定数に達した段階で販売終了となります。

ホームページ

食事チケット　ご案内中です １会員６枚まで

帝国ホテル
～平成２７年３月３１日（火）まで
　　　　　詳しくは「From 」1 月号をご覧ください。

見 本
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東京ドーム プロ野球巨人戦チケット
２０１５年シーズンは新たにエキサイトシート（限定）を販売します。プレミアムなシート
で迫力あるプレーを観戦しよう！
ビームシートとスカイ４も例年のとおり販売します。お楽しみください。

【申し込みの注意点】
●	エキサイトシートを含め同日試合の重複申込みはできません。
　（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。）
●申込み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】
●締切り後の当選したチケットの変更やキャンセルはできません。

◉	料　金 Ｅ：エキサイトシート	１セット（２席）	２８，０００円	（３塁側Ｃ列指定席）
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）
※	今シーズンは「エキサイトシート」限定２０試合、「ビームシート」２セット、
　「スカイ４」１セットの保有です。エキサイトシートは３塁側Ｃ列となります。

◉	枚　数 同日の試合　一会員１セット（２席）とします。エキサイトシートと重複はできません。

◉	申込み ①氏名・会員番号　②開催日　③希望の座席（Ｅエキサイトシート・A	ビームシート・B	スカイ４）
④チケットの送り先（自宅か事業所）　⑤日中連絡のつく電話番号

◉	〆　切 ２月２７日（金）　午後５時必着です。

◉	発　送 ３月上旬の予定　（当選された方にチケットと払込票を郵送します）

日　　程
３／２７ ３／２８ ３／２９ ４／３ ４／４ ４／５ ４／１０ ４／１１

金 土 日 金 土 日 金 土

対　　戦 DeNA 阪　　神 ヤクルト

開始時間 18 時 00 分 14 時 00 分 14 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 14 時 00 分 18 時 00 分 14 時 00 分

日　　程
４／１２ ４／２８ ４／２９ ４／３０ ５／２ ５／３ ５／１２ ５／１３

日 火 水 木 土 日 火 水

対　　戦 ヤクルト 中　　日 阪　　神 広　　島

開始時間 14 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 14 時 00 分 14 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分

日　　程
５／１４ ５／１５ ５／１６ ５／１７ ５／２７ ５／２８

木 金 土 日 水 木

対　　戦 広　　島 ヤクルト 西　　武

開始時間 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 14 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分

日　　程
４／３ ４／１２ ４／３０ ５／１２ ５／１５ ５／２８

金 日 木 火 金 木

対　　戦 阪　　神 ヤクルト 中　　日 広　　島 ヤクルト 西　　武

開始時間 18 時 00 分 14 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分

ホームページ

ビームシート・スカイ４　日程表

エキサイトシート　日程表

東京ドーム巨人戦座席表
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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３月１３日（金）まで
郵送は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。

２０１５ スキー場リフト券の販売中！
５か所のスキー場のリフト券（シーズン券）を販売しています。
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　～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
	 営業期間　～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　～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　～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　～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
	 営業期間　～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
	 営業期間　～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
	 営業期間　～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
　　　会津鉄道・野岩鉄道「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　～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

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。



申込方法

●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページに、会員番号・住所・氏名・電話番号・チケット名・枚数・
送付先（自宅もしくは勤務先）を記入の上、お申し込みください。

●平成２７年２月２７日（金）午後５時必着
●	申込多数の場合は抽選となり、結果はチケットの発送をもってかえさせていただきます。　
落選通知はいたしません。

販売枚数 １会員前期分として６枚まで
料 金 １枚７００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４月１日（水）～平成２７年９月３０日（水）

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、３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。

ご好評をいただいているスパリゾートハワイアンズ入場券の平成２７年度前期分の販売受付を行い
ます。ハガキ、ファックスまたは、ホームページでお申し込みください。

スパリゾートハワイアンズ入場券（前期分） ホームページ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

趣味教養から資格取得まで 全 200 コース！テキストや映像教材などで学習し作品提出や 
リポート課題で添削指導を受ける通信講座です。ていねいな添削と親身な指導が好評。 
会員と同居のご家族は、生涯学習通信講座が特別受講料で受講できます。 

平成 27年 2月 28日までに 
生涯学習通信講座を受講申込み 
の方全員に、NHK WORLD特製 
 「キャンバストートバッグ」をプレゼン 
トします！(教材とは別送) 

 
 
①会員専用申込書※に必要事項を記入し、ＮＨＫ学園へお送り 

ください。※専用申込書は、センター事務局にあります。 
 
②ＮＨＫ学園で申込書受付後、1 週間以内に教材と受講料払込 

取扱票をご自宅へお送りします。 

Tel 042-572-3151(代) ※平日 9:30～17:30  Fax 042-573-5372   E ﾒｰﾙ fukyu＠n-gaku.jp 

《広告》ペンタくん
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開催日時

平成２７年４月１８日（土）～６月２８日（日）
９：３０～１７：３０　（金曜日　２０：００まで）
※入室は閉室３０分前まで
●休室日　毎週月曜日、５／７　（ただし５／４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	 ８００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
●	身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
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。

販売方法

●チケットの販売・発送は、２月２０日（金）からになります。
●窓口販売	 ～４月１７日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 ～４月１６日（木）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

ホイッスラー展 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
『バンクス花譜集』 ３月１日（日）まで 窓口　～２／２４

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２０ From １１月号

ルーヴル美術館展 ２月２１日（土）～
　６月１日（月）まで

窓口　～２／２８
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２０ From １２月号

世界らん展 ２月１４日（土）～
　２月２２日（日）まで

窓口　～２／１３
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～締切 From 		１月号

★★「美術展チケット」好評販売中 ★★

大英博物館展 −100のモノが語る世界の歴史

ホームページ

ホームページ

大英博物館の約７００万点にのぼる収蔵品から選び出した１００の作品を通
じて、２００万年前から現代に至る人類の歴史を読み解こうという試みです。

「ルイス島のチェス駒」
1150 ～ 1200 年　イギリス・ルイス島、
おそらくノルウェーで制作

「ウルのスタンダード」
紀元前 2500 年頃　イラク
All photographs©The Trustees of the British Museum

一般券は完売しました。

《広告》はせがわ
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観劇・コンサート

「正しい教室」

Ａ　Ｒ　Ｔ
アート

西新井寄席《春》

春風亭小朝 独演会
～春は小朝日和～

三遊亭究斗２０１５春
勝手に、キュートに、ミュージカル落語まつり！

千住落語会 十一代桂文治３０周年
夢吉改メ二代三笑亭夢丸真打昇進襲名披露公演

〜歌丸・文治・夢吉　披露口上あり〜

S席指定　６，８００円（一般料金　９，２００円）
会場：サンシャイン劇場（池袋）
枚数：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 ２月２５日（水）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に３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３／１６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。

全席指定　２，５００円
　　（一般料金　３，５００円）
会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：３０枚（１会員２枚まで）

S席指定　１０，５００円
　　　（一般料金	 １３，５００円）
❶おみやげ付き　❷軽食・おみやげ付き
会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚 (１会員２枚まで）

４／１１（土）１３：３０

４／２９（水・祝）１５：００

全席指定　　６，５００円
　（一般料金　８，７００円）　

会場：パルコ劇場（渋谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　２，７００円
　（一般料金	 ３，６００円）

会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール（西新井）
枚数：３０枚（１会員２枚まで）

❶４／１６（木）１９：００
❷４／１８（土）１９：００

❶４／１７（金）１８：３０
❷４／１８（土）１７：３０

❶４／２９（水・祝）	１７：００
❷４／３０（木）	 １８：１５

レ・ミゼラブル

全席　２，８００円
　（一般料金	 ３，９００円）

会場：赤坂区民ホール（赤坂見附）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

５／２（土）１７：００

世界でオンリーワンのミュージカル落語。
遅咲きの元俳優落語家。２０１５年もはじけます。
ゲスト：４／１７・いっこく堂、４／１８・六代目 三遊亭圓楽※未就学児入場不可

傑作コメディ「アート」。日本では１９９９年に初演され、
１６年ぶり、待望のオリジナルキャスト上演！

出演：市村正親、平田満、益岡徹

作・演出：蓬萊竜太
出演：井上芳雄、鈴木砂羽、前田亜季、高橋努、岩瀬亮、
有川マコト、小島聖／近藤正臣

ホームページ

©東宝演劇部
　前回公演より

祝・３０周年！　祝・真打昇進＆襲名！
めでたい二人の春一番の笑いをお見逃しなく！
出演：桂文治、三笑亭夢吉　　特別ゲスト：桂歌丸

桂文治撮影：御堂義乗

※未就学児入場不可
	 ジャン・バルジャン	 シャベール	 ファンテーヌ	 エポニーヌ	 マリウス
４／２９	 ヤン・ジュンモ	 川口竜也	 和音美桜	 昆　夏美	 海宝直人
４／３０	 福井晶一	 川口竜也	 知念里奈	 平野　綾	 	田村良太
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４／１９（日）１１：００

４／１７（金）１３：３０

５／４（月・祝）１４：３０

森山良子コンサートツアー
２０１５〜２０１６

〜フォークソングの時代〜

レッキンクルーオーケストラ

ドゥードゥリン

西本智実／イルミナートフィル
オーチャードホール第２回定期演奏会

全席指定	４，２００円
　　	（一般料金　５，５００円）

会場：練馬文化センター
　　　大ホール（練馬）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　５，８００円
　  （一般料金　７，８００円）
会場：よみうり大手町ホール
　　　（大手町）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　９，０００円
　　（一般料金　１２，０００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）

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）

禁断の裸体
―Toda Nudez Será Castigada―

マリア・パヘス舞踊団

Yo,Carmen －私が、カルメン－

星組公演
ミュージカル・プレイ『黒

くろ

豹
ひょう

の如
ごと

く』
ダイナミック･ドリーム『Dear DIAMOND!!-101 カラットの永遠の輝き』

Ｎ響ゴールデン・クラシックス

❶５／３（日・祝）１８：００　
❷５／４（月・祝）１３：００

ミュージカルでも演劇でもない。最新技術と身体表現が直観的に刺激する
言語不要のパフォーマンス。それがDOOODLIN（ドゥードゥリン）である。

S席指定　５，５００円 
　　　（一般料金	７，３００円）
会場：東京文化会館	大ホール
　　　（上野）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

❶４／２４（金）１９：００　❷４／２５（土）１５：００
❸４／２６（日）１４：００

❶４／　８（水）１９：００
❷４／１１（土）１９：００

指揮・ピアノ：ヴァハン・マルディロシアン　　ギター：村治奏一
【プログラム】
モーツァルト：ピアノと管弦楽のためのロンド　ニ長調Ｋ.３８２、
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲、　　マイヤーズ：カヴァティーナ、
ベートーヴェン：交響曲第５番ハ短調作品６７「運命」

Ｓ席指定　　７，５００円
　　　（一般料金１０，０００円）
会場：Bunkamuraシアターコクーン（渋谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

作・演出：鴻上尚史
出演：風間俊介、真野恵里菜、中村中、片桐仁

全席指定　４，５００円
　　（一般料金　７，８００円）
会場：Zeppブルーシアター
　　　六本木（六本木）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

❶４／１０（金）１９：００
❷４／１１（土）１８：００

５／６（水・祝）１５：００

S席指定　５，５００円	
　　　（一般料金　７，５００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）

©宝塚歌劇団

指揮：西本智実
管弦楽：イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
【プログラム】
ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲、レスピーギ：ローマ
の祭り、ローマの噴水、ローマの松

２０１３年５月、東京・北上・大阪と多くの会
場を沸かせ、大喝采を浴びたマリア・パヘスが、
２０１５年に再来日！！　満を持して挑む最新
作は、マリア・パヘスのカルメン！！

※未就学児入場不可
作：ネルソン・ロドリゲス　演出：三浦大輔
出演：内野聖陽、寺島しのぶ、池内博之、野村周平、
　　　米村亮太朗、古澤裕介、榊原毅、
　　　宍戸美和公、池谷のぶえ、木野花　　

※３歳以上チケット必要

©大木大輔
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会員制リゾートホテル　ザ グラン リゾート

４０周年記念会席のご案内
おかげさまで、会員制リゾートホテル『ザ グラン リゾート』は

クラブ創立４０周年を迎えることができました。
★☆★

４０周年の感謝の心を込めまして、
旬の食材と、地域の味をお楽しみいただく

記念会席をご用意いたしましたので、
この機会にぜひお楽しみくださいませ。

料理長渾身の膳で、皆様をお待ち申し上げております。
★☆★

実施期間：２０１５年３月３１日（火）まで

※イメージ写真

１泊２食料金（税込） 平　日 土曜日

プリンセスホテル

プリンセス有馬
１４,０４０円 １５,６６０円

プリンセス富士河口湖

エレガンテホテル／グランリゾートホテル

赤穂／城崎／天の橋立／和歌の浦／三方五湖
鳥羽／加賀／伊良湖／下呂／箱根 １２,９６０円 １２,９６０円

軽井沢／熱海／伊豆 １２,９６０円 １２,９６０円

白浜／京都／淡路島／近江舞子／有馬 １２,９６０円 １５,１２０円

※温泉施設のあるホテルは、別途入湯税がかかります。
※グループ単位でのお申込となります。

大好評につき期間延長★

特典
３

特典
２

特典
１

実施期間

プランの特典

２０１5 年 3 月 31日（火）のお泊りまで

本格会席コースのご夕食を、
２０：００～ / ２０：３０～でスタート！

※通常18:00 からのご夕食を、ホテル到着時間に合わせ、遅めの時間で設定いたします。

『お疲れさま！』の
乾杯ドリンクをプレゼント！！

大浴場も時間延長！
お疲れをじっくり癒してください！

■ホテルの予約状況やイベント開催等により、承れない場合もございます。
■ご予約時に【花金プラン】ご希望の旨をお伝えください。
■ご夕食は20:30 までのスタートで、22:00 までとさせていただきます。
■１９時以降チェックインしていただけるお客様のみ、このプランは適用されます。
■社休日前日や有給休暇前日など、スケジュールに合わせて全ての曜日に対応いたします。


