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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/

旅行主催　（株）タビックスジャパン　観光庁長官登録旅行業第 197 号　総合旅行業務取扱管理者　大原昌人

日 程 平成２７年９月２７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 ７，５００円 ８，５００円 １０，５００円　　

子　供（４歳～小学生） ７，５００円 ９，５００円　　
参加費には、会員３，０００円、家族２，０００円の補助金が差し引かれています。

申 込 先 ㈱タビックスジャパン　 〒103-0027　中央区日本橋２－３－２１  八重洲セントラルビル４階
タビックスジャパン八重洲支店「 」係　　　　　　　ＦＡＸ 　０３－３２７５－０８８０

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　０３－３２７５－３２００

※土・日・祝日を除く午前９時３０分～午後６時

締 切 平成２７年８月７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８月中旬に全員に連絡します。

●田んぼに入るため、汚れる場合もあります。替えの服装・靴（長靴など）をご持参ください。
●参加費には、バス代（高速道路、駐車場）、昼食代、体験料（稲刈り）、雨具、諸費用を含みます。
●キャンセル料は、１０，５００円を基本として旅行会社の基準により算定されます。  ●家族は、会員の配偶者・子・実父母です。

●申し込み必要事項　下記①～⑥を明記のうえお申込みください。
  ①旅行名「秋の体験バスツアー」　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）
●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・北千住駅付近（日光街道沿い） １８：００ごろ
●コース  足立区役所⇒首都高・関越道（ＳＡ休憩）⇒水上（稲刈り体験）⇒昼食、入浴：ホテル「松乃井」⇒道の駅・みなかみ水紀行館

⇒関越道（ＳＡ休憩）⇒足立区役所・北千住駅付近（日光街道沿い）（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、（株）タビックスジャパン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）タビックスジャパン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）タビックスジャパンから実施日の１０日前までに連絡いたします。

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２０１５」Ｐ．９３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 ※７月の土曜営業は、２５日（９：００～１６：００）です。

お申し込みは、ハガキ／FAX で㈱タビックスジャパンへ

実りの秋・わくわく稲刈り体験と
  水上温泉 ホテル「松乃井」で 温泉入浴

新米の

お土産付

１kg

あっせん日帰りバスツアー

写真はイメージです

実りの秋、収穫の秋に黄金色の稲穂が一面に広がるみなかみ町を訪れてみませんか。
都会では味わえない土や空気に是非おもいきり触れてみてください。
そして温泉王国群馬の水上温
泉ホテル「松乃井」で昼食と
温泉（タオル付）でおくつろぎ
ください!! お帰りには道の駅

「みなかみ水紀行館」でお買い
物もお楽しみください!!
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平成２６年度　事業報告 ･ 決算
　５月２１日理事会、６月５日評議員会で、平成２６年度の事業報
告・決算が承認されました。そのあらましをお知らせします｡

事　業　報　告
　生活や暮らしのための事業、趣味や教養の事業、健康・スポーツ、余暇・レジャーなどのさまざま
な事業を実施し、下記のとおり多くのみなさんにご利用いただきました。

１　生活安定事業
　（１）給付金…給付件数　１，６５２件
　（２）生活資金融資あっせん…融資実行　９件 
　（３）クオカード、区内共通商品券など…５,１８７枚、産地直送品９品目　１，２４５件

２　健康維持増進事業
　（１）健康管理…人間ドック利用、健康診断利用補助　１，５９６人、集団健康診断　４１１人
　（２）健康増進…健康ランド利用補助、区内公衆浴場回数券、スポーツクラブなど　１５，６８９件

３　老後生活安定事業
　（１）生活設計支援事業…ライフプランセミナー　３８人参加

４　自己啓発事業
　（１）講座・教室補助…文化教養講座受講補助、資格取得受験補助　１３４件
　（２）生涯学習援助…ＮＨＫ学園、放送大学　１３件
　（３） 自己啓発関連… 美術展・展覧会チケット販売　３, ２６５枚、図書カードの販売　３，７３９枚

歌舞伎鑑賞教室・能楽鑑賞教室のチケット販売　４５枚

５　余暇活動事業
　（１）レクリエーション…東京ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティ－など　１,０４８人参加
　（２）あっせん日帰りバスツアー利用補助…１,１４６人参加
　（３）宿泊施設…宿泊施設利用補助　４，２２５件、会員制リゾート施設利用　１４８人
　（４）遊園施設…としまえん、東京ドームシティなど  ２４, ５０９件
　（５）各種チケット販売…プロ野球、ジェフグルメカード、映画鑑賞パスポート券など　２１,６０９枚

６　財産形成事業
　（１）加入状況…１５事業所  ６７人

７　生活産業広報紙発行事業
　（１）公社ニュース「ときめき」企画編集発行…月１回　区内各戸配布

８　加入促進事業
　（１）会員加入促進…会員の加入促進事業など

決　　　　　算 　平成２６年度の決算は次のとおりです。

お知らせ
します。

会員からの収入（A）とその他の収入（B）は、会員のための事業の経費（D）に使用しました。

収益 315,578,594 円 費用 318,463,564 円
（A）会員からの会費収入､事業参加収入、
　　 チケット売り上げなど

255,827,182 円
（B）その他（受取利息､手数料収入など）

6,459,431 円

（C）足立区からの補助金収入
53,291,981 円

（D）事業の経費（給付金、利用補助金､
　　 チケットの仕入れなど）

265,158,532 円

（E）人件費、管理運営費など
53,305,032 円
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前号 From ６月号において、各種ファイルへとじこむためのとじ穴（２穴）幅が標準
幅より広くなってしまったことにつきまして、会員の皆様には、大変ご不便、ご迷惑をお
かけしましたことをお詫び申し上げます。

【お詫び】

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。
　９月３０日（水）までに同一事業所で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（足立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。

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！　

※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。
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開催日時 ７月１７日（金）～８月３１日（月） １０：００～１８：００（会期中無休・入場は閉館の３０分前まで）

会　　場 さいたまスーパーアリーナＴＯＩＲＯ（さいたまスーパーアリーナ４階）

料　　金
●一般・大学生 ７００円（一般前売料金 １，１００円）
●中・高校生 ３００円（一般前売料金 ５００円）
●３歳～小学生 ２００円（一般前売料金 ３００円）

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで「魔法の美術館」・会員番号・
会員氏名・券種別チケット枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を記入してお申込ください。

販売期間
●窓口 ８月２５日（火） まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月２０日（木）午後５時必着
●一会員５枚まで　　※申込・購入後のキャンセル・払戻はできません。

ホームページ魔法の美術館  光と遊ぶ超体感型ミュージアム

見て、触って、楽しめる、超体感型の現代アートの展覧会です。
全国を巡回し、これまでに１００万人以上を動員してきた大人気
展覧会が、この夏、さいたまスーパーアリーナにやってきます。
大人も子どももとりこにしてしまう、光と影を駆使した不思議な作
品たち。日本を代表するメディア・アーティスト１０組による芸術
の魔法が、夏休み、あなたが来るのを待っています。

© naoki FUJIMOTO

開催日時
７月２７日（月）～８月２２日（土）
１０：００～１７：００（最終入場１６：３０）　会期中無休

会　　 場 さいたまスーパーアリーナ

料 金
●大人（中学生以上） １,０００円 （一般前売料金 １，４００円） 
●小人（３歳～小学生） ５００円 （一般前売料金 ７００円）

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで「からだのふしぎ大冒険
２０１５」・会員番号・会員氏名・券種別チケット枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を記入して
お申込ください。

販売期間
●窓口 ８月２０日（木）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月１３日（木）午後５時必着
●一会員５枚まで　　※申込・購入後のキャンセル・変更はできません。

めっちゃワクワクで、ちょっとキモチワルイ！？

「からだのふしぎ大冒険２０１５」
夏休み・科学イベントの決定版

こどもたちにとって興味津々な「からだからでるきたないもの」

〈鼻水・うんち・おなら・ゲップ・くしゃみ・おでき・体の臭い〉

をテーマとして体験しながら学んでいきます。

ホームページ
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開催日時 ７月１８日（土）～８月３０日（日）　９：３０～１７：００（入場は閉場３０分前まで、会期中無休）

会　　 場 幕張メッセ　国際展示場　１１ホール

料 金
大人（高学生以上） １, ２００円 （一般前売料金 １，６００円） 
４歳～中学生 ５００円 （一般前売料金 ８００円） 

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
で「メガ恐竜展」・会員番号・会員氏名・券種別チケット枚数・
送付先（自宅 or 勤務先）を記入してお申込ください。

販売期間
●窓口 ８月２５日（火）まで
●郵送 ８月２０日（木）午後５時必着
●一会員５枚まで　　※申込・購入後のキャンセル・払戻はできません。

メガ恐竜展2015 ―巨大化の謎にせまる―

巨大恐竜がこの夏、千葉の幕張メッセに集結します。本展は、「竜脚類」と
呼ばれる恐竜にスポットを当てた展覧会です。竜脚類は、長い首と尾が特徴
で、史上最大の陸上動物とされています。
目玉は、竜脚類の一種で、ヨーロッパ最大の恐竜「トゥリアサウルス」。ス
ペインで発見されたもので、復元骨格（半身）が日本で公開されるのは、
今回が初めてです。
このほか、おなじみのティラノサウルスの全身骨格もお目見えするなど、展
示物は２００点以上に及びます。会場で、デッカい恐竜たちに取り囲まれな
がら、大昔の世界を体感してみませんか？

開催日時
８月８日（土）～８月２３日（日）　１６日間
１０：００～１７：００（最終入場１６：３０まで）

会　　 場 東京ドームシティ　プリズムホール

料 金
大人（中学生以上） １, ４００円 （一般自由席券付前売券　１，９００円） 
子供（３歳～小学生） １, １００円 （一般自由席券付前売券　１，６００円）
　※２歳以下無料

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで「W ヒーロー夏祭り
２０１５」・会員番号・会員氏名・券種別チケット枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を記入して
お申込ください。

販売期間
● 窓口販売 ７月３１日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ７月２７日（月）午後５時必着
● 一会員５枚まで　　※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

そ の 他
● スーパーステージは１日４公演ですが、座席に限りがありますので、混雑時は立ち見もしくは

ご希望の日時に観覧できない場合があります。（※８／１７～８／２１は３回公演）

仮面ライダー × スーパー戦隊

Ｗヒーロー夏祭り２０１５
ホームページ

大人気放送中の「仮面ライダードライブ」「手裏剣戦隊ニンニンジャー」が会場に登場!
仮面ライダースーパーステージでは、お父さんが胸を焦がした伝説のライダーも集結!!
“Ｗヒーロー夏祭り２０１５”で元気に遊んで、暑い夏を過ごそう!

© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・東映

ホームページ
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開催日時
７月１８日（土）～９月２７日（日）　会期中無休
１０：００～２０：００（入館は１９：００まで）

会　　 場
森アーツセンターギャラリー

（六本木ヒルズ　森タワー５２Ｆ）

料 金

一般・大学生 １, ４００円 （当日券 ２，０００円）
中学・高校生  ９００円 （当日券 １，５００円）
子供（４歳～小学生） ４００円 （当日券 ８００円）
　※３歳以下は無料
　※障害者手帳をお持ちの方と付添の方１名までは、
　　当日観覧料の半額

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで「機動戦士ガンダム展」・会員
番号・会員氏名・券種別チケット枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を記入してお申込ください。

販売期間
● 窓口販売 ９月２６日（土）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ９月１８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
７月２４日（金）～８月３０日（日）
１０：００～１７：３０（最終入場１７：００まで）

会　　 場
池袋・サンシャインシティ文化会館４Ｆ 展示ホールＢ

（東京メトロ有楽町線　東池袋駅徒歩３分）

料 金
大人（中学生以上） １,１００円 （当日券 １，９００円） 
子供（３歳～小学生） ６００円 （当日券 １，３００円）※２歳以下は無料

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで「ウルト
ラマンフェスティバル２０１５」・会員番号・会員氏名・券種別チケット
枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を記入してお申込ください。

販売期間
● 窓口販売 ８月２８日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月２１日（金）午後５時必着
● 一会員５枚まで　　　※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

そ の 他

● ライブステージは全席指定です。会場入場前に指定席券をお受取りください。１枚につき座席
１席と引換えとなり、　各回定員になり次第、締め切りとなります。

●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します。　
●ベビーカーでの入場はご遠慮ください。

機動戦士ガンダム展　THE ART OF GUNDAM ホームページ

ホームページ

ガンダムシリーズの記念碑的な第一作「機動戦士ガンダム」
の魅力を徹底的に解き明かす、質量ともに史上最大の展覧会
です。特設シアターでは、ホワイトベースで大気圏突入をめ
ぐる戦いを体験できる、新作映像「大気圏突入」を上映します。

★場内に“巨大ウルトラセブン”と“巨大ゴモラ”が登場！
　照明や映像を駆使し、まるで目の前に出現したかのようなリアルさを体感しよう！
★ウルフェス史上最大！約５０畳！ウルトラヒーロー VS 怪獣軍団の“巨大バトルジオラマ”！
　朝～夕の景色の変化を照明などで再現。熱戦の中に入り込んで記念撮影！

チケット販売中

© 創通・サンライズ

© 円谷プロ
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期 間
７月１日（水）～９月３０日（水）　
※東京湾大華火祭開催日（予定８／８）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 ８００円 （一般料金 １，０５０円）

●小学生 ４００円 （一般料金 ５５０円）

販売期間

●窓口 ９月２６日（土）まで

●ハガキ／ FAX ／ホームページ ９月１７日（木）午後５時必着

●１会員６枚まで

　※ 申込・購入後のキャンセル・払戻はできませんので、
　　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に予約後、 に申し込んでください。

ホームページ

※土曜日料金は 淡路島・近江舞子・有馬・京都・白浜の５ホテル を土曜日にご宿泊した際に適用となります。

まだまだ間に合います！
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食事チケットの申し込み方法 （１会員各施設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。
●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
● 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。

ホームページ

港区台場２－６－１
ゆりかもめ「台場」駅直結、
臨海副都心線「東京テレポート」駅より徒歩１５分

※料金は、税・サービス料を含みます。※追加オーダーのお料理やお飲物については 10％引きとさせていただきます。

写真はイメージですスターロード ル・ブーケ 楼蘭・彩虹

利 用 期 間 平成２７年７月１３日（月）～ ９月３０日（水）
●３０階　　ダイニング＆バー　スターロード 予約先　０３－５５００－６６０５
ラ
ン
チ
ブ
ッ
フ
ェ

平　日 大人（中学生以上） ２，６００円（通常４，０７０円 )
 ７～１２歳 １，３００円（通常２，０６０円 )
 ４～ ６歳  １，１００円（通常１，５５０円 )

時　間　１１：３０～１５：００
　ソフトドリンク付（酒類は別途）
　≪飲み放題特別料金≫￥１，５００（通常２，５８０）

土日祝日 大人（中学生以上） ３，４００円（通常４，８９０円 )
 ７～１２歳 １，８００円（通常２，５８０円 )
 ４～ ６歳  １，１００円（通常１，５５０円 )

ディナー
特別コース 全　日　６，４００円（通常９，０００円 ) 時間　１７：３０～２３：００（最終入店　２１：００）

飲み物は別途となります。≪飲み放題特別料金≫￥２，０００（通常２，５８０）

利 用 期 間 平成２７年７月１３日（月）～ ９月３０日（水）
●２階　　スーパーダイニング　ヴェルデュール 予約先　０３－５６１１－５６７０

●２階　　ロビーカフェ　　ル・ブーケ 予約先　０３－５５００－６６０４

ランチ
ブッフェ

大　人
（中学生以上）

平日　　　１，５００円（通常２，４７０円 )
土日祝日　２，１００円（通常３，３３０円 ) 時間　１１：３０～１５：００

　ソフトドリンク付（酒類は別途）７～１２歳 全日　　　１，０００円（通常１，５５０円 )
４～６歳 全日　　　　　７００円（通常１，０３０円 )

ディナー
ブッフェ

大　人
（中学生以上）

平日　　　３，１００円（通常４，３２０円 )
土日祝日　３，７００円（通常５, ０００円 ) 時間　１７：３０～２１：３０

　ソフトドリンク付（酒類は別途）７～１２歳 全日　　　１，７００円（通常２，５８０円 )
４～６歳 全日　　　１，０００円（通常１，５５０円 )

●２階　　台場楼蘭 予約先　０３－５５００－６６０８

ランチコース 雅 全日　３，２００円（通常   ５，０００円 ) 時間　月～金　１１：３０～１４：３０
　　　土日祝日１１：３０～１５：３０

ディナーコース 彩虹 全日　７，７００円（通常１０，０００円 ) 時間　１７：３０～２１：００　ワンドリンク付

●銀座コア１０階　　銀座楼蘭 予約先　０３－３５７５－０７８７
ランチコース 宋梅 全日　３，２００円（通常   ５，０００円 ) 時間　１１：００～１６：３０（ＬＯ）　　
ディナーコース 彩虹 全日　７，７００円（通常１０，０００円 ) 時間　１７：００～２１：００（ＬＯ）ワンドリンク付

ランチブッフェ（９０分制） ディナーブッフェ（９０分制）
平　日 大　人 １，７１０円 （通常　２，４６５円）
 シニア １，４４０円 （通常　２，１５５円）
 子　供 ６００円 （通常　１，２３０円）

月曜日～木曜日 大　人 ２，０８０円 （通常２，９８０円）
 シニア １，８００円 （通常２，６７０円）
 子　供 ７４０円 （通常１，４９０円）

土日祝日 大　人 ２，１８０円 （通常　２，９８０円）
 シニア １，９００円 （通常　２，６７０円）
 子　供 ８４０円 （通常　１，４９０円）

金曜日 大　人 ２，３６０円 （通常３，２９０円）
 シニア ２，０８０円 （通常２，９８０円）
 子　供 ８８０円 （通常１，６４５円）
土日祝日 大　人 ３，２８０円 （通常４，３２０円）
 シニア ３，０００円 （通常４，０１０円）
 子　供 １，３４０円 （通常２，１６０円）
時　間 月～木・日・祝１７：３０～２１：００
除外日　７／２５ 金・土・祝前日１７：３０～２１：３０

●２４階　　スカイツリービューレストラン＆バー　簾（れん） 予約先　０３－５６１１－５５９１

ランチ スカイツリー
　　ビュー弁当

アニバーサリー  ５，２８０円 （通常 ６，５３４円） 
除　

外　

日

７/ ３０・９/ ５・９/１３・９/１９
むさし  ４，２１０円 （通常 ５，３４６円） ７/ ２５・９/ ５・９/１３・９/１９
すみだ  ３，１４０円 （通常 ４，１５８円） ７/ ３０・９/ ５・９/１３・９/１９

ディナー 日本料理会席
粋（いき）  １０，０９０円 （通常 １１，８８０円） ７/ ２５
雅（みやび）  ７，９５０円 （通常 ９，５０４円） ７/ ２５
錦（にしき）  ６，３４０円 （通常 ７，７２２円） ７/ ２５

墨田区錦糸１－２－２　交通・ＪＲ錦糸町駅北口徒歩３分・東京メトロ半蔵門線錦糸町駅３番出口徒歩３分
和・洋・中・デザート４０種類以上のお料理をブッフェスタイルの《ヴェルデュール》でお楽しみいただけます。
また、２４階のスカイツリービューレストラン《簾》は、日本の粋と雅を感じさせる創作料理をご堪能いただけます。

食事チケット　東武ホテル　レバント東京

食事チケット　ホテルグランパシフィック LE DAIBA

●料金は、税・サービス料を含みます　　●全席禁煙となります。　　●食事チケットに含まないお料理やお飲物の追加は、 会
員証提示により１０％引きになります。　 ●食材の都合により予告なくメニューが変わる場合があります。

時間
11：30 ～14：00

時間
11：30 ～15：00

◆シニア…６５歳以上、
　子　供…４～１２歳、
　３歳以下は無料
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ホームページスパリゾートハワイアンズ入場券（前期分）販売中
申込方法 ● 直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、チケット名・会員番号・

会員氏名・枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を記入のうえお申込みください。
販売枚数 一会員　前期分　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９月３０日（水）まで

そ の 他 ● チケットは、随時発送いたします。　● チケット発送後のキャンセル・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。

期　　 間 平成２７年８月８日（土）　～　平成２７年８月１６日（日）　

会　　 場 ホテル３階　大宴会場「祥雲の間」

時　　 間
昼の部 １２：００～１４：００　　※８月９日（日）、１６日（日）のみ開催

夜の部 ①１７：００～１９：００　②１９：３０～２１：３０　※１６日（日）は開催無し

料　　 金 大　人　４，７００円（一般料金　５，７００円）
小学生　２，３００円（一般料金　２，６００円）　

内　　 容 ●料理は、和洋中のミックスバイキングです。　●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「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。

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１０分

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。

ハワイアンミュージックとフラダンスをご覧いただきながら、「サン！サン！バイキング」をお楽しみください。

食事チケット　ご案内中です
●品川プリンスホテル　　～平成２７年７月２４日詳しくは「From 」５月号をご覧ください。

浅草ビューホテル　サン・サン・バイキング「ハワイアンフェア」ゆう会員証提示



10

「梨」

商 品 「梨」　幸水　　規格・特秀　５kg箱詰め

料 金
（Ａ）２～３Ｌ・１５～１６個入　２，５００円（一般料金　３，５００円）
（Ｂ）４～５Ｌ・１２～１４個入　２，７００円（一般料金　３，８００円）
（Ａ）・（Ｂ）とも送料・税込

申込口数 （Ａ）・（Ｂ）あわせて１会員２口まで
商品発送 ９月上旬から（予定）天候等により多少前後する場合もあります。
〆 切 ８月７日（金）午後５時必着

頑張ろう!! 　東北応援企画 味の宅配便 ホームページ

「梨の王様、人気の高い代表品種」
今年もおいしい梨の申込みが始まります。果肉は柔らかく緻密で、果汁・甘味が共に多く、酸味が
少なく品質食味は極めて優良な「梨」です!!

《お届先》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。
口　　　数…送り先ごとに口数と（Ａ）・（Ｂ）をそれぞれお書きください。
ご 本 人 用…「自宅」か「勤務先」をお書きください。
ご本人以外…送付先の「郵便番号・住所・氏名・電話番号」をお書きください。

● ディズニーストア特別利用券取扱い店舗の変更について
【取扱い終了店舗】ディズニーストア横浜 [ アット！ ] 店  ２０１５年５月３１日（日）まで
【取扱い開始店舗】ディズニーストアららぽーと横浜店 ２０１５年６月　１日（月）から
　　　　　　　　（横浜市都筑区池辺町４０３５－１ ららぽーと横浜２Ｆ ＴＥＬ ０４５－９３７－３９３２）

● 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（シヤチハタ）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。

● 利用補助券セット「映画前売券利用補助券」ご利用の方へ
当センター指定のチケットぴあにご来店の際は、「映画前売券利用補助券」とともに「 会員証」の
提示が必要ですので、忘れずにお持ちください。

Information

日  程 ８／７
（金）

８／８
（土）

８／１１
（火）

８／１３
（木）

８／１８
（火）

８／１９
（水）

８／２０
（木）

８／２８
（金）

対  戦 広　島 広　島 DeNA DeNA 阪　神 阪　神 阪　神 中　日

種
券 ビームシート 完売 完売 １ ２ 完売 完売 ２ １
スカイ４ 1 1 1 1 １ １ １ １

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

日  程 ８／２９
（土）

９／１２
（土）

９／１３
（日）

９／２２
（火・祝）

９／２３
（水・祝）

９／２４
（木）

９／２６
（土）

９／２７
（日）

対  戦 中　日 DeNA DeNA 阪　神 阪　神 広　島 ヤクルト ヤクルト

種
券 ビームシート 完売 1 1 完売 1 1 完売 ２
スカイ４ 1 完売 完売 1 完売 1 1 1

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

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（前回募集分）

◉ 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）
　　　　　　　※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。
◉ 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。

◆７月１５日（水）午前１０時から電話受け付け開始（先着順）します

※エキサイトシートの販売分は完売しました。多くのお申込みをいただきありがとうございました。
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「ＭＯＶＩＸ亀有（アリオ亀有アリオモール３Ｆ）」をはじめ、ＭＯＶＩＸ各館でご利用できる大変お得な鑑
賞券を発売いたします。会員・ご家族様で利用できる格安チケットです。

申込方法

●一会員５枚まで

●申込期限　平成２７年７月２４日（金）午後５時必着

● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページに必要事項（事業名「MOVIX 特別団体鑑賞券」・会員番号・
会員氏名・枚数・郵送先（自宅か勤務先）を記入のうえお申込みください。

●募集枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知はいたしません。
　 ※当選された方には、チケット・振込用紙を郵送いたします。
●申込み締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

募集枚数 １，０００枚 抽選結果は８月３日以降ホームページを
ご覧頂くかお問い合わせください。販売価格 １ 枚　１, １００円（会員特別価格）

利用方法 チケット売場にて、入場券と引き換えてご利用ください。

有効期限 平成２８年１月３１日（日）まで

発　　 送 平成２７年８月　６日（木）の予定

そ の 他

●チケット１枚につき、一人一作品の鑑賞ができます。　　　●各種割引と併用はできません。
●試写会や貸切り上映など特別興行はご利用できません。　　●大人、小人共通利用です。
●施設によって休業日が違いますので、ご確認のうえご利用ください。
●現金との交換、返金および再発行はできません。

〈利用可能劇場〉　全国のＭＯＶＩＸ劇場、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー
　　　　　　　　神戸国際松竹、東劇、全国のイオンシネマ

映画鑑賞券「MOVIX 特別団体鑑賞券」を発売！

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（自宅または勤務先）
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。

販売枚数 １会員　前期分　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）
　 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９ 月３０日（水）まで

そ の 他

【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………８／１３（木）・８／１４（金）
● 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…８６４円（ウェア着用の低温サウナで１８歳から利用できます）

※チケットは随時発送いたします。
※申込み後のキャンセル・枚数変更はできません。
※ヒーリングバーデは東京ドームシティ「得１０チケット」をご利用いただいた方がお得です。

東京ドーム天然温泉
スパラクーア「平日入館券」前期分を販売中 ホームページ

ホームページ

・東京ドーム天然温泉・
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うらめしや～、冥途のみやげ展

伝説の洋画家たち ～二科１００年展～

クレオパトラとエジプトの王妃展

明治の噺家三遊亭圓朝ゆかりの幽霊画（圓朝コレクション）を中心として、日本美術史における 
「うらみ」の表現をたどります。円山応挙、長沢蘆雪、歌川国芳、葛飾北斎、河鍋暁斎、上村松園
など美術史に名をはせた画家たちによる「うらみ」の競演は、まさに「冥途の土産」となるでしょう。

ホームページ

ホームページ

ホームページ

開催日時

７月２２日（水）～９月１３日（日）＊会期中、展示替えあり
　前期　７月２２日～８月１６日　　後期　８月１８日～９月１３日
●１０：００～１７：００（８／１１、８／２１は１９：００まで開館）
　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日　月曜日

会 場 東京藝術大学大学美術館　地下２階展示室（東京・上野公園）

料 金
一　般　　　　　６００円（当日券 １，１００円） 
高校・大学生　　４００円（当日券 ７００円） 
●中学生以下は無料　　●障害者手帳をお持ちの方とその介助者１名は無料

販売期間
● 窓口販売 　　　　　　　　　９月１１日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　９月　４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

上村松園《焔》大正７年（1918）
絹本着色　東京国立博物館　
Image:TNM Image Archives

（展示期間：9 月 1 日～ 9 月 13 日）

古代エジプトの王妃や女王をメインテーマにすえ、時に大きな政治的・宗教的な役割を果たした女性たちに焦
点をあてた展覧会です。「絶世の美女」と語り継がれた、クレオパトラ７世にまつわる名品の数々が来日します。

《アメンヘテプ３世の王妃ティイのレリーフ》
新王国・第 18 王朝時代

アメンヘテプ 3 世治世（前 1388 ～前 1350 年頃）
ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館蔵

©Royal Museums of Art and History, Brussels

開催日時

●７月１１日（土）～９月２３日（水・祝）
●９：３０～１７：００　金曜日は２０：００まで開館
　土・日・祝休日は１８：００まで開館　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日…月曜日（ただし７／２０、８／１０、９／２１は開館、７／２１は休館）

会 場 東京国立博物館　平成館（東京・上野公園）

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 ５００円 （当日券 ９００円） 
●障がい者とその介護者１名は無料　　　　●中学生以下無料
　（入館の際に障害者手帳などをご提示ください）

販売期間
● 窓口販売 　　　　　　　　　９月１８日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　９月１１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

全国の７０を超える美術館・所蔵者から名作が上野に集結！二科展は今年で１００回目という節目を迎えます。それ
を記念して開催する本展です。日本の名だたる洋画家たちの二科展作品が、二科展の歩みとともみご覧いただけます。

開催日時
７月１８日（土）～９月６日（日）
９：３０～１７：３０　（金曜日　２１：００まで）※入室は閉室３０分前まで
●休室日　毎週月曜日、７／２１　（ただし７／２０は開室）

会 場 東京都美術館　企画展示室　（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、一般券のみの取扱いです。
　● 毎月第３土・翌日曜日は家族ふれあいの日とし、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
　● ８／１９（水）はシルバーデーとし、６５歳以上の方は無料。当日は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。

販売期間
● 窓口販売 　　　　　　　　　９月　４日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　８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
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東京国際キルトフェスティバル
　～オータムマーケット２０１５～

ホームページ

２０１５年秋、魅力あふれる１００のショップが勢揃い。東京国際キルトフェスティバルが日本最大級のキル
ト展として始まって１４年。多くのキルトファンからの要望にお応えして、人気のキルトマーケット（販売）
イベントを初開催！

開催日時 ９月１６日（水）～９月１９日（土）
午前９：３０～午後６：００　※入場は閉場の３０分前まで

会　　 場 東京ドームシティ　プリズムホール（水道橋）

料 金

前売券　５００円　（当日券　１０００円　税込）
　●小学生以下は無料。ただし大人の付添いが必要
　●東京ドームシティ得１０チケットの利用可
　　（３ポイントで当日券と引換）現地にて

販売期間
● 窓口販売 ９月１１日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ９月　４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。

チケット名 開催日程 販売期間 詳細
着想のマエストロ
乾山見参！ ７月２０日（月・祝）まで 窓口　～７／１７まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～７／１０ From ５月号

ボルドー展 ９月２３日（水・祝）まで 窓口　～９／１８まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／１８ From ５月号

エリック・サティと
その時代展 ８月３０日（日）まで 窓口　～８／２１

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～８／１４ From ５月号

東京ミュージアム
ぐるっとパス２０１５

平成２８年３月３１日（木）
までの期間内で最初に利
用した日から２ヶ月間

（ただし、最終有効期限は、
平成２８年３月３１日）

窓口　～９／３０まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／２８ From ５月号

特別展　徳川の城 ８月４日（火）～
９月２７日（日）まで

窓口　～９／２６まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／１８ From ６月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆ ホームページ

《広告》シアター１０１０

（キルト制作　斉藤謠子）
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オリタノボッタ×シエナ・ウインド・オーケストラ
Let's Enjoy 吹奏楽 !!

アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ

観劇・コンサート
◆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 ７月２４日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に８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８／７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２０１５」P ３４をご覧ください。

ホームページ

ザ・アイリッシュダンス ～ラグース～

Ｓ席指定　６，６００円
　　　（一般料金　８，８００円）

会場：世田谷パブリックシアター
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　９，８００円
　　　（一般料金　１３，０００円）

会場：明治座（人形町・浜町）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席指定一般 ３，０００円
　　（一般料金　４，０００円）

全席指定高校生以下 ２，０００円
　　（一般料金　２，８００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）

『グッドバイ』
還暦ヒーロー活劇シリーズ

三匹のおっさん

全席指定　５，５００円
　（一般料金　８，５００円）

会場：三越劇場（日本橋）
枚数：１０枚
　　　（１会員２枚まで）

松竹特別公演

９／１９（土）１３：００

９／２５（金） １７：３０ ９／３（木）１１：００

９／１９（土）１２：３０

❶９／２６（土）１６：３０　❷９／２７（日）１２：００

９／５（土）１４：００

中高生に大人気！
日本を代表する吹奏楽バンドが西新井にやってくる♪

Ｓ席指定　６，０００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）

Ｓ席指定　６，０００円
　　　（一般料金　　８，０００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）

※未就学児入場不可
心を洗うケルト音楽と軽快なタップが繰り広げる圧巻のステージ
アイルランドが誇るエンターテインメント・カンパニーが来日!

一、錦絵　夏すがた
二、明日の幸福

コンチネンタル・タンゴの王様として半世紀以上にわたり絶大なる人気を
誇ってきた伝説のオーケストラが６年ぶりに来日。初秋のひととき、心地
よいタンゴのリズムと流麗なストリングスが日本中のタンゴ・ファンを魅了
することまちがいなし！

予定曲：碧空、ジェラシー、ラ・クンパルシータ、真珠採りのタンゴ　他

原作： 太宰治（「グッド・バイ」）
脚本・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ
出演： 仲村トオル、小池栄子、水野美紀、夏帆、門脇 麦、
　　　萩原聖人、山崎 一　ほか

©加藤孝

※未就学児入場不可

原作：有川　浩　　脚本・演出：田村孝裕
出演：松平建、中村梅雀、西郷輝彦、松金よね子、
　　　竹下景子　ほか

オリタノボッタ
（指揮＆サクソフォン）
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❶９／９（水）１９：００　❷９／１２（土）１３：００

９／２７（日）１１：００

９／２６（土）１８：００

９／２３（水・祝）１６：３０

９／１７（木）１６：３０

久石譲プレゼンツ
ミュージック・フューチャーVol.2

玉置浩二CONCERT TOUR 2015「故郷楽団」 森山良子コサートツアー
フォークソングの時代

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）

S席指定　６，０００円
　　　　（一般料金　７，８００円）

会場：東京国際フォーラム　ホールＣ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

ブロードウェイミュージカル

　　　ピピン

ナ・ヒヴァヒヴァハワイ２０１５
～メリー・モナークとナ・ホク・ハノハノがやってくる！

赤坂大歌舞伎

Ａ席指定　８，０００円
　　　（一般料金 ８，０００円）

会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：１６枚（１会員２枚まで） ※定価での販売となります。

Ｓ席指定　９，８００円
　　　（一般料金 １３，０００円）
会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　５，４００円
　　（一般料金　６，８００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）

Ｓ席指定　９，０００円
　　（一般料金　１１，５００円）

会場：赤坂 ACT シアター
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　６，２００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６枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　８，４００円
　　　（一般料金　１２，４００円）

会場：東京ドームシティホール
　　　（水道橋・後楽園）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

ミニマル、ポストクラシカルなど最先端の現代の音楽をセレクトし、
濃密な空間で演奏します。

９／２０（日）１２：００

©宝塚歌劇団

９／４（金）１９：００

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
１３年トニー賞受賞作が早くも初来日！
刺激的なダンス、驚愕のアクロバット、忘れられない体験がここに―！

❶９／２４（木）１９：００　❷９／２５（金）１９：００

作・構成・演出：ジャニー喜多川
出演：玉森裕太、千賀健永、宮田俊也、紫吹 淳、
　　　鳳蘭　他
雪組公演

ミュージカル・ノスタルジー『星逢一夜』
パイレ・ロマンティコ『La  E smeralda 』

※生演奏・英語上演・日本語字幕

©読売新聞

演奏予定曲目：さとうきび畑、涙そうそう、
　　　　　　　この広い野原いっぱい、禁じられた恋　ほか

演目：「操り三番叟」「お染の七役」
出演：中村勘九郎、中村七之助　ほか

世界トップのダンサーらが最高峰のフラを披露！
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ゆうえんち夏の利用補助案内

今月号に『夏季プール利用補助券』が同封されています。
次の施設でご利用下さい！

※利用補助券は、１会員６枚つづりで、会員と家族が利用できます。
　ご利用の際は、利用補助券の裏側の利用上の注意をよくお読みください。
　なお、利用補助券の追加および再発行はできません。（写真：よみうりらんど　WAI）

としまえん

よみうりらんど

昭和記念公園レインボープール

東京サマーランド

《広告》はせがわ

大磯ロングビーチ


