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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/

ライフプランセミナー

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 ※８月の土曜営業は、２２日（９：００～１６：００）です。

【立川らく朝（たてかわ・らくちょう）プロフィール】
１９５４年、長野県生まれ。杏林大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部内科学教
室へ入局。主として脂質異常症の臨床と研究に従事。慶應健康相談センター

（人間ドッグ）医長を経て２００２年東京都内に内科クリニックを開設。
２０００年、立川志らく門下に入門。４６歳にしてプロの落語家に転向する。
２００４年、立川流家元、立川談志に認められ二つ目昇進。２０１５年１０月１日
をもって真打に昇進。医学博士でもある立場を活かし“笑いとともに健康情報を
提供する”をコンセプトに「ヘルシートーク」、「健康落語（Ｒ）」、「落語＆一人
芝居」という新ジャンルを開拓。

医学博士であり、プロの落語家の立川らく朝さんによる笑って・
知って・元気になる健康セミナーです。
「ヘルシートーク」と「健康落語」でお届けする身近な病気や
健康づくりのお話は、爆笑の中にも感動あり！
楽しみながら知識を深め、これからの健康に役立ちます。

笑って健康！  笑って長生き！

日　 時 平成２７年１０月１８日（日）　午後２時開講 ～ ９０分

場　 所 足立区勤労福祉会館　第２洋室（足立区綾瀬１－３４－７）

募集人員 ８０名（多数の場合は抽選） お問合せ電話 ０３－３８３８－３５８６

参 加 費 会員　１，５００円　　家族２，５００円　　関係者３，６００円
●家族は、会員の配偶者、実父母、子です。●参加対象者　１８歳以上

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」、会員番号、会員氏名、住所、送付先（自宅か事業所）、
日中連絡のつく電話番号、参加される方の人数・氏名・続柄・年齢を記入のうえ申込み先
に送付してください。

　※複数の会員様が申し込まれる場合はそれぞれの会員番号をご記入ください。

申込み先
〒 １２０－８５７５　足立区綾瀬１－３４－７－１０２
公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター
ＦＡＸ　０３－３８３８－３５５６

締 切 日 ８月３１日（月）午後５時《必着》　※通知発送は、９月中旬を予定しています。
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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」を展開しています。

９月３０日（水）までに同一事業所で追加入会していただくと、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！

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円となります。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い
ただきます。（１０月以降は半年ごとに、指定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。

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。

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。

１Ｒ・４Ｂ プレー料金
〔ロッカーフィ・諸税込〕

真名コース
【乗用カート セルフプレー】

真名ゲーリー・プレーヤーコース
【乗用カート セルフプレー 昼食付】

平日 土・日・祝日 平日 土・日・祝日

９／１３まで
７，２００円

（８，２００円）
９，２００円

（１１，２００円） ８，０００円
（９，０００円）

１０，０００円
（１２，０００円）

９／１４～１０／２
７，７００円

（８，７００円）
１５，２００円

（１７，２００円）
１６，０００円

（１８，０００円）

会員証提示でご利用できるゴルフ場が増えました！

真名カントリークラブ
〒 ２９７－００７７ 千葉県茂原市真名１７４４

（千葉外房有料道路大沢出口・圏央道茂原北ＩＣよりすぐ）
予約・問合せ先：☎０４７５－２４－５２１５（９：００～１８：００）
ご予約時に「足立区勤労福祉サービスセンター 」の会員であることを伝えてください。

URL:http://www.mannacc.com/

※表内の（　　　）内の価格は通常料金です。
※上記料金は、１Ｒ４Ｂ諸税込です。２Ｂ・３Ｂ割増については予約時にご確認ください。
※上記料金は、他の優待・割引等との併用は出来ません。
※上記期間後の料金は、予約時にご確認ください。
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日  程 ８／１３
（木）

８／１８
（火）

８／２０
（木）

９／１２
（土）

９／２４
（木）

対  戦 DeNA 阪　神 阪　神 DeNA 広　島

券
種

ビームシート ２ 完売 １ １ １

スカイ４ 完売 １ 完売 完売 １

開 始 時 間 １８：００ １８：００ １８：００ １４：００ １８：００

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（前回募集分・販売中）

◉ 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。

◆随時電話で受付中（先着順）

食事チケット　ご案内中です

●夏季プール利用補助券は「Ｆｒｏｍ ７月号」で配布済です。

●スパリゾートハワイアンズ入場券（前期分）およびスパラクーア「平日入館券」（前期分）は
　完売しました。

●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。
※ 請求は会員本人請求です。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。６か月を経過された場合、『理由書』を添付していただければ１年以内までご請求
ができます。

※ 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 ２０１５」Ｐ５５～５９をご覧ください。
　請求用紙はＰ６１をコピーしてご利用ください。
※ ２７年度小中学校入学祝金の請求期限は、９月３０日（水）までとなっております。

Information

●ホテルオークラ東京ベイ
　　　　平成２７年９月３０日まで　詳しくは「From 」６月号をご覧ください。

●ホテルレバント東京
　　　　平成２７年９月３０日まで　詳しくは「From 」７月号をご覧ください。

●ホテルグランパシフィック　LE　DAIBA
　　　　平成２７年９月３０日まで　詳しくは「From 」７月号をご覧ください。
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期 間 ９月３０日（水）まで　　※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）

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「東京湾納涼船」・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 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・枚数変更はできませんので、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

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。

利用期間
　平成２７年１０月１日（木）
～平成２８年３月３１日（木）

場 所
福島県いわき市常磐藤原町蕨平５０
ＴＥＬ　０２４６－４３－３１９１

料　　 金
１枚７００円（一般料金　３，２４０円　税込）
　※３歳未満は無料です

申込方法

● ハ ガキ／ＦＡＸ／ホームページ で、会 員番 号・会 員 氏名・チ ケット名・枚 数・送 付先 
（自宅 or 勤務先 )・電話番号を記入のうえお申込みください。

●  平成２７年８月２８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。

そ の 他

※チケットの発送は、９月初旬を予定。
※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２０１５」Ｐ２０をご覧ください。）



5

《広告》小さなお葬式〈指定店〉

ホームページ味の宅配便 新潟魚沼産コシヒカリ

商 品 新潟魚沼産　コシヒカリ１００％（２７年産新米）

料 金
（Ａ） ５㎏ …２，７００円 （一般価格　４，１００円　税送料込）
（Ｂ） １０㎏ …５，３００円 （一般価格　７，７００円　税送料込）
　※１０㎏申し込みの場合の商品発送は、５㎏詰袋２つとなります。

申込口数 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４日（金）午後５時必着

《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
 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
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開 催 日 時 ８月３０日（日）まで　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）
●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・枚数変更はできません。

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？

ホームページ

ホームページ

ホームページ

開催日時 ８月２２日（土）まで　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」・
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　　※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

「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。

開催日時 ８月３１日（月）まで　１０：００～１８：００（会期中無休）
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・枚数変更はできません。

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。

めっちゃワクワクで、
ちょっとキモチワルイ！？
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開催日時
９月２７日（日）まで　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
８月３０日（日）まで
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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ウィーン美術史美術館所蔵―風景画の誕生

プラド美術館展―スペイン宮廷 美への情熱

マルモッタン・モネ美術館所蔵　
　　モネ展 「印象、日の出」から「睡蓮」まで

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ウィーン美術史美術館が誇る質の高いコレクションが一堂に！まるで、風景画の誕生というドラマをたどり
ながら、個性豊かなそれぞれの「風景画」の中を旅するような展覧会です。

王立美術館として開館したプラド美術館は、世界でも類い稀な質と規模のコレクションを誇ります。そのコレ
クションの中から、スペイン３大画家といわれるエル・グレコ、ベラスケス、ゴヤを始め、フランドルの巨匠ボ
スやルーベンスなど名だたる巨匠たちの作品群が一堂に会します。

パリのマルモッタン・モネ美術館には、モネが亡くなるまで手元に残した作品が所蔵されています。その中から、
約９０点の作品を紹介します。「印象、日の出」は前期（９／１９～１０／１８）のみ、「ヨーロッパ橋、サン＝ラ
ザール駅」は後期（１０／２０～１２／１３）のみの展示となります。

開催日時

９月９日（水）～１２月７日（月）
●１０：００～１９：００（入館は１８：３０まで）

毎週金・土曜日は２１：００まで（入館は２０：３０まで）
●休館日　　１０／５（月）

会 場 Ｂｕｎｋａｍｕｒａザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

料 金
一　般　　９００円（当日券　１，５００円）
　※当サービスセンターは、一般のみの取扱いです。
　※障害者手帳のご提示で割引料金あり。詳細は窓口でお尋ねください。

申込方法
●窓口販売 １２月　４日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １１月２７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

ルーカス・ファン・ファルケンボルフ
《夏の風景（7 月または 8 月）》
1585 年　油彩・キャンヴァス

クロード・モネ 《印象、日の出》 1872 年
Musée Marmottan Monet,Paris
 © Christian Baraja
9/19-10/18 までの特別出展

開催日時

９月１９日（土）～１２月１３日（日）※展示替えあり上記参照
●９：３０～１７：３０　（金曜日、１０／３１～１１／２は２０：００まで）

ただし、《印象、日の出》展示期間〔９／１９～１０／１８〕の金・土曜日、９／２０～９／２２、１０／１１は２１：００まで
※入室は閉室の３０分前まで

●休室日　月曜日、１０／１３、１１／２４　ただし９／２１、１０／１２、１１／２、１１／２３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 １，０００円 （当日券 １，６００円）
６５歳以上 ６００円 （当日券 １，０００円）
● 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
● １０／２１、１１／１８はシルバーデーにより、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。

申込方法
●窓口販売 １２月１１日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２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

アントン・ラファエル・メングス《マリア・ルイサ・デ・パルマ》
1765 年　油彩、カンヴァス　48 × 38cm　プラド美術館蔵
©Archivo Fotográfico,Museo Nacional del Prado.
Madrid.

開催日時

１０月１０日（土）～平成２８年１月３１日（日）
　１０：００～１８：００（金曜、会期最終週平日は２０：００まで）※入館は閉館の３０分前まで
●休館日　月曜日、年末年始（１２／３１、１／１）　
　※ただし祝日の場合、１２／２８、１／２５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（前売券）　１，１００円　（当日券　１，７００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 １０月９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １０月８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）
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Magic Kingdom Club News 東京ディズニーランドの夏！ 

「ディズニー夏祭り」開催中！
ディズニーの仲間たちが日本の祭
りをテーマにエネルギッシュに繰
り広げる、ディズニー流の“夏祭
り”。シンデレラ城前のプラザは
提灯が飾られ、お祭り気分でいっ
ぱい！ディズニーの仲間たちも粋
な群舞で熱く盛り上げるよ。水し
ぶきを浴びながら、いっしょに踊
って暑さを吹き飛ばそう！  

東京ディズニーランドスペシャルイベント

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

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　～９／１１ 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　～８／２８

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～８／２１ From ５月号

特別展　徳川の城 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

クレオパトラと
エジプトの王妃展 ９月２３日（水）まで 窓口　～９／１８まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／１１ From ７月号

うらめしや～
冥途のみやげ展 ９月１３日（日）まで 窓口　～９／１１まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／４ From ７月号

伝説の洋画家たち
～二科100年展～ ９月  ６日（日）まで 窓口　～９／４まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～８／２８ From ７月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆ ホームページ

（キルト制作　斉藤謠子）
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観劇・コンサート

福田こうへい コンサート２０１５
～故郷に感謝～

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会  2015

ブロッケンの妖怪

東京の秋を彩る
癒しのアコーステッィクJAZZコンサート

～スペシャルゲストによる宝塚メロディ

コーラスライン
人生は舞台。生きることはドラマ。

S 席指定　６，５００円
　（一般料金　８，３００円）

会場：東京国際フォーラム　ホールＡ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１４枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　９，０００円
　　　（一般料金　１１，０００円）

会場：大同生命ミュージカルシアター
　　　電通四季劇場〔海〕（新橋・汐留）
枚数：６０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 ８月２４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９⁄１７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２０１５」P ３４をご覧ください。

ホームページ

❶１０／３０（金）１９：００　❷１０／３１（土）１３：００
❸１０／３１（土）１８：００　❹１１／ １（日）１３：００

１０／２２（木）１９：００ １１／２１（土）１９：００

１０／１７（土）１７：３０ １０／３１（土）　１３：００

全席指定　６，８００円
（一般料金　９，０００円）

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回２０枚（１会員２枚まで）

全席指定　４，５００円
　（一般料金　 ６，０００円）

会場：ギャラクシティ西新井文化ホール
　　　（西新井）
枚数：２０枚（１会員２枚まで）

Ａエリア自由席　３，０００円
　　　（一般料金　４，０００円）

会場：すみだトリフォニー 小ホール
　　　（錦糸町駅より徒歩５分）
枚数：３０枚 （１会員２枚まで）

S 席指定　７，８００円
　　　（一般料金 ９，８００円）

会場：JR 東日本アートセンター
　　　自由劇場（浜松町）
枚数：２０枚（１会員２枚まで）

１０／７（水）１８：００

※未就学児入場不可
※未就学児入場不可

いま注目の演歌歌手 ” 福田こうへい ”の歌声を
お楽しみください。

作・演出：倉持 裕
出演：竹中直人、生瀬勝久、佐々木希
　　　大貫勇輔、安藤 聖、田口浩正、高橋惠子　他

音楽は出合い！ジャズの香りを添えて思い出の映画音楽から宝塚の
名曲を宮浦清（ルパン三世）のサックス、クリヤマコト（エヴァンゲ
リオン）のピアノそして汐美真帆（ベルサイユのばら）のボーカルを
…アコースティックな響きで光るトリフォニーホールで。
曲目（予定）：風のささやき、太陽がいっぱい、すみれの花咲く頃　他

夢をあきらめない。選んだ道を悔やまない。
舞台に生きるダンサーたちの熱いドラマを、あなたに。
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《広告》ペンタくん

《広告》はせがわ〈指定店〉

〈指定店〉

 〈指定店〉 《広告》ナース鞄工


