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あっせん１１月バスツアー 申込みはハガキ／ＦＡＸで（株）小田急トラベルへ

紅葉の碓氷峠を歩こう！
紅葉を楽しみながら“めがね橋”から“碓氷湖”までの見どころ満載の
遊歩道を専門ガイドの説明付きで約６０分のハイキング（ウォーキング）！
そのあとは、舌切り雀のお宿『磯部ガーデン』での昼食＆温泉入浴で日頃
の疲れをリフレッシュ！秋の一日を健康的に過ごしてみませんか！
※碓氷峠の鉄道施設は、国の重要文化財に指定されています。

日 　 程 平成２７年１１月７日（土） 募 集 ８０名　（最少催行人数３５名）※雨天決行
時 　 間 出発：足立区役所前 ７：３０　帰着：足立区役所前 １８：００（予定） 交通状況により到着時間に変更あり

旅 行 代 金
（補助金）

《会員》８，３００円　　　《家族》９，３００円　　　《関係者》１０，３００円
旅行代金は、会員２，０００円、家族１，０００円の補助金が差し引かれています。
家族の対象は、会員の配偶者 ･ 子 ･ 実父母です。
※キャンセル料は、１０，３００円を基本として旅行会社の基準により算定されます。

行 　 程

足立区役所→首都高→関越･上信越道（途中ＰＡ休憩）→碓氷峠･軽井沢ＩＣ→めがね橋　　　　　　　�
碓氷湖（ガイド付ハイキング６０分）→磯部ガーデン（昼食・温泉入浴〔フェイスタオルが付きます〕）→ららん藤岡�
（買い物）→藤岡ＩＣ→関越道→首都高→足立区役所・北千住付近
※�碓氷峠のハイキングは、一部舗装されていない道を歩きますので、履きなれた靴またはウォーキングシューズ等
でご参加ください。また、雨天時には傘よりカッパの着用をお薦めします。

申 込 先
（株）小田急トラベル　東京外販営業部　新宿販売センター
　〒 151-0053　渋谷区代々木１－５８－１３ 
　ＦＡＸ申し込み先　　０３－５３０２－３０９６ 旅行名「 １１月バスツアー」

申 込 方 法
ハガキかＦＡＸで下記①～⑥を明記のうえ「申込先」へ送付してください。
①旅行名「 １１月バスツアー」　②会員番号　③氏名・年齢　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）

締 　 切 平成２７年９月１０日（木）から　９月３０日（水）必着　
※申込み多数の場合は抽選となります。結果のお知らせは１０月９日頃郵送にてご連絡します。

お 問 合 せ 電話０３－５３０２－３０９１�※平日９：１５～１８：３０�担当：コウノ・クボタ・カワノ（お電話での申込みはできません。）
●参加費には、バス代（高速道路）、昼食及び入浴、ハイキングガイド費用を含みます。
●�この旅行は（株）小田急トラベルと参加者個人との契約でおこなわれます。（公財）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。また、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。
●最少催行人数に満たない場合は中止となります。この場合小田急トラベルから実施日の１０日前までに連絡いたします。

〇旅行主催（株）小田急トラベル東京外販事業部新宿販売センター（観光庁長官登録旅行業第 365号）総合旅行業務取扱管理者　沼田　武志

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 ※９月の土曜営業は、２６日（９：００～１６：００）です。

舌切雀御膳
浴場及び食事の写真はイメージです。
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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月中に
追加入会していただくと

入会金無料＆記念品を進呈！
※記念品は足立区内共通商品券又はクオカードから選択

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。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、現在の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。
　※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。

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」９月号をご覧になるか、“ ”へお問い合わせください。

お電話いただければ、手続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 !

日 程 平成２７年１１月１８日（水） 募集人数 ４０名　※申込多数の場合は抽選

参 加 費
会員　２，０００円　　関係者　４，０００円
　●参加費には、研修代、資料代が含まれています。昼食は参加者負担です。
　●会員以外の方は関係者扱いとなります。

セミナー
当 日

●場　　所� 足立区勤労福祉会館２階　第２洋室
� 足立区綾瀬１－３４－７　（綾瀬駅西口から徒歩３分）
●時　　間� ９：００�～�１７：００　（１２：００～１３：００は昼食休憩）
●内　　容� 午前　①自分の立場・役割の再確認と主体的行動のためのスキルなど
� 　　　②ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）の基本と重要性など
　　　　　　　　　　～　昼食（各自用意）　～
�  午後　③�Ｑ（品質）Ｃ（コスト）Ｄ（納期）Ｒ（リスク）Ｓ（配慮）の重要性

と仕事の手順など
� 　　　④優先順位を明確にして仕事の成果を上げる方法など
●講　　師� 株式会社インソース　　石田　祐一郎�氏

申込方法

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて、下記の必要事項を明記して、サービスセンター へお
申込みください。
代表者は、事業名「若手社員研修」・会員番号・事業所名・会員氏名・住所・電話番号・年齢・
職種・勤務年数・送付先、ご一緒に参加される方の人数・参加者名・年齢・職種・勤務年数
　※職種は、営業・事務・サービス・販売・土木・製造など具体的に記入してください。
　※複数の会員様が申込まれる場合はそれぞれの会員番号をご記入ください。

締 切 日 １０月２０日（火）《午後５時必着》 通知発送 １０月２６日（月）頃

若手社員研修　～仕事の基礎力アップで成果もあがる～

会社から求められている自分の役割を再確認し主体的に行動するためのスキルや、職場でのコミュ
ニケーション能力の向上など、今後、社会人として活躍するための基礎力を講義とグループワーク
を通して身につけていただきます。会社の若手社員研修にご活用ください。
※新入社員から入社４年目程度の社員向けの研修内容となっています。

ホームページ



3

利用期間 平成２７年１０月１日（木）から平成２８年３月３１日（木）まで

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「スパリゾートハワイアンズ入場券（後期分）」・会員番号・
会員氏名・枚数・送付先（自宅ｏｒ勤務先）�を記入してお申込
ください。

料 金 １枚７００円（一般料金　３，２４０円　税込）　※３歳未満は無料です

販売枚数 一会員６枚まで

そ の 他

●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。
●本年度の後期分入場券を既に６枚購入している方は申込みできません。
●�ホテル宿泊を予定している方は直接、施設へ予約してください。（詳しくは「 利用ガイド
２０１５」Ｐ２０をご覧ください。）

スパリゾートハワイアンズ入場券（後期分）の追加販売をします。

スパリゾートハワイアンズ入場券（後期分） ホームページ

申込方法

●�ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、「スパラクーア平日入館券（後期分）」・会員番号・�

会員氏名・枚数・送付先（自宅or 勤務先）を記入してお申込みください。

●平成２７年９月２５日（金）午後５時必着

●�申込み多数の場合は、抽選となります。

　落選通知はありません。

●申込み後のキャンセル・枚数変更はできません。

販売枚数 後期分　一会員　５枚まで（限定　６００枚）　

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２８年３月３１日（木）まで

発　　送 １０月初旬を予定

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………１２／３０（水）１２／３１（木）
●�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）

「平日入館券」後期分を販売
ホームページ

東京ドーム天然温泉

東京ドーム天然温泉、スパ�ラクーアの平日入館券（後期分）を販売いたします。どうぞご利用ください。
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《広告》シアター１０１０

食事チケット　ご案内中です
● 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。

期　　 間 平成２７年９月１９日（土）　～　９月２３日（水・祝）　

会　　 場 ４階　大宴会場「飛翔の間」

料　　 金

昼の部
（90分制）

大　人 ３，８７０円（一般料金�４，３００円）
小学生 ２，５２０円（一般料金�２，８００円）

時間
①１１：３０～１３：００
②１３：３０～１５：００

夜の部
（120分制）

大　人 ４，７７０円（一般料金�５，３００円）
小学生 ３，１５０円（一般料金�３，５００円）

時間
①１７：００～１９：００
②１９：３０～２１：３０

内　 容
●料理は、和洋中　ミックスバイキング　
●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 当日は、会員証提示が必要です。

申込方法

【電　　  話】�①���予約先　０３－３８４２－２１２７
� ②「足立区勤労福祉サービスセンター」の会員と告げて、予約してください。

【インターネット】 昼の部　https://goo.gl/CfoHGp
� 夜の部　https://goo.gl/DQrspf�　へアクセス・入力の上、予約してください。

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。

ライブクッキングによる演出や、ホテル自慢のローストビーフなども含めたバラエティ豊かなバイキングを
お楽しみください。

浅草ビューホテル ライブ・ライブ・バイキング　「シルバーウィーク」ゆう会員証提示
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味の宅配便 静岡産　次郎柿
果肉はコリコリとした食感のある完全甘柿です。静岡県から次郎柿をお届けします。

商 品 静岡産  次郎柿

料 金

（Ａ）２Ｌ・１４粒箱入り　２，３００円　（一般料金　３，１６０円）
（Ｂ）２Ｌ・２６粒箱入り　４，１００円　（一般料金　５，５８０円）

※　（Ａ）・（Ｂ）ともに送料・税込の料金です。
※　北海道・沖縄については、別途料金５４０円がかかります。

申込口数 １会員（Ａ）・（Ｂ）合わせて２口まで

商品発送 １１月中旬発送予定��天候や収穫等の変動により多少前後する場合もあります。

締 切 １０月５日（月）午後５時必着　　　

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）それぞれお書きください
�※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…��送付先の「郵便番号・住所・氏名・電話番号」をお書きください。

ホームページ

《広告》はせがわ〈指定店〉

期 間 ～９月３０日（水）まで
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� ７００円�（一般料金１，０５０円）
●�小学生� ３００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・払戻はしませんので、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中です！
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

《お届け先》
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申込方法

●申込期限：平成２７年９月３０日（水）　午後５時必着

●�ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで「アマゾンギフト券」・会員番号・会員氏名・枚数・
受取方法（窓口ｏｒ代金引換郵便）を記入してお申し込みください。
　　※代金引換郵便の場合は手数料（代金４９，６０９円まで３９０円）がかかります。

●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。
　１０月１４日（水）に「 ホームページ」に発表予定です。

●代金引換郵便を希望した当選者の方の発送予定日は１０月１６日（金）です。

●窓口受取を希望した方は、１０月１６日（金）以降、抽選結果を確認のうえ
１１月２０日（金）までに 窓口へお越しください。

●申込締切後のキャンセル・枚数変更はできません。

販売価格
・枚数 １枚　２，５００円（券面額 ３, ０００円）　一会員４枚まで　今回限定　１，５００枚

そ の 他
●Amazon.co.jp は、本キャンペーンのスポンサーではありません。
● �Amazon,�Amazon.co.jpおよびそのロゴはAmazon.com,lnc.またはその関連会社の商標です。
●問合せ先　足立区勤労福祉サービスセンター（TEL�０３－３８３８－３５８６）

ホームページAmazon ギフト券を販売します。
「Amazon.co.jp」でお買いものをする際に使える３，０００円分のギフト券です。

Amazon ギフト券で、１億種類を超える品揃えの総合オンラインストアAmazon.co.jp にてお好きな
商品をお買い求めいただけます。

医学博士であり、プロの落語家の立川らく朝さんによる
「ヘルシートーク」と「健康落語」
笑う門には福来たる！おおいに笑って、健康になりましょう！
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 ９月１５日（火）午後５時《必着》　※通知発送は、９月下旬を予定しています。

ライフプランセミナー
笑って健康！  笑って長生き！
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体育館・プール利用回数券販売中
区内施設（１３施設）で利用できるお得な回数券を販売中です。お好きなときに近隣の各施設でご利用ください。

ホームページ

国立演芸場入場券　販売中 ホームページ

～落語・講談・漫談等を楽しんで頂けるよう入場券を販売しています～
この入場券は定席（じょうせき）公演のみ使用できます。

上席（上席）　毎月　１～１０日
中席（中席）　毎月１１～２０日

各共通券になりますので、各席期間は使用できます。（全席指定）
※事前にお席をご予約いただけます。　０５７０－０７－９９００
※貸切日を除く。（公演予定はホームページでご確認ください。
　http://www.ntj.jac.go.jp/
※公演演目は前月末に発表になりますので、国立演芸場へ電話、または
　インターネットでご確認ください。

申込方法 窓口／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
会 場 国立演芸場　　地下鉄永田町駅　徒歩５分
料 金 １，０００円（一般２，１００円）　演目１回につき　一会員５枚まで
利用期間 平成２８年３月中席期間まで

料　　 金 ４，７００円（１シート　３００円券×２０枚綴り）／１会員５シート（年間）まで　
利 用 期 間 通年 (利用期限はありません )

利 用 施 設
総合スポーツセンター、スイムスポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、千住温水プール、
中央本町センター、東和センター、佐野センター、江北センター、興本センター、伊興
センター、鹿浜センター、梅田センター、花畑センター

そ の 他

●�ご利用になる施設によって料金が異なります。
●�不足分は現金との併用ができます。ただし、現金のおつりはでません。
●�破損・汚損の場合、利用できなくなることがありますのでご注意ください。
●�購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。
●�個人利用時のみ使用できます。団体利用では使用できません。

●「入学祝金」の請求はお済みですか？
平成２７年３月２日までにご入会の方で、今年度小・中学校に入学されたお子様がいる場合、「入学祝金」
の請求ができます。受付期限の９月３０日（水）が迫っておりますので、お早目にご請求ください。

●「宿泊施設利用補助」をご利用ください。
では、会員の皆様が宿泊をともなう旅行をした場合、年度内２泊まで１泊２，０００円の補助を行っ

ています。請求の方法、添付書類などは、「利用ガイド ２０１５」Ｐ２３をご覧ください。
なお、添付書類の「領収書」や「 指定の宿泊証明書」のいずれもご用意が難しい場合（例えば、海外
旅行・インターネットでの申し込み・ご旅行前にクレジットカード、銀行振込等で精算した場合など）は、
お手続きに必要な書類を個別にご案内いたしますので、旅行会社から預かった書類等は破棄せずにでき
るだけご出発前に必ず にご相談ください。

●各種手続の際にご使用いただく印鑑について
印鑑が必要な手続（宿泊補助金請求や各種給付金請求など）にご使用いただける印鑑は、朱肉を使用す
るものに限らせていただいております。ゴム印・スタンプ印（シヤチハタなど）では、手続きはできま
せん。また、窓口にて手続きをされる場合、印鑑をお忘れになられると、手続きができませんのでご注
意ください。

Information
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開催日時

１０月１６日（金）～平成２８年１月１１日（月・祝）
　９：３０　～　１７：３０（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
　（ただし１１／２、１１／２３、１／４、１／１１は開館）
　１１／２４、１２／２８～１／１

会　　場 国立西洋美術館　（東京・上野公園）

斡旋料金

一　般　　１，０００円（当日券　１，６００円）
　※当サービスセンターは、一般券のお取扱いとなります。
　※中学生以下無料
　※心身に障がいのある方とその付添者１名は無料（入館の際に障害者手帳を提示）

申込方法
●窓口販売� �平成２８年１月８日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� １２月２５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

１０月２７日（火）～平成２８年２月２１日（日）　

　９：３０～１７：００

　１２／１８までの金曜日、
　１０／３１（土）、１１／１（日）・２（月）は２０：００閉館

　※入館は閉館の３０分前まで

●休館日…月曜日
　（ただし１１／２（月）・２３（月・祝）、１／１１（月・祝）は開館、
　１１／４（水）・２４（火）、１／１２（火）は休館）
　年末年始　１２／２４（木）～１／１（金・祝）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）
�※中学生以下無料　※障がい者とその介護者１名は無料（入館の際に障害者手帳などをご提示ください）

申込方法
●�窓口販売� ２８年２月１９日（金）まで
●�ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ２８年２月１２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

黄金伝説展　古代地中海世界の秘宝

特別展　始皇帝と大兵馬俑

ホームページ

今から約２２００年前に「最初の皇帝」を名乗り、中国大陸に統一王朝を打ち立てた秦の始
皇帝。最新の発掘成果を採り入れながら、始皇帝にまつわる貴重な文物を一堂に紹介します。

地中海地域に花開いた文明―トラキア、ギリシャ、エトル
リア、ローマなど―が生み出した数々の金製品と、金をテ
ーマとした神話画の両者を併せて展示することにより、金
の持つ輝きと魅力、そして金に魅了されてきた人間たちの
歴史を余すことなく紹介します。

ホームページ

《ヴァルチトランの遺宝》紀元前１４世紀後半－紀元前１３世紀初頭／金
ブルガリア、ヴァルチトラン出土�����ソフィア国立考古学研究所・博物館
Photograph:National�Institute�of�Archaeology�with�Museum-
Sofia,Bulgaria

兵馬俑（右から）跪射俑／軍吏俑／将軍俑／歩兵俑／立射俑
秦時代・前３世紀　秦始皇帝陵博物院蔵
©Shaanxi�Provincial�Cultural�Relics�Bureau�&�
Shaanxi�Cultural�Heritage�Promotion�Center
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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

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

風景画の誕生 １２月７日（月）まで 窓口　～１２／４まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２７ From ８月号

モネ展
「印象、日の出」から
「睡蓮」まで

９月１９日（土）～
��１２月１３日（日）まで

窓口　～１２／１１まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／４ From ８月号

プラド美術館展 １０月１０日（土）～
２８年１月３１日（日）まで

窓口　～１０／９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１０／８ From ８月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆ ホームページ

改組　新　第２回日展

開催日時

１０月３０日（金）～１２月６日（日）
　　１０：００～１８：００
　　（入場は１７時３０分まで）
●休館日…火曜日
　(ただし１１／３は開館、１１／４休館 )

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。
　１１／１２ ｢日展の日｣ は、入場無料となります。

申 込
販売方法

●窓口� 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）

ホームページ

洋画会場風景

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

機動戦士ガンダム展　THE ART OF GUNDAM
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。

©創通・サンライズ

ホームページ

残り僅か
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観劇・コンサート

フレッシュ名曲コンサート

郷愁と情熱のメロディ
～シベリウス生誕１５０周年記念～

ミュージカル
「HEADS UP!」

舞台を観る人、そして舞台を作る人たちに贈るエンタテイメントミュージカル！

ダンスオブヴァンパイア

西新井寄席《秋その弐》
柳亭市馬・柳家花緑・柳家三三　柳の家の三人会

放浪記
花のいのちはみじかくて　苦しきことのみ多かりき

星組公演　
ブロードウェイ・ミュージカル『ガイズ&ドールズ』

-GUYS&DOLLS-

Ｓ席指定　７，５００円
　（一般料金　１０，０００円）

会場 :ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場〈ホール〉
　　　（日本大通り駅・元町中華街駅）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

ホームページ

１１／１４（土）１１：００

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）

全席指定一般�２，６００円
（一般料金３，５００円）
全席指定７０歳以上� ２，２００円
（一般料金３，０００円）

全席指定高校生以下� １，８００円
（一般料金２，５００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）

全席指定　９，５００円
　　（一般料金　１２，０００円）
会場：シアタークリエ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　１０，０００円
　　（一般料金　１３，０００円）

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）

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）

１１／１５（日）１５：００１０／１０（土）１８：３０

出演：�山口祐一郎、神田沙也加（１９日）／舞羽美海（２３日）、
� 平方元基（１９日）／良知真次（２３日）、�石川禅��他

柳家の人気落語家三人が織りなす個性豊かな落語会、
古典落語の妙味を十二分にお楽しみいただきます。

※未就学児入場不可

脚本：倉持　裕　演出：ラサール石井
出演：哀川翔、相葉裕樹、橋本じゅん、青木さやか、入野自由、　　
　　　大空祐飛、中川晃教　ほか

◆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 ９月２４日（木）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１０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１０⁄１６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２０１５」P３４をご覧ください。

※未就学児入場不可

❶１０／２４（土）１７：３０ ❷１０／２７（火）１７：３０ ❶１１／１９（木）１８：３０ ❷１１／２３（月・祝）１７：３０

❶１１／１４（土）１８：００ ❷１１／１５（日）１３：００

作：菊田一夫　　潤色：三木のり平　　演出：北村文典
出演：仲間由紀恵、若村麻由美、永井 大、窪塚俊介、
　　　福田沙紀、立石涼子、羽場裕一、村田雄浩　他

予定曲目：シベリウス／ヴァイオリン協奏曲ニ短調、
ドヴォルザーク／交響曲第９番ホ短調「新世界より」他

※おみやげ付き

©西村淳

©TAKUMI_JUN

©宝塚歌劇団
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文学座公演
再びこの地を踏まず

－異説・野口英世物語－

通し狂言

神霊矢口渡－四幕－

LET IT BE～レット・イット・ビー～

オーパスＸ
ｏｐｕｓ Ｘ スーパーカルテット

北島三郎コンサート 2015
～ありがとう～
ゲスト：北山たけし

Ｓ席指定　４，５００円
　　　（一般料金　６，０００円）

会場：紀伊國屋サザンシアター
　　　（新宿）
枚数：各回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）

Ｓ席指定　７，５００円
　　　（一般料金　９，８００円）

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

かたき同志
若い恋人たちの前には、気の合わない母ふたり。

笑いと涙の下町人情ものがたり！

４０年突入記念  第１０回
「徹子の部屋」コンサート in 日本武道館

バック・トゥ・ザ・フューチャー
inコンサート2015

一等Ａ席指定　７，５００円
　（一般料金９，５００円）
会場：国立劇場大劇場
　　　（半蔵門・永田町）
枚数：２０枚（１会員２枚まで）

全席指定　　９，０００円
　　　　（一般料金　１１，０００円）

会場：日本武道館（九段下）
枚数：２０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　　５，８００円
　　　　（一般料金　８，６４０円）

会場：中野サンプラザホール
　　　（中野）
枚数：２０枚（１会員２枚まで）

１１／２３（月・祝）１２：００

❶１１／２０（金）１９：００　❷１１／２２（日）１３：００ １１／２５（水）１８：００

１０／２４（土）１４：００ １１／２３（月・祝）１７：３０

❶１１／２１（土）１６：３０　❷１１／２２（日）１２：００

１１／３０（月）１７：３０❶１１／８（日）１４：００　❷１１／１３（金）１４：００

スペシャルゲスト：川井郁子
ただの美人演奏家とは言わせない！全米№１プロデューサーが
贈るビューティ＆クラシック、ついに日本デビュー！

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）

司　会：黒柳徹子
ゲスト：THE King ALL STARS ／近藤真彦／さだまさし／
南こうせつ／森山良子／和田アキ子（五十音順）

初代吉右衛門が演じてから百年の歳月を経て、
当代吉右衛門が由良兵庫之助に挑む！

演歌ひとすじ五十余年。歌い継ぐ日本の心。
時代を超えて語り継がれるそのステージは必見。
終わりなき芸道を歩み続ける北島三郎、渾身のステージに
ご期待ください。

※未就学児入場不可

Ｓ席指定　❶６，５００円  ❷７，５００円
（一般料金　❶８，８００円　❷９，８００円）
会場：東京国際フォーラム�ホールＣ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

ビートルズトリビュートライブの決定版! 日本再演!!

作　：橋田壽賀子　演出：石井ふく子
出演：藤山直美、三田佳子、小林綾子、金子貴俊、
　　　橋爪淳、沢田雅美　ほか
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専用申込書（「ゆう利用ガイド2015」P29）にて、FAXまたは郵送・Eメールで、施設名・宿泊日・
宿泊数・利用人数（大人・小学生等）、食事の有無（下記の表を参照）を必ず書いてお送りください。

（上記以外）


