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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

4,861
12,235

２０１５年

１２月号
あっせんバスツアー

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
【ホームページ申込】　http://www.yuu.or.jp ※12 月の土曜営業は、１９日（９：００～１６：００）です。

工場見学ツアー
世界遺産・富岡製糸場と
ガトーフェスタハラダの工場見学

世界遺産の富岡製糸場を専門ガイドが詳しくご案内します。午後は、ラスクで有名なガトーフェスタ
ハラダ本社工場やこんにゃくパークなど工場見学をお楽しみいただけます。

日　 程 （Ａ）平成２８年２月１６日（火）
（Ｂ）平成２８年２月１９日（金） 募　 集 各回４０名　（最少催行人数３５名　雨天決行）

発 着 出発：足立区役所　午前６：５０集合 ７：００出発　帰着：足立区役所・北千住付近１９：００ごろ

コ ー ス
足立区役所　  高速道路　  富岡製糸場  　昼食「割烹かわら屋」 　 こんにゃくパーク
ガトーフェスタハラダ本社工場　  少林山達磨寺 　 高速道路 　 足立区役所・北千住

（高速道路では途中休憩をします。また、交通事情により帰着時間が遅くなることがあります）

旅行代金 ● 参加費には、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、９，１００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、入場料、諸費用を含みます。
● 家族は、会員の配偶者・子・実父母で、「 」に家族登録をしている方です。

申 込 先
《あて先》　名鉄観光サービス（株）　新霞が関支店　「 」係

◆ハガキ  〒100-0013　千代田区霞が関３－３－２（新霞が関ビルロビー階）
◆ＦＡＸ  ０３－３５９５－１１１９　

申込方法
下記①～⑦を明記のうえお申込みください。（電話でのお申し込みはできません）

 ①旅行名「工場見学ツアー」②会員番号　③氏名　④住所　⑤参加者全員の氏名・年齢・続柄（会員、家族、関係者）
⑥日程（Ａ）か（Ｂ）のどちらかを明記　⑦日中連絡のつく電話番号

締　 切 平成２７年１２月２５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１月中旬に全員に連絡します。

お問合せ 電話 ０３－３５９５－１１２２　　※土・日・祝日・年末年始（12/29 〜1/3）を除く午前１０時〜午後５時

そ の 他
● この旅行は、名鉄観光サービス（株）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名鉄観光サービス（株）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。この場合名鉄観光サービス（株）から実施日の１０日前までに連絡いたします。

画像提供：富岡市・富岡製糸場 写真はイメージですガトーフェスタハラダ工場

旅行企画・実施：名鉄観光サービス（株）　観光庁長官登録旅行業第５５号　　総合旅行業務取扱管理者　岸浪　純

会員 家族 関係者

大　人 ７，１００円 ８，１００円 ９，１００円
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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

H ２８年１月１日から３月２２日までに
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、「会員拡大キャンペーン」
を展開します。
　キャンペーン期間中の１月１日（金・祝）から３月２２日（火）までに同一事業所で追加入会
されますと、入会金２００円が無料となり、さらに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！

　１月中に入会の場合、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、入会者一人につき	 １，０００円	相当の記念品
　３月（3/22まで）に入会の場合、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を記入し返送する
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円となります。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円を郵便局よりお振込みいただきます。（４月以降は半期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」１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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I n f o r m a t i o n
 ●年末年始の営業カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

１２／１３ 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

当センターの土曜日営業は毎月第４土
曜日ですが、１２月は第３土曜日１９日

（９：００～１６：００）とさせていた
だきますので、ご了承願います。
また、年末の営業は１２月２８日（月）
まで、年始は１月４日（月）から営業
いたします。
※カレンダーの朱書きの日はお休みです。

 ●「映画前売券利用補助券」ご利用店舗について
『ぴあステーション　渋谷ファーストタワー店』は、２０１５年１０月３０日（金）を持ちまして営業終了しました。
今後は他の店舗をご利用ください。

 ●スポーツ施設利用券の完売について
『朝日スポーツクラブ〔ＢＩＧ－Ｓ竹の塚〕』の施設利用券の本年度分は完売しました。
他の施設も残りが少くなってきております。ご購入はお早目にお願いいたします。（詳細は P１４をご覧
ください。）

 ●ＦＡＸの送信誤りが増えております
センターに不鮮明なＦＡＸが届いた場合、送信元が判別できればご連絡しています。
判別できない場合はいなかるお申込みもお受けできません。
特に「退会届」は、会費のご請求額等に影響が出ますので、ご心配な方はＦＡＸ送信後、 へご確認の
電話をお願いいたします。

【ＦＡＸ送信前にご確認を！】　　　　 ＦＡＸ番号：０３（３８３８）３５５６
① 裏面ではないですか？（白紙のＦＡＸが多く届いております）
② ＦＡＸ番号は間違えていませんか？（ は、設備点検日等以外は２４時間受付です）
③ ペンで記入しましたか？（鉛筆やシャープペンシル等は薄くなる場合があります）

 ●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

※ 手続き等の詳細については、「 利用ガイド２０１５」Ｐ３４をご覧ください。
※ １回あたりの利用額が２，０００円に満たない場合は、補助の対象となりません。
※ 一公演に子ども２名以上で利用した場合でも、１回利用分の請求となります。
※ 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。
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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／ＦＡＸ／ホームページ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歳以下は無料のため申込の記入は不要ですが、席及びプレゼントは用意されません。
★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。
　　※当選者は ホームページにて１月下旬に発表予定。

締 切 平成２８年１月１５日（金）午後５時必着　※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２８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２８年２月下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。

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, ６００円 ４, ７００円 ３, ７００円

② 会員の孫・兄弟姉妹 ８, ２００円 ６, ９００円 ５, ４００円

ワンデー
パスポート付き！

開催日	 平成２８年３月１３日（日）
会　場	 東京ディズニーランド
　　　　　　　　　　　	「ショーベース」
時　間	 午前１０：２０～１０：５０
	 （開場は午前９：５０）
募集定員　８５０名
　　　※申込者多数の場合は抽選となります。

東京ディズニーランドパーク・ファン・パーティー ホームページ

で東京ディズニーランド内『ショーベース』を借り切ってパーティーを開催します！
ミッキーマウスたちのオリジナルショーにプレゼント抽選会、キャラクターグリーティング
と盛りだくさん。パーティー終了後はパーク内を自由にお楽しみいただけます！

東京ディズニーランド・スペシャルイベント

「アナとエルサのフローズンファンタジー」
２０１６年１月１２日（火）〜３月１８日（金）
この冬、ディズニー映画『アナと雪の女王』のエルサが、パーク
に新しい魔法をかける! アナやエルサ、オラフをはじめ、映画の
キャラクターたちがアレンデールからやってきて、ゲストのみん
なと遊ぼうとパレードに登場! パークは氷や雪の美しいデコレー
ションに包まれ、まるで映画のシーンに入り込んだようなファン
タジーにあふれる体験が待っています。
ナイトエンターテイメント「ワンス・アポン・ア・タイム」も 
期間限定でスペシャルバージョンに! 

Ⓡ
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 《広告》はせがわ

浅草ビューホテル　新春和食・中国料理バイキング 会員証提示
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

本格中国料理や、新年らしい和食を揃えた
お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。

期　　 間 平成２８年１月１日（金・祝）　〜　平成２８年１月３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、日程や時間の予約をしてください。

時　　 間 ①１１：３０〜１３：００　　②１３：３０〜１５：００　　③１７：３０〜１９：３０

料　　 金
大　人　４，１００円（一般料金５，５００円）
小学生　２，０００円（一般料金２，３００円）

内　 容
● 和食・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。

写真はイメージです

食事チケット　ご案内中です
● 第一ホテル東京・第一ホテルアネックス
　　　〜平成２７年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。
● 帝国ホテル
　　　〜平成２７年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。
● 浅草ビューホテル

〜平成２７年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。
● ホテル椿山荘東京

〜平成２７年１２月２７日まで　詳しくは「From 」１１月号をご覧ください。



イベント名 スキーリフトシーズン券 枚　　 数 一会員　１スキー場につき５枚まで

販 売 期 間
●窓口：１２月２１日（月）〜平成２８年３月１８日（金）
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：１２月２１日（月）
　　　　　　　　　　　　　　〜平成２８年３月１１日（金）午後５時必着

申 込 方 法
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
　会員番号・住所・氏名・スキー場名・券の種別・枚数・送付先（自宅または勤務先）を明記

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・変更および再発行はいたしません。

2015〜スキーリフトシーズン券の販売開始12/21より

猪苗代スキー場 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００
 利用期間　１２月１９日（土）〜平成２８年３月２７日（日）予定

リフト１日券
大人券（中学生以上） ３，０００円（一般料金　４，７００円）　
子供券（小学生） 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
 　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（土）〜平成２８年３月２１日（月・祝）予定

リフト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㎞　・　塩沢石打ＩＣより３㎞

湯沢中里スキー場 新潟県南魚沼郡湯沢町　　☎０２５－７８７－３３０１
 利用期間　１２月１８日（金）〜平成２８年３月２１日（月・祝）予定

リフト１日券
大人券（中学生以上） ２，９００円（一般料金　４，２００円）　
中・高生・シニア券（５５歳以上） ２，１００円（一般料金　３，３００円）
小人券（小学生） １，１００円（一般料金　２，２００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１０分

六日町スキーリゾート 新潟県南魚沼市小栗山　　☎０２５－７７３－３３１１
 利用期間　１２月１８日（金）〜平成２８年４月３日（日）予定

リフト１日券
大人券 ２，５００円（一般料金　３，９００円）　
中・高・シニア券（５５歳以上） ２，０００円（一般料金　３，０００円）
小人券（小学生） 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５分

舞子スノーリゾート 新潟県南魚沼市舞子　　　　☎０２５－７８３－４１００
 利用期間　１２月１２日（土）〜平成２８年３月３１日（木）予定

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 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

ホームページ

５か所のスキー場のリフト券（シーズン券）を販売します。通常よりお得なチケットです。どうぞご利用ください。
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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２８年５月８日（日）

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）＋昼食券付き）
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（保護者同伴）
●窓口に、会員証提示と同額優待パック（レンタル割引付き）券があります。ご利用下さい。

アクセス
　　　　ＪＲ上毛高原駅よりシャトルバス（要予約）
　　　　関越道　沼田ＩＣより国道１２０号　約５０分
　　　　（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〜）

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 長野県南佐久郡川上村御所平　　　　☎０２６７－９１－１００１
小海リエックス・スキーバレー 長野県南佐久郡小海町豊里５９０７　☎０２６７－９３－２５３７
 開設期間　１２月１９日（土）〜平成２８年３月２１日（月・祝）

リフト１日券

大人（中学生以上） 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
※１２／２９〜１／４は土日祝日料金となります

アクセス

　　　　シャトレーゼ八ヶ岳：ＪＲ小海線野辺山駅よりタクシー５分
　　　　小 海 リ エ ッ ク ス：ＪＲ小海線小海駅よりタクシー２０分

　　　　シャトレーゼ八ヶ岳：中央自動車道路　長坂ＩＣより２５分
　　　　小 海 リ エ ッ ク ス：中部横断自動車道　佐久南ＩＣより３５分

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１２日（土）〜平成２８年４月３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
　　　　北陸新幹線　軽井沢駅より　無料シャトルバス４０分（前日１７時まで要予約）
　　　　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１９日（土）〜平成２８年３月３１日（木）

リフト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」よりバスで３０分
　　　　東北自動車道・西那須野塩原ＩＣより約９０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。

7





9

東京の美術館･博物館等共通入館券
「東京・ミュージアムぐるっとパス2015」後期販売 ホームページ

有効期限 最初に利用した日から２ヶ月間
　※最終有効期限　平成２８年３月３１日（木）まで

申込方法
●窓口販売� 平成２８年１月２９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成２８年１月２５日（月）午後５時必着

料 金
１，４００円　（一般料金２，０００円）　　※大人料金のみ
◉お子様と６５歳以上の方は各展示の入場料金をお確かめの上、ご購入ください。

販売枚数 一会員�６冊まで

対象施設

都内７８の美術館 ･博物館・動物園 ･水族園・植物園
◉各施設指定の展示を１回ずつご利用いただけます。
◉施設ごとにぐるっとパスで「入場できる展示」と「割引券として利用できる展示」があります。
◉詳細は、ぐるっとパス事務局にお問合せください。

お 問 合
せ 先

ぐるっとパス事務局
　　電話 ０３－５６１０－００５１（１０：００～１７：００　土日祝日をのぞく）

利用期間 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）販売中！ ホームページ

利用期限 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、チケット名・会員番号・
会員氏名・枚数・送付先（自宅or 勤務先）を明記のうえお申込みください。

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。

販売枚数 一会員　５枚まで　在庫枚数が無くなり次第終了

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）
※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。

東京ドーム天然温泉

スパラクーア「平日入館券」後期分を販売中！
・東京ドーム天然温泉・

ホームページ
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国外になかなか出ることがなく、この度待望の初来日を果たすフェルメール《水差しを持つ女》、レンブ
ラント《ベローナ》はニューヨーク・メトロポリタン美術館が誇る傑作です。その
他にも、１７世紀オランダ黄金時代を彩った画家たちの初来日作品を含む６０点が
一堂に会し、当時の文化と人々の生活が私たちの目の前によみがえります。

日伊国交樹立１５０周年を記念する企画としてイタリア政府の全面的な協力のもとに実現する本展は、フィレンツェ
を中心に世界各地から貴重なボッティチェリの作品を２０点以上も集めることに成功した、待望の大回顧展です。

本展は、オートクチュールの始まりから現代に至る歴史を概観するもので、２０１３年にパリ市庁舎で開催され、
好評を博した展覧会を再構成します。シャネル、クリスチャン・ディオール、バレンシアガ、イブ・サン・ロー
ランらが生み出してきた時代を映し出す美しいシルエットの数々、およそ７０点のドレスとデザイン画、写真な
どからご紹介します。

フェルメールとレンブラント：１７世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展

ボッティチェリ展

PARIS オートクチュール ―世界に一つだけの服

ホームページ

ホームページ

ホームページ

開催日時

平成２８年１月１４日（木）～３月３１日（木）　
●１０：００～２０：００
　１／２６、２／２・９・１６・２３の火曜日は１７：００までの開館
　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日　１／１９（火）

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　　　１，０００円（当日券　１，６００円）
●当サービスセンターは、一般のみの取扱いとなります。
※障がい者手帳のご提示で、ご本人および同伴介助者は１名まで当日入館料半額

申込方法
●�窓口販売�� 平成２８年２月２７日（土）まで
●�ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成２８年２月２６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

平成２８年１月１６日（土）～４月３日（日）
●９：３０～１７：３０　（金曜日は２０：００まで）
　※入室は閉室の３０分前まで
●休室日　毎週月曜日、３／２２（ただし３／２１、３／２８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　１，６００円）
●当サービスセンターは、一般券のみの取扱いです。
●�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。

申込方法
●�窓口販売�� 平成２８年２月２７日（土）まで
●�ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成２８年２月２６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

平成２８年３月４日（金）～５月２２日（日）
●１０：００～１８：００
　（祝日を除く金曜日と会期最終週平日２０：００まで）
　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日　月曜日　※ただし祝日と５／２、５／１６は開館

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�� 平成２８年２月２７日（土）まで
●�ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成２８年２月２６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

ヨハネス・フェルメール�《水差しを持つ女》�
1662 年頃�油彩・カンヴァス、
45.7×40.6�cm
メトロポリタン美術館、ニューヨーク
Marquand�Collection,�Gift�of�Henry�
G.�Marquand,1889�(89.15.21)�
Photo�Credit:�Image�copyright�
©�The�Metropolitan�Museum�of�Art.�
Image�source:�Art�Resource,�NY

《聖母子（書物の聖母）》
サンドロ・ボッティチェリ
ミラノ、ポルディ・ペッツォーリ美術館蔵
©�Milano,�Museo�Poldi�Pezzoli,
Foto�Malcangi

クリスチャン・ラクロワ
イヴニング・アンサンブル《クー・ド・ルーリ》
1991年秋冬
ガリエラ宮パリ市立モード美術館蔵
©Katerina�Jebb�@�mfilomeno.com
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

黄金伝説展
古代地中海世界の秘宝 ２８年１月１１日（月・祝）まで 窓口　～１／８まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２５ From ９月号

特別展
始皇帝と大兵馬俑 ２８年２月２１日（日）まで 窓口　～２／１９まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／１２ From ９月号

シカゴ  ウェストンコレクション
肉筆浮世絵―美の競艶 ２８年１月１７日（日）まで 窓口　～１／１５まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／８ From 10月号

黄金のファラオと
大ピラミッド展 ２８年１月３日（日）まで 窓口　～１２／２８まで

〒／ＦＡＸ／ホムページ　～１２／１８ From 10月号

ふるさと祭り東京 2016 ２８年１月８日（金）～
　　��１月１７日（日）まで

窓口　～１／７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２５ From １１月号

はじまり、美の饗宴展
大原美術館コレクション

２８年１月２０日（水）～
　　��４月４日（月）まで

窓口　～１／１９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／１５ From １１月号

英国の夢
ラファエル前派展

２７年１２月２２日（火）～
　２８年３月６日（日）まで

窓口　～２／２７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／１９ From １１月号

★★「チケット」好評販売中 ★★ ホームページ

キルトが日本に紹介されて約４０年、第１５回となる本フェスティバルは日本最大のキルト展として定着しました。
今回は、「ウィリアム・モリス　地上の楽園」「斉藤謠子　ピーターラビットの世界」などの特集企画ほか、コンテスト 

「日本キルト大賞」、キルトマーケット、トークショーなどキルト初心者からベテランまで楽しめる祭典です。

今回のテーブルウェア・フェスティバルは、特集企画「Maison de Paris」「萩焼～伝統と革新の志」ほか、
漆、陶器、磁器など、日本の伝統の器や、一流ブランドの洋の器を、様々なセッティングで展示します。
また、約２５０ブースの直販マーケットも見所です。

ホームページ

ホームページ

開催日時

平成２８年１月２１日（木）～１月２７日（水）７日間
午前９：３０～午後６：００
（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）

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２８年１月２０日（水）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成２８年１月１５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２８年１月３１日（日）～２月８日（月）　９日間
午前１０：００～午後７：００　（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）

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

販売方法
●窓口販売�� 平成２８年１月２９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成２８年１月２２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

キルト制作　斉藤謠子

第１５回 東京国際キルトフェスティバル
～布と針と糸の祭典～

テーブルウェア・フェスティバル２０１６
～暮らしを彩る器展～

●当センターで扱っている割引チケットは直接会場で割引価格ではお求めにはなれません。
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観劇・コンサート

おばこ 二幕
笑って泣いたその後に!!　渡辺えり愛唱歌一幕

おトラさん

ピアフ

初春新派公演

シルク・ドゥ・ソレイユ

『ダイハツ トーテム』東京公演
数億年を旅するサーカス・エンターテインメント

市川海老蔵　GRAND JAPAN THEATER

全席指定　８，８００円
　　（一般料金　１１，０００円）
※おみやげ付
会場：シアタークリエ（日比谷・有楽町）
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 １２月２４日（木）　〈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１／１８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。

３／１９（土）１２：３０

❶２／１（月）１６：００　❷２／２（火）１１：３０ ❶２／２７（土）１５：３０　❷２／２８（日）１１：００

全席指定�６，３００円�

　　（一般料金�９，０００円）

会場：三越劇場（三越前）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

ＳＳ席大人　１０，０００円
　　　　（一般料金　１３，５００円）
ＳＳ席子供　　　７，０００円
（３歳～小学生）��（一般料金　 ９，５００円）
会場：お台場ビッグトップ
　　　（台場・東京テレポート）
枚数：４０枚（１会員４枚まで）

Ｓ席指定　８，８００円
　　（一般料金� １１，０００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）

２／１３（土）１５：００１／１９（火）１１：００

一、糸桜　―黙阿弥家の人々―
二、新年踊り初め
出演：波乃久里子、大和悠河、市川月乃助　他

２／２６（金）１９：００

Ｓ席指定　　９，０００円
　（一般料金　１２，０００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�６，３００円�

　　　（一般料金�９，０００円）

会場：三越劇場（三越前）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

泣いて笑って、笑って泣いて—
故郷山形、想うは家族。芸者花子の人情喜劇！
出演：渡辺えり、藤田朋子、鷲尾真知子、若林豪

一、狂言「三番三」
二、能「土蜘蛛」
三、新歌舞伎十八番の内「春興鏡獅子」

ピアフが、大竹しのぶに舞い降りた !
誰もがそう口にした、魂のパフォーマンスが帰ってくる。
作：パム・ジェムス　　演出：栗山民也
出演：大竹しのぶ　他

ホームページ

「トーテム」、それは不可能を可能に
しつづける”人類の進化”をテーマにした壮大な物語。

住み込みのお手伝いのおトラさんは、そそっかしいが
明るく朗らかでご近所でも人気者。
そんなおトラさんが起こす大騒動を描きます。
出演：梅澤富美男、石野真子、篠田三郎、山本陽子�ほか

撮影：篠山紀信

劇中にて新春ご挨拶申し上げます

※演出機材により、舞台の一部が見づらい席がございます。
※３歳未満のお子様で座席が必要な場合は要チケット。

Photos:OSA�Images,�Matt�Beard�Costumes:
Kym�Barrett ⓒ�2014�Cirque�du�Soleil
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３／３（木）１５：００

❶２／６（土）１２：３０　❷２／７（日）１２：３０

❶２／９（火）１７：００　❷２／１０（水）１７：００

２／６（土）１４：００
２／７（日）１４：００

１／３０（土）１８：００

富良野ＧＲＯＵＰ公演２０１６冬

屋 根

イ・ビョンホン
ＬＢＨ ＯＮ ＴＯＵＲ ２０１６

福田こうへいコンサート２０１６
～うた魂～

全席指定�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）

S席指定　５，５００円
　  （一般料金　７，２００円）
会場：川口リリアメインホール
　　　（川口）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　８，０００円
　　（一般料金　１０，０００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）

Ｓ席指定　１１，８００円　
　　（一般料金　１５，０００円）
会場：東京オペラシティ
　　　コンサートホール（初台）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

S席指定　５，０００円
　　（一般料金　６，５００円）
会場：新国立劇場　中劇場（初台）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

S席指定　７，５００円
　　（一般料金　９，０００円）
会場：明治座
　　　（人形町・浜町）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　１０，０００円　

　　（一般料金　１４，０００円）
会場：東京オペラシティ
　　　コンサートホール（初台）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

モスクワ国立交響楽団
主席指揮者：パヴェル・コーガン　ピアノ：ダニール・ハリトーノフ

中村 中
生まれ変わろう、そして　中村 中LIVE2016

美輪明宏 ロマンティック音楽会

フジコ・ヘミング＆モスクワ国立交響楽団

～伝えたい名曲の感動を～
長良グループ・演歌まつり２０１６

豪華夢の競演 !!

２／１３（土）１８：００

２／２１（日）１５：３０

全席指定　５，０００円
　　　�　（一般料金　６，５００円）
※入場時ドリンク代別途￥５００必要

会場：日本橋三井ホール（三越前）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

作・演出：倉本　聰
“屋根”が星たちに語った一つの家族の物語。
果たして この豊さはいつまで続くのか？
平和はいつまで続くのか？
そして、本当の幸せとは−？　
時代を越えて人々に問いかける待望の舞台『屋根』が７年ぶりに蘇ります。

こころに響く魂の歌声
渾身のステージにようこそ !!

抒情、詩情あふれる歌詞、圧倒的な歌唱力と表現力。
ミワワールドをご堪能ください。

出演者：山川豊、田川寿美、水森かおり、氷川きよし、藤野とし恵、
椎名佐千子、市川由紀乃、岩佐美咲（ＡＫＢ４８）、はやぶさ
司会：西寄ひがし

約２年ぶりとなる単独ツアーが決定
※６歳以上有料　※未就学児入場不可

曲目：グリンカ＝歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
　　　チャイコフスキー＝ピアノ協奏曲第１番、交響曲第５番

２０１６年２月、久しぶりのバンドライブ開催決定！

日本中から愛される褪せない輝き。その圧倒的な存在感。７０年以上の歴史
を刻む、ロシア最高峰のオーケストラとの豪華共演！
首席指揮者：パヴェル・コーガン　ピアノ：イングリット・フジコ・ヘミング
【曲目】�チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」よりポロネーズ
� モーツァルト：ピアノ協奏曲第２１番
� リスト：ラ・カンパネラ
� チャイコフスキー：交響曲第６番「悲愴」
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■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
http://www.sc.ouj.ac.jp/center/adachi/

《広告》　 が教養学部の入学を補助します 詳しくは  利用ガイド 2015 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）

入学相談会 ・ 個別相談会（事前予約制）
各日とも①１０時～１２時 ②１４時～１７時
　　　　　　　　（１回あたり３０分程度）
平成２７年１２月１９日（土）　
平成２８年　１月１５日（金）
平成２８年　２月　６日（土）
平成２８年　２月１６日（火）～２月２６日（金）
　　　（※ 平成２８年２月２２日（月）は除く。）

看護師向け個別相談会（事前予約制）
各日とも①１０時～１２時 ②１４時～１７時
　　　　　　　（１回あたり３０分～１時間程度）
平成２８年１月１３日（水）　
平成２８年２月１２日（金）

願書受付
インターネット ・ 郵送いずれも
第１回募集　平成２８年２月２９日（月）まで
第２回募集　平成２８年３月２０日（日）まで
※郵送の場合は放送大学本部（千葉市）必着のこと

販売期間 それぞれ各施設完売をもって終了

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号、会員氏名、利用
施設名、枚数、送付先（自宅ｏｒ勤務先）を明記してお申し込みください。

利用料金
一枚　６００円
( ただし、セントラルウェルネスクラブ西新井７００円・ゴールドジム北千住東京９００円）

販売枚数 一施設　一会員　５枚まで（年度内）

施� 設� 名

●各施設とも、営業時間・休館日・利用条件などは From １０月号をご覧ください。

● ダンロップスポーツクラブ綾瀬 ☎０３ ‐ ３６９０ ‐ ７９９７
● リリオセントラルフィットネスクラブ ☎０３ ‐ ５６８０ ‐ ０３０３
● セントラルウェルネスクラブ西新井 ☎０３ ‐ ５８８８ ‐ ３５６１
● セントラルフィットネスクラブ竹の塚 ☎０３ ‐ ５８５１ ‐ ００５０
● ゴールドジム北千住東京 ☎０３ ‐ ５２８４ ‐ ３６３６
● 朝日スポーツクラブ〔ＢＩＧ－Ｓ竹の塚〕 完売しました。

そ の 他

●今年度すでに各施設の販売枚数上限を購入された方は、申込みできません。
●ご利用は会員と家族のみです。他の人には譲らないでください。
●紛失しても再発行いたしませんので、ご注意ください。
●利用内容によって別途料金がかかる場合があります。施設にご確認ください。

スポーツクラブ利用券発売中！ ホームページ

いずれの施設も残りがわずかとなっておりますので、お早めにご購入ください。
施設の詳細は「 利用ガイド２０１５」Ｐ４７をご覧ください。
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