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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

4,859
12,223

２０１６年

２月号
あっせん日帰りバスツアー

上田城跡千本桜 ＆ 北国街道・海野宿

日　 程 平成２８年４月１６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 １８：３０（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》６，０００円　　　《家族》７，０００円　　　《関係者》８，０００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おります。
●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、８，０００円を基本として旅行会社の基準により算定されます。

コ ー ス
足立区役所　　首都高・外環　　関越 ･上信越道（途中ＰＡ休憩）　　上田菅平 ＩＣ　　
上田城址（桜まつり）　　きのこむら深山（昼食・買い物）　　海野宿散策（約４０分）　　
東部湯の丸ＩＣ　　上信越道 ･ 関越道　　外環 ･ 首都高　　足立区役所・北千住（日光街道）付近

申 込 先 ニュー東京トラベル 〒121-0824　足立区西伊興４－７－２　　担当：浅井　政義
   ＦＡＸ申し込み先　０３ー３８５４ー８８２０　　旅行名「 春のバスツアー」

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「 春のバスツアー」　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 ２月２６日（金）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３月１０日頃郵送にてご連絡します。

お問合せ 電話 ０３－６４２３－００１１　※平日　９：００〜１８：００　浅井　政義（お電話での申込みはできません。）

そ の 他

●参加費には、バス代（高速道路）、昼食代を含みます。
● この旅行はニュ―東京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。この場合ニュー東京トラベルから実施日の１０日前までに連絡いたします。

写真は全てイメージです

申込みは　ハガキ／ＦＡＸで『ニュー東京トラベル』へ

築城から４百有余年の歴史を誇る信州『上田城』。至る所に当時の面影を残し、今もなお訪れる人々を魅了
しています。城跡公園は、ソメイヨシノをはじめ数々の桜があり、名所となっています。北国街道“海野宿”
も必見!!「日本の道百選」や「重要伝統的建造物保存地区」の指定を受けた情緒豊かな歴史ある街並みです。

上田城跡公園と桜

北国街道“海野宿”

季節限定『菜の花御膳』

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 ※２月の土曜営業は、２７日（９：００～１６：００）です。

●旅行主催：ニュー東京観光自動車株式会社（東京都知事登録旅行業第 2-410 号）総合旅行業務取扱管理者　手島　信次
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現在、 に加入されている事業所で

　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！

ゆう
会員拡大
キャンペーン

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（3/22 まで）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。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、現在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。

お電話をいただければ、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！　

　※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」を展開中！
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。

掲載までの流れ
❶ へ掲載希望の申込み
  ➡
❷ 掲載する事業所が決定
  ➡
❸ ときめき編集担当が取材する。
  ➡
❹ 事業所紹介記事の作成・校正
  ➡
❺ 毎月１日発行

新企画 ゆう会員事業所を「公社ニュースときめき」
（毎月１日号）でご紹介します。

掲載希望事業所を募集中!!
●掲載対象事業所 概ね従業員の半数以上の方に入会いただいている事業所
●申込方法 へ電話又はＦＡＸにてお申込みください。
●掲載料 無　料　
●掲載紙面の大きさ おおよそ　横２４ｃｍ×縦１０ｃｍ
●掲載内容 写真・事業所の紹介・ の利用状況など。

足立区全戸配布
発行部数　３１５, ０００
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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
退会当月末を過ぎますと“ ”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２０１５』P. ９１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。（インターネットでも受付します。）また、手続き後、会員証は
郵送もしくは窓口にて回収させていただきます。

なお、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２８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２８年４月１日からご利用できる遊園地フリーパスは、３月２２日（火）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。

 ●〔予告〕来月号（３月号）には利用補助券セットが同封されます

●「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 渋谷ヒカリエ ShinQs 店』は、２０１６年２月２８日（日）を持ちまして営業
を終了します。今後は他の店舗をご利用ください。

平成２７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２７年４月１日〜２８年３月３１日に満７５歳を迎えられ、会員期間が５年以上の方に

長寿記念品を２月中旬にお届けします。

 ●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。
● ２８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、お子様の家族登録済みの会員様

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。

I n f o r m a t i o n

※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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東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーが下記期間にお得な料金でお楽しみいただける
パスポートです。
１．パスポートチケット料金（消費税込み）
「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」
いずれかのパークを１日ご利用できる チケットです。
大人（１８歳以上） ６，３００円　《通常料金：６，９００円》
中人（中学・高校生　１２～１７歳） ５，４００円　《通常料金：６，０００円》
小人（幼児・小学生　　４～１１歳） ３，９００円　《通常料金：４，５００円》

２．実施期間
３月１８日（金）まで
【ご注意】本チケットは、入園制限中のパークではご利用できません。

３．パスポートチケット購入方法
期間中、下記の「パスポート購入申込書」（必要事項をもれなくご記入ください）を、下記のパスポー
ト販売窓口にお持ちいただくと、申込書１枚につき５名様までご購入できます。
※特別利用券をお持ちの方は、購入申込書と併せてご利用できますので一緒にご提出ください。
※ パスポート購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いされた場合は の会員証を提示して
ください。
※パスポートを期間外に利用する場合、利用当日の通常料金との差額および変更手数料が必要です。

４．パスポート販売場所
当　日‥‥東京ディズニーランドのチケット販売窓口・東京ディズニーシーのチケット販売窓口
前売り‥‥下記一覧で販売中

東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ内１Ｆ）、東京ディズニーランド 
（ゲストリレーション･ウィンドウ）、東京ディズニーシー（団体チケットブース）、ディズニーストア 
【特別利用券取扱い店舗】（渋谷公園通り店、池袋サンシャインシティアルパ店、お台場アクア 
シティ店、町田１０９店、八王子東急スクエア店、昭島モリタウン店、横浜そごう店、ららぽーと 
横浜店、藤沢さいか屋店、船橋ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店、大宮アルシェ店、羽生イオン
モール店、川口アリオ店、越谷イオンレイクタウン店）

５．その他　申込書の注意事項をよくお読みください。

◆他人への譲渡、ネットオークションなどでの転売は禁止です！

２０１６ 特別団体契約サンクス・フェスティバルのご案内
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販売期間
各施設完売をもって終了

（朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕は完売しました。）

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「 利用ガイド２０１５」
P ４７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

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。他の人に譲ることはできません。
●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！

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

英国の夢
ラファエル前派展

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

オートクチュール展
３月４日 ( 金 ) 〜
　　　５月２２日（日）まで

窓口　〜２／２７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜２／２６

From １２月号

★★美術展「チケット」好評販売中 ★★ ホームページ

●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。

ホームページ

ホームページ

としまえんフリーパス（３月券）特別販売！

１枚 ３００円　　【限定】５００枚

●申込枚数　１会員５枚まで

●申込多数の場合は抽選となります。チケット発送日は２月２６日（金）予定。
なお、当落の連絡は致しません。
結果は、２月２９日（月）以降ホームページをご覧になるか、電話でお問合せください。

※ この特別販売で購入できなかった場合は、通常の冬券
（５００円）をお求めください。

有効期限平成２８年３月３１日までのチケットです

申込締切：２月２４日（水）午後５時まで
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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：３月１８日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：３月１１日（金）午後５時必着

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・スキー
場名・券の種別・枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を記入してお申込みください。

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。施設にご確認に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。

スキーリフトシーズン券販売中

猪苗代スキー場 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００
 利用期間　　〜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　　〜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　　〜３月２１日（月・祝）予定

リフト１日券
大人券 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　　〜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　　〜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）を販売しています。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　〜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（家族同乗に限る）
●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　　〜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　　〜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　　〜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
　　　　東武鉄道・会津鉄道・野岩鉄道を利用して３時間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。
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東京ドーム プロ野球巨人戦チケット
今年度もエキサイトシート（限定２０試合）と　ビームシート＆スカイ４から
熱く応援をしよう!!

【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 D 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 D 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

◉ 締　切 ２月２６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を郵送します）

日　　程
３／２５ ３／２６ ３／２７ ４／５ ４／６ ４／７ ４／１６ ４／１７

金 土 日 火 水 木 土 日

対　　戦 ヤクルト ヤクルト ヤクルト 阪　　神 阪　　神 阪　　神 広　　島 広　　島

開始時間 １８時 １４時 １４時 １８時 １８時 １８時 １４時 １４時

日　　程
４／２２ ４／２３ ４／２４ ５／３ ５／４ ５／５ ５／６ ５／７

金 土 日 火・祝 水・祝 木・祝 金 土

対　　戦 DeNA DeNA DeNA 広　　島 広　　島 広　　島 中　　日 中　　日

開始時間 １８時 １８時 １４時 １８時 １８時 １４時 １８時 １４時

日　　程
５／８ ５／１３ ５／１４ ５／１５ ５／２７ ５／２８ ５／２９

日 金 土 日 金 土 日

対　　戦 中　　日 ヤクルト ヤクルト ヤクルト 阪　　神 阪　　神 阪　　神

開始時間 １４時 １８時 １４時 １４時 １８時 １８時 １４時

日　　程
４／６ ４／２２ ５／４ ５／７ ５／１５ ５／２８

水 金 水・祝 土 日 土

対　　戦 阪　　神 DeNA 広　　島 中　　日 ヤクルト 阪　　神

開始時間 １８時 １８時 １８時 １４時 １４時 １８時

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
エキサイトシートのお申し込みは、下記日程表より1 会員１試合とさせていただきます。
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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（火）～３月３１日（木）
●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２８年３月１日（火）～３月３１日（木）

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。
＊会員お一人につき同伴者４名（計５名）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

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、
保育園の一時保育や劇場の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

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！

※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。

食事チケット　ご案内中です

● 帝国ホテル
　　　～平成２８年３月３１日まで　詳しくは「From 」１月号をご覧ください。

● 横浜ベイホテル東急
～平成２８年３月３１日まで　詳しくは「From 」１月号をご覧ください。
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観劇・コンサート

デビュー５０周年記念

森山良子コンサートツアー2016～2017

中谷 美紀主演「猟銃」明治座 四月花形歌舞伎

全席指定１１，０００円
　　（一般料金１４，０００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　６，２００円
　　（一般料金　８，５００円）

会場：パルコ劇場（渋谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

S 席指定 ❶１０，０００円  ❷９，０００円
　　　  　　　 （一般料金　１２，０００円）

会場：東急シアターオーブ
　　　（渋谷）
枚数：各回６枚
　　　（１会員２枚まで）

❶４／１６（土）１７：００
❷４／１７（日）１１：００

❶４／２０（水）１４：００
❷４／２２（金）１９：００

全席指定　４，８００円
　（一般料金　６，０００円）

会場：北とぴあ  さくらホール
　　　（王子）
枚数：１０枚
　　　（１会員２枚まで）

Ｓ席指定 ❶１１，５００円
 ❷１０，５００円
　　　　（一般料金１３，５００円）
❶お弁当付き　❷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）

❶４／２９（金・祝）	１２：００
❷５／５（木・祝）	１７：００

❶４／１０（日）１２：００　❷４／１２（火）１４：００

バーン・ザ・フロア
こんなバーン・ザ・フロア観たことない！

© 宝塚歌劇団
Photo by Leslie Kee

ホームページ

出演：尾上菊之助、中村勘九郎、中村七之助　他
一、浮かれ心中　中村勘九郎ちゅう乗り相勤め申し候
二、二人椀久　長唄囃子連中
一、芦屋道満大内鑑　葛の葉　　二、末広がり　長唄囃子連中
三、女殺油地獄

◆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２４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３／１８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。

フランスを熱狂させた新時代のミュージカル開幕！
潤色・演出：小池修一郎
出演：小池徹平、神田沙也加、凰稀かなめ　ほか

Photo by Leslie Kee

踊りださずにいられない！
世界中を興奮の渦に巻き込んだ、極上のダンスエンタテインメント！

４／３０（土）１５：３０

４／２２（金）１６：００

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）

雪組公演
浪漫活劇 「るろうに剣心」

～原作 和月伸宏「るろうに剣心－明治刺客浪漫譚－」（集英社ジャンプ・コミックス刊）～

原作：井上靖『猟銃』
演出：フランソワ・ジラール
出演：中谷美紀、ロドリーグ・プロトー
一人の男への三人の女のラブストーリーを舞台で描く。

4/16

4/17
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４／９（土）１５：００ ４／１０（日）１５：００

『ライオンの王様』 『オペラ座の怪人』
with  トリオ・ザ・ファントム

全席指定 ３，０００円
　　 （一般料金　３，９００円）

会場：赤坂区民ホール（赤坂見附）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）
スペシャルゲスト：マギー司郎

全席指定 ３，０００円
　　 （一般料金　３，９００円）

会場：赤坂区民ホール（赤坂見附）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

劇団四季出身の異色の落語家・三遊亭究斗が、日本で唯一の”ミュージカル落語”を生み、苦節１７年。
５１歳にして、真打に昇進。今日も全国各地で活躍中！！

加古隆コンサート２０１６
新・映像の世紀〜パリは燃えているか〜

Char Special Live
４／９（土）１７：００ ４／３０（土）１５：００

全席指定　５，２００円
　　 （一般料金  ６，５００円）

会場：北とぴあ さくらホール
　　　（王子）
枚数：１０枚
　　　（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　５，６００円
　　 （一般料金  ７，０００円）

会場：サントリーホール
　　　（溜池山王）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

結成５０周年記念　加瀬邦彦 追悼コンサート

ザ・ワイルドワンズ
ゴダイゴ
billboard classics  40th anniversary
GODIEGO & billboard classics premium strings

４／２２（金）１９：００ ４／２１（木）１８：３０

全席指定　８，０００円
　  （一般料金  １０，０００円）

　※特製プログラム付き

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）

全席指定　４，８００円
　　　 （一般料金  ６，０００円）

会場：なかのＺＥＲＯ大ホール（中野）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

※未就学児入場不可祝！結成４０周年！

医療法人健育会 presents

live image 16 seize谷村新司リサイタル 2016「THE SINGER」

４／１０（日）１５：００ ４／１２（火）１８：３０

全席指定　８，５００円
　  （一般料金  １０，８００円）

会場：国立劇場　大劇場
　　　（永田町）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

全席指定 ６，８００円
　　 （一般料金  ８，６４０円）

会場：サントリーホール
　　　（溜池山王）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

今年も、キュートに、ミュージカル落語まつり！２

※未就学児入場不可

出演：沖仁、小松亮太、ゴンチチ、NAOTO、羽毛田丈史、
　　　宮本笑里、LE VELVETS　他※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可
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《広告》ペンタくん

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

 《広告》はせがわ

“日本初”流れるアクアリウムプール  フィッシュゴーランド


