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７月１日現在★
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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/

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２０１6」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、２7日（９：００～１６：００）です。

今回のセミナーは、区の西部地区にある
緑豊かな“都市農業公園”を会場にして、
専属講師古澤正美氏による秋植えハーブ
の寄せ植え体験実践講座です。
ハーブは、手軽に栽培ができ、料理や飲
み物等活用範囲が広く、目で見て・香り
を楽しみ癒し効果バツグン！
園内のハーブ園を見学して、寄せ植えは
各自お持ち帰りいただけます。
育てる喜びと利用する楽しみがあるハー
ブからグリーンライフを皆さまの暮らし
の中に！

日　時 ： 平成２８年 10 月２日（日）
　　　　❶午後 1 時～ 2 時
　　　　❷午後 2 時 30 分～ 3 時 30 分
　　　　※現地集合・現地解散
定　員 ： 各コース 20 名
場　所 ： 都市農業公園　　工房棟
　　　　（足立区鹿浜 2-44-1）
参加費 ： 会 員 1,000 円 ・ 家 族 1,500 円
　　　　  関係者 2,000 円　

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」、希望コース❶ か ❷、
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
方の氏名・続柄・年齢・性別を記入のうえ申込先にお送りください。
〒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　　○ホームページは　　　　　　　より検索してください。
8月31日（水）　午後5時　　※参加通知および振込書は、9月上旬発送予定。

申込方法

申  込  先

締　　切

写真はイメージです
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※記念品は足立区内共通商品券又はクオカードから選択会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で
９月３０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！

お電話をいただければ、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！

入会月に応じて、入会者一人につき最大１，０００円相当の記念品を進呈

日  程 ８／９
（火）

８／１０
（水）

８／２４
（水）

８／２５
（木）

９／４
（日）

９／１６
（金）

９／２１
（水）

９／２２
（木・祝）

対  戦 DeNA DeNA 広　島 広　島 中　日 ヤクルト 中　日 中　日
券 

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

開始時間 １８時 １８時 １８時 １８時 １４時 １８時 １８時 １４時

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
●ホテルオークラ東京ベイ
　　　　平成２８年９月３０日まで　詳しくは「From 」６月号をご覧ください。

●東武ホテルレバント東京
　　　　平成２８年９月３０日まで　詳しくは「From 」７月号をご覧ください。

●グランドニッコー東京台場（旧 ホテルグランパシフィック　LE　DAIBA）
　　　　平成２８年９月３０日まで　詳しくは「From 」７月号をご覧ください。

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。 足立区全戸配布発行部数 ３２０, ０００部

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１０. ５ｃｍ
●掲載内容 事業所の紹介・写真・ の利用状況など。
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当センターで取扱いの各種チケット・商品券等は、会員やご家族の皆さまのみに直接利用していただくため
に販売しております。いかなる理由でも会員・ご家族様以外への譲渡・転売は絶対におやめください。また、
当センター退会後はご入手された各種チケット・商品券等はお使いになることができませんので、注文・購
入の際にはご留意ねがいます。

２０１６年７月３１日（日）をもちまして『ワイモバイル北千住』での取扱いを終了しました。今後は他の店
舗をご利用ください。

●各種チケット・商品券等の注文・購入後の注意点について

●「映画前売券利用補助券」ご利用店舗について

●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 ２０１６」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の請求期限は、９月３０日（金）までとなっております。

Information

ホームページ味の宅配便 「新潟産　魚沼産コシヒカリ」

商 品 「新潟産　魚沼産　コシヒカリ１００％」（２８年度産）

料 金
（Ａ）（５㎏）     …２，８００円 （一般価格４，３００円　税送料込）
（Ｂ）（１０㎏）…５，５００円 （一般価格７，９００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 （Ａ）（Ｂ）あわせて１会員２口まで

商品発送 １０月上旬から順次発送予定

締 切 ９月５日（月）午後５時必着

支 払 い ９月８日（木）頃に送付する振込用紙にて、到着後 1 週間以内にお支払いください。

お届け先

ハガキ／ FAX ／ホームページの通信欄に以下のとおりお書きください。
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 …「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください。

ネットオークションへ
の出品も禁止です

贈答品としての使用も
禁止です
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期 間 １０月１０日（月・祝）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）　一会員６枚まで

販売期間 ●窓口　１０月６日（木）まで　●ハガキ／ FAX ／ホームページ　９月３０日（金）午後５時必着
　※ 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。

そ の 他 ●チケット注文時、「予約番号【通常の予約の場合】」もしくは「パーティープラン予約【パーティー
　プランの予約の場合】」および「予約日【いずれの場合も必須】」を必ず記載・入力してください。

毎年大好評!! 東京湾納涼船チケット販売中！
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・ソフトドリン
ク飲み放題（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（乗船日の１か月前から可）、 に申し込んでください。

ホームページ

開催日時 ８月２８日（日）まで　午前９時３０分～午後４時３０分（最終入場　午後４時まで）　※期間中無休

会　　 場 幕張メッセ国際展示場　展示ホール１０・１１（海浜幕張駅下車徒歩約５分）

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）
※２歳以下無料　※身障者及び同伴者は１名無料

申込方法

●一会員大人・小人合わせて５枚まで　●窓口 ８月２７日（土）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月１８日（木）午後５時必着
●会員番号・会員氏名・イベント名・枚数（大人・小人）
　・送付先（自宅 or 勤務先）※申込後のキャンセル・変更はできません。

夏休み・科学イベントの決定版！全長４０ｍの巨大人体が初登場！

　             からだのひみつ大冒険 DX
アメリカでベストセラーとなった絵本「Grossology（グロッソロジー）」

「きたないもの学」を通して“からだの中のきたないもの”から自分のからだの大切さを学べます。

ホームページ

開催日時 ８月２８日（日）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）

開催時間 午前１０時～午後５時３０分（最終入場午後５時まで）

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

● 一会員５枚まで　　● 窓口販売　　８月２７日（土）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　　８月１９日（金）午後５時必着
※ハガキ／ＦＡＸ／ホームページでの申込みは、会員番号・会員氏名・イベント名・
　枚数（大人／子供別）・送付先（勤務先 or 自宅）　を明記してください。
※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。

ホームページ

歴代ウルトラマンシリーズの世界観に飛び込める「ライブステージ」や「展示造作物」の数々。三世代に渡って
楽しめる企画が盛り沢山！ウルトラマンシリーズ放送開始５０年を迎えた今夏のウルフェスは絶対見逃せない！

チケット販売中！

© 円谷プロ

キョーリン製薬グループpresents
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ゴッホとゴーギャン展

デトロイト美術館展 〜大西洋を渡った
　　ヨーロッパの名画たち〜

拝啓　ルノワール先生　―　梅原龍三郎に息づく師の教え

ホームページ

ホームページ

ホームページ

パリで印象派の画家たちに影響を受けながらも、独自の表現を確立していったフィンセント・ファン・ゴッホ（１８５３
−１８９０）とポール・ゴーギャン（１８４８−１９０３）。ゴッホが強く望み実現した南仏アルルでの二人の共同生
活を軸に、そこに至るまでの画業からその後の影響まで、二人の芸術家の交流と作品の変遷をだとります。

アメリカ屈指のコレクションを誇る美術館として成長したデトロイト美術館。
モネ、ドガ、ルノワール、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、マティス、モディリアーニ、ピカソなど、傑作中の傑作が今、
海を渡ってやってくる。まさにヨーロッパ近代絵画の「顔」というべき巨匠たちの名画が上野の森に集結します！

日本洋画を確立し、その豪快な性格から『画壇のライオン』と呼ばれた梅原龍三郎。フランスに渡った梅原はルノワールに会い、
師と仰ぎ、その制作現場を見、対話から多くを学び、親密な関係を築きました。帰国後、ヨーロッパで学んだ油彩画に桃山美術・
琳派・南画といった日本の伝統的な美術を取り入れ、高い評価を受けることになりました。本展は、ルノワールと梅原の作
品だけでなく、梅原が収集した作品や交流のあった作家の作品により、東西の近代絵画の交流を紹介します。

開催日時

１０月１９日（水）～平成２９年１月９日（月・祝）
●午前１０時～午後６時　※入館は閉館の３０分前まで

（金曜日、第２水曜日、１／４ ～１／６は午後８時まで）
●休館日　月曜日　※ただし祝日の場合は開館
　　　　　　　　　※年末年始休館 １２月２９日～平成２９年１月１日

会 場 三菱一号館美術館（東京・二重橋前）

料 金 一　般　１, ０００円（当日券　１，６００円）
※当サービスセンターは、一般のみの取扱いです。

申込方法
●窓口販売 １０月１８日（火）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １０月１４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）

フィンセント・ファン・ゴッホ
《ゴーギャンの椅子》ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）

©Van Gogh Museum, 
Amsterdam(Vincent van Gogh 
Foundation)

フィンセント・ファン・ゴッホ
《自画像》1887 年

City of Detroit Purchase

ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《バラ》製作年不詳　三菱一号館美術館寄託

開催日時

１０月８日（土）～１２月１８日（日）　
●午前９時３０分～午後５時３０分　（金曜日、１０／２２、１１／２、１１／３、１１／５は午後８時まで）

※入室は閉室の３０分前まで
●休室日　月曜日、１０／１１（火）、※ただし１０／１０（月・祝）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
● １０／１９（水）、１１／１６（水）はシルバーデーにより、６５歳以上の方は無料。

当日は大変な混雑が予想されます。
● 毎月第３土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、１８歳未満の子を同伴

する保護者（都内在住、２名まで）は一般当日料金の半額。
※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１６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２月　９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７日（金）～平成２９年１月２１日（土）
●午前９時３０分～午後４時３０分（金曜日は午後８時まで）
●休館日　１０／２１（金）※入館は閉館の３０分前まで

会　　場 上野の森美術館　（東京・上野公園）

料　 金
一　般（前売券）　１，０００円　（当日券　１，６００円）
●当サービスセンターは、一般のみの取扱いになります。
●障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名様は無料（要証明）

申 込
販売方法

●窓口販売 平成２９年１月１３日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２９年１月６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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チケット名 開催日程 販売期間 詳細
ヴェネチィア・
ルネサンスの巨匠 １０月１０日（月・祝）まで 窓口　～１０／７まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／３０ From ６月号

海のハンター展  １０月  ２日（日）まで 窓口　～９／３０
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／２３ From ６月号

水木しげるの大妖怪    ８月２９日（月）まで 窓口　～８／２７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～８／１９ From ６月号

生誕170周年
エミール・ガレ    ８月２８日（日）まで 窓口　～８／２６まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～８／１９ From ７月号

ダリ展    ９月１４日（水）から
１２月１２日（月）まで

窓口　～１２／９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２ From ７月号

生誕150周年
ピーターラビット展 １０月１１日（日）まで 窓口　～１０／７まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／３０ From ７月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆ ホームページ

《広告》はせがわ

《広告》シアター1010
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観劇・コンサート

横山幸雄のまるごとベートーヴェン
～みんなで歌おう“歓喜の歌”～

能舞音楽劇「義経記」

サスペンス・コメディ

一人二役
殺したいほどジュテ〜ム

２階席指定　６，８００円（一般料金　８，５００円）

会場：EX シアター
　　　  六本木（六本木）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

Ｓ席大人　９，０００円
　　　（一般料金　１１，０００円）

Ｓ席小人　４，４００円
　　　（一般料金　  ５，５００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（一会員４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２５日（木）　〈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９⁄１５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２０１６」P ３４をご覧ください。

ホームページ

９／２７（火）１８：３０

❶１０／８（土）１７：００　❷１０／９（日）１２：００ ❶１０／２８（金）１８：１５　❷１１／５（土）１２：００
【日程により配役、条件等が変わります】

１０／２２（土）　１７：３０

全席指定　３，８００円
　　　  （一般料金　４，８００円）

会場：ギャラクシティ西新井文化ホール（西新井）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定一般　２，０００円
　　　　　　  （一般料金　 ３，０００円）

全席指定高校生以下　１，０００円
　　　　　　  （一般料金　 １，５００円）

会場：ギャラクシティ西新井文化ホール（西新井）
枚数：１０枚（一会員４枚まで）

全席指定　８，０００円
　   （一般料金　１０，０００円）

S 席指定　１１，０００円
　　   （一般料金　１３，５００円）

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで） 会場：帝国劇場（日比谷）

枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

❶『ミス・サイゴン』エンジニア役　市村正親　ファイナルステージ！
❷『ミス・サイゴン』エンジニア役　駒田 一　【秋の行楽 なだ万お弁当付き】

１０／１５（土）１４：００

※未就学児入場不可
※３歳以下入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

＊子ども＝公演日当日３歳以上、小学校６年生以下
＊ファミリーゾーンでのご案内となります。

源義経の生涯を描いた「義経記」を3 名のアーティストが新たな解釈
で表現する音楽劇！
出演：デーモン閣下 ( 朗読・歌 / 脚本・監修）、上妻宏光（三味線）、山井綱雄（能舞）

ピアニストの横山幸雄がベートーヴェンに扮して演奏や解説を行い、最後
は観客と一緒にオーケストラに乗せて「第九」の合唱部分を歌い上げます。

２大コメディエンヌ 大地真央と森公美子がお届けする２０１６年最
高の笑撃作！ウソの笑顔に隠された人間の欲望・・・サギや殺人、
なんでもありの「離婚大作戦」！

出演：大地真央　森公美子　益岡徹　他
帝劇に続きブロードウェイでも来年上演決定！今、最も注目される
ミュージカル！今を生きる全ての人々に捧げる『ミス・サイゴン』！

おしゃべりガイド（黒柳徹子）
と堅物職員（麻美れい）の爆笑
トークバトル！
出演：黒柳徹子　麻美れい　団時朗 他

❶１０／２（日）１４：００　❷１０／８（土）１４：００

黒柳徹子主演海外コメディ・シリーズ第 30弾　記念公演

レティスとラベッジ　
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１０／５（水）１６：００

９／２８（水）１４：００

９／２４（土）１７：００

デビュー 50 周年

森山良子スペシャルコンサート
Touch me・・・あなたが選んで！オールリクエスト

あの大鴉、さえも 「わりなき恋」

スートラ

ブロードウェイ・ミュージカル ( 来日版）

　キンキーブーツ

大衆演劇祭り浅草公演

「真田十勇士」

S 席指定　７，８００円
　　　 （一般料金　９，８００円）

S 席指定　６，０００円
　　　  （一般料金　７，５００円）

歌手生活 30 周年 坂本冬美 特別公演

Ｓ席指定 １０，０００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（一会員２枚まで）

全席指定 ４，８００円
　　　　　（一般料金 ６，０００円）

会場：東京芸術劇場
　　　シアターイースト（池袋）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

全席指定　３，８００円
　　　  （一般料金　５，０００円）

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定　５，０００円
　　　  （一般料金　６，５００円）

会場：新宿文化センター　
　　　大ホール（新宿三丁目）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　１０，０００円
　　　　（一般料金　１３，０００円）

会場：明治座（人形町・浜町）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

１０／１（土）１４：００

「何が嘘で何が本当なのか？」猿飛佐助たち十勇士が大暴れする大迫力の
アクション時代劇！公演と同時期に映画公開と出版化というメデォアミッ
クスが実現する中村勘九郎主演「真田十勇士」。篠田麻里子　浅野ゆう子
加藤和樹　加藤雅也ら豪華キャストが集結！

❶１０／１５（土）１９：００　❷１０／１６（日）１４：００

❶１０／２２（土）１６：００　❷１０／２３（日）１２：００

S 席指定 ９，８００円
　　　（一般料金　１２，５００円）

会場：新国立劇場
　　　中劇場（初台）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

２７万部を突破するベストセラーとなった恋愛小説 [わりなき恋」
を著者・岸惠子みずからが舞台化したった一人で演じます！

一、新版　女の花道
二、オンステージ　艶歌の花道

スペクタクル時代劇

岸惠子　一人芝居

本場少林寺の僧侶１９名による大迫力のアクロバット

トニー賞 ®（ミュージカル部門）13 部門ノミネート。最優秀作品賞・最優秀オ
リジナル楽曲賞ほか 6 部門受賞の大ヒットミュージカル！
ライフスタイルも個性もまったく異なる二人、チャーリー＆ローラーの成長と
友情の物語！

❶１０／１０（月・祝）１２：３０　❷１０／１３（木）１８：３０
❸１０／２２（土）１７：３０　　　❹１０／２４（月）１３：００

男性三人に書かれた芝居を　なんと超個性派・実力者の三人の女性が演じる！　
小林聡美、片桐はいり、藤田桃子・・・最強の顔合わせで贈るフィジカル・シアター！

Ｋｉｎｋｙ　Ｂｏｏｔｓ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｏｕｒｉｎｇ　
Ｃｏｍｐａｎｙ．Ｐｈｏｔｏ：ｍａｔｔｈｅｗ　Ｍｕｒｐｈｙ．

撮影：山崎泰治

世界で唯一認定される本場少林寺の鍛え抜かれた
武僧１９名による一糸乱れぬ群舞と迫力のアクロ
バット、華麗な舞台演出、弦楽・パーカッションのアンサンブルによる躍動
感あふれるライブ演奏をお贈りします。
演出・振付　シディ・ラルビ・シェルカウイ

会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

大衆演劇界で絶大な人気を誇る三大若手座長共演による妖艶な女形・相
舞踊の熱いステージ！
１部　お芝居「雪之丞変化」
２部　男形・女形早変わり舞踊・歌謡ショー

出演：竜小太郎、大川良太郎、門戸竜二　他　特別ゲスト　堤大二郎

❶１０／２２（土）１７：３０
❷１０／２３（日）１４：００
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スパリゾートハワイアンズ入場券（前期分）が販売中です。　

申込方法 ● 電話受付、窓口販売もしくはハガキ／ 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（自宅もしくは勤務先）を記入のうえお申込みください。

販売枚数 一会員６枚まで（前期分として）

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２８年９月３０日（金）まで

そ の 他
●チケット発送後のキャンセル・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。
　（利用ガイド２０１６　P ２０参照）

スパリゾートハワイアンズ入場券販売中 ホームページ☎

東レ パン パシフィック　オープンテニストーナメント ホームページ

今年で３３回目を数える東レ パン パシフィック　オープンテニス。
世界女子テニスの頂点を極める戦いを堪能できます。
アグニエシュカ・ラドワンスカをはじめカルナ・スアレスナバロ、
アナ・イバノビッチの参戦が決定！
ぜひ、熱い女性の戦いを有明でご覧になってください。
　※本戦に出場する選手は、予選を勝ち抜いた選手のみです。

 申込み方法
●ハガキ / ＦＡＸ / ホームページにてお申し込みください。必要事項：イベント名「東レ パン・
　パシフィックテニス」・会員番号・会員氏名・送付先（自宅または事業所）・電話番号・申込枚数
●申込み枚数は、一会員同日２枚までです。
　※それぞれの席数には限りがあり、多数の場合は抽選となります。
●〆切後の変更・キャンセルはできませんのでご了承ください。
●必ず、公式サイトをご確認ください。

会 場 有明コロシアム & 有明テニスの森公園コート

申 込 締 切 平成２８年８月２５日（木）午後５時必着

試 合 日 試合開始 試合予定 　SS 席後方

９／２２（木・祝） ●１２：００ シングルス２回戦
ダブルス準々決勝

　　　　    ５, ０００円
　　（一般価格 　７，０００円）　　

９／２４（土） ●１２：００ シングルス準決勝
ダブルス決勝

　　　　    ８, ０００円
　　（一般価格 １０，０００円）　　

９／２５（日） ●１２：００ 　シングルス決勝
（及びエキシビション）　

　　　　    ８, ０００円
　　（一般価格 １０，０００円）　　

“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」


