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１0月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,926
12,478

２０１6 年

１1月号
あっせん初詣バスツアー お申込みは　ハガキ /FAX で下記旅行社に

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 ※１1月の土曜営業は、26日（９：００～１６：００）です。

成田山新勝寺初詣といちご狩り２０１７年 新 春 
開山以来千年の時を超えて、人々を惹きつける成田山新勝寺。
成田山のお不動様と親しまれています。厄難除災の神様に初

詣のあとは、春の香り満載のいち
ご狩りや、はちみつ工房へご案内
します。
食事は、米屋観光センターでお正
月限定の招福膳をご賞味ください。

◇旅行企画・実施　㈱タビックスジャパンさいたま支店（観光庁長官登録旅行業第 197号　総合旅行取扱管理者　古川　浩司）

日　 程  平成２９年１月２１日（土）   平成２９年１月２２日（日）   募   集　 ・ とも４０名程度 
＊雨天決行（最少催行　３５名）

発 着 出発：足立区役所 午前７時３０分　帰着：足立区役所　午後６時３０分頃　※交通事情により到着時間が変わります。

コ ー ス 足立区役所前→東関東道→成田山新勝寺（自由参拝）→食事（招福膳）→君津ＩＣ→いちご狩り→はちみつ工房（見学）
→四季の蔵（買物）→君津ＩＣ→アクアライン→足立区役所→北千住（日光街道）　※食事条件（朝×昼○夜×）

旅行代金 ●２～３歳のお子さんは、いちご狩り料金（８５０円）がかかります。（昼食、バス席なし）
　昼食やバス席のご希望がある場合は、別途料金になります。旅行会社へお問合せ下さい。
○家族は、会員の配偶者・子・実父母です。（家族登録のある方）
○キャンセル料は、基本料金８,１００円をもとに旅行会社の基準で算定されます。

申込方法

●締切　１１月２５日（金）午後６時必着　
●㈱タビックスジャパンさいたま支店　　「足立ゆう初詣バスツアー」　担当 鈴木
●ハガキ　〒３３０−０８４６　　さいたま市大宮区大門町３ー４２ー５　
●ＦＡＸ　０４８ー６４４ー８７０７
※申込み多数の場合は抽選になります。　（結果及び詳しい旅行条件の通知発送１２月２０日予定）
●ＦＡＸ・ハガキに下記①～⑥を全て明記してください。
　①旅行名「ゆう初詣バスツアー」　　②希望の日程（第一・第二希望日 )　　③会員番号と氏名　
　④住所　　⑤日中連絡のつく電話番号　　⑥すべての参加者氏名と年齢と続柄（会員・家族・関係者）

お問合せ ☎０４８ー６４４ー８２２９　午前９時～午後５時４５分　担当 鈴木（電話での申込はできません）

そ の 他

●�当ツアーは、㈱タビックスジャパンさいたま支店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ご参加ください。当ツアーは、一般区民の参加があります。
●当ツアーの旅行条件の基準日は、１１月１０日現在のものになります。お申込み後、後日改めて旅行会社より旅行条件
　書を送付いたしますのでご一読をお願い申し上げます。
●添乗員は旅行会社の社員が同行し、 の職員は同行しません。
●最少催行人員（３５人）に満たない場合は、中止となり、旅行会社から連絡があります。

会員 家族 関係者

大人（４歳以上） ６，１００円 ７，１００円 ８，１００円

※料金はすでに補助金が差引かれています。

写真はイメージです



小海リエックス・スキーバレー	 長野県南佐久郡小海町　　　☎０２６７－９３－２５３７
	 利用期間　１２月８日（木）～平成２９年４月２日（日）予定
共通リフト１日券 １，６６０円（一般料金　４, ０００円）　※大人　小人　共通

アクセス 	 　ＪＲ小海線「小海駅」下車　タクシー２０分　町営バス３０分
	 　中部横断自動車道　佐久南ＩＣより３５分　　　　中央道長坂ＩＣ　５０分

イベント名 スキーリフト前売券 枚　　 数 一会員　１スキー場につき５枚まで

販 売 期 間
●１２月９日（金）午後５時必着　　

※舞子スノーリゾート、シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳および
　小海リエックス・スキーバレーは、１２／２（金）午後５時必着
※「シーズン券」は、１２／１９からの販売予定となります（１２月号でご案内）

申 込 方 法
●ゆう窓口～その場でご購入
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
　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ＨＰ等で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や変更また再発行はいたしません。
●施設によって、小学生の場合、シーズン券の方が安価になる事があります。
●シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳と小海リエックス・スキーバレーは、共通券のため、２スキー場で５枚までの申し込みとなります。

2016スキーリフト「前売券」の販売開始

猪苗代スキー場	 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００（総合案内）
	 利用期間　１２月１７日（土）～平成２９年３月２６日（日）予定

リフト１日券
大人券（中学生以上）	２，５００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㎞

湯沢中里スキー場	 新潟県南魚沼郡湯沢町　　☎０２５－７８７－３３０１（総合案内）
	 利用期間　１２月１７日（土）～平成２９年３月２１日（火）予定

リフト１日券
大人券（中学生以上）	 ２，１００円	（一般料金　４，２００円）　
小人券（小学生）	 １，０００円	（一般料金　２，２００円）　

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
　　　　関越道越後湯沢ＩＣより１０分

ムイカスノーリゾート	 新潟県南魚沼市小栗山　　☎０２５－７７３－３３１１（総合案内）
	 利用期間　１２月１６日（金）～平成２９年４月２日（日）予定
リフト１日券 １，８００円（一般料金３，９００円）※大人　小人　共通

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

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　　　☎０２６７－９１－１００１
利用期間　１２月１５日（木）～平成２９年３月２６日（日）予定

共通リフト１日券 １，６６０円（一般料金　４, ０００円）　※大人　小人　共通

アクセス 	 　ＪＲ小海線「野辺山駅」下車　タクシー５分
	 　中央道長坂ＩＣより２５分　　　　　中央道須玉・小淵沢ＩＣ　３５分

舞子スノーリゾート	 新潟県南魚沼市舞子　　　　☎０２５－７８３－４１００（総合案内）
	 利用期間　１２月１０日（土）～平成２９年４月２日（日）予定
１ｄａｙパス ２，３００円（一般料金４，７００円）　※大人　中高生　シニア　共通

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
　　　　関越道越後湯沢ＩＣより１０分

ホームページゆう
窓口

※シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳と共通券です

（旧六日町スキーリゾート）

※小海リエックス・スキーバレーと共通券です

〔 中 央×ミネロ〕
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I n f o r m a t i o n
 ●１２月の土曜営業は、１２月１７日となります。
 ●「映画前売券利用補助券」ご利用店舗について

映画鑑賞券「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」を発売！
ＴＯＨＯシネマズ各館で利用できる大変便利な映画鑑賞用の「パスポートチケット」を発売いたします。
会員・ご家族様で利用できるチケットです。どうぞご利用ください。

申込方法
申込期限

●一会員５枚まで
●申込期限　平成２８年	１１月２５日（金）午後５時必着
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより事業名「ＴＯＨＯシネマーズパスポートチケット」・会員番号・
　会員氏名・枚数・郵送先（自宅か勤務先）記入の上お申込みください
●	応募枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知は致しません。
●	抽選結果は１１／３０以降にホームページをご覧いただくか へお問い合わせください。
●	当選された方には、払込票とチケットを郵送いたします。
●	申し込み締め切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

販売価格 １	枚　１，１００円（会員特別価格）

募集枚数 １，０００枚（申し込み多数の場合は抽選となります。）

有効期限 平成２８年	１２月１日から平成２９年５月末日まで　

料金支払い １１月２９日（火）頃にチケットと一緒に送付する払込票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

そ の 他

●チケット１枚につき、一人一作品の鑑賞ができます。
●各種割引と併用はできません。
●特別興行作品など一部ご利用できないものがあります。
●大人、小人共通利用です。
●施設によって休業日が違いますので、ご確認のうえご利用ください。
●現金との交換、返金および再発行はできません。

ホームページ

２０１６年１１月３０日（水）をもちまして『ぴあステーション東京国際フォーラム・チケット
センター』は、営業を終了します。今後は他の店舗をご利用ください。

国立演芸場入場券　販売中 ホームページゆう
窓口

～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 ゆう窓口／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２９年３月中席期間まで



全国から選抜した「祭り」を、スタンド席から観覧できるライブ
スペースにて披露します。＊開催日によって内容が異なります。
（予定）弘前ねぷた祭、青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり他

小規模な祭り・伝統芸能、観光PR、ミニコンサートなど
多彩なステージイベントを展開します。

○「にぎわい市」　
　日本の “美味しい ”が約３００ブース出店。
○「第８回全国ご当地どんぶり選手権」
　予選会を勝ち上がったどんぶりが一堂に集結し、
　お客様の投票で「No.1 ご当地どんぶり」が決定！

4

ふるさとの元気と活気が東京ドームに大集合 !!

開催日時

平成２９年１月７日（土）～１月１５日（日）　　
開催時間　１／７～１／９			（午前1０時～午後９時）
　　　　　１／１０　　　		（午前1０時～午後７時）
　　　　　１／１１～１４日（午前1０時～午後９時）
　　　　　最終日１／１５		（午前1０時～午後６時）

会　　場 東京ドーム　

料　　金 大　人（中学生以上）　８００円（当日券　１，６００円）　
　※小学生以下のお子様は、大人１名の付添につき４名まで無料

申込方法
●ゆう窓口	 平成２９年１月６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 １２月２６日（月）午後５時必着
※一会員４枚まで			完売をもって販売終了

ふるさと祭り東京２０１７
～日本のまつり・故郷の味～

ホームページ

◆「お祭りひろば」…

◆「ふるさとステージ」…

◆ふるさとの味…

祭り

　

市

※入場は閉場

　の 30分前

　まで

《笹かまぼこ》
新鮮な魚介類から作りだされる本物の味を宮城県女川からお届けします。

商品内容

笹かまぼこ詰め合わせ
（Ａ）	笹かまぼこ：１１枚
　　（吉次３枚・石持４枚・チーズ笹かまぼこ４枚）
（Ｂ）	笹かまぼこ：１１枚
　　（吉次３枚・石持４枚・チーズ笹かまぼこ４枚）
	 あげかま　：１０枚
　　（たかまさあげ・五目各３枚・その他４枚）
㊟賞味期限：笹かまぼこ・あげかま、共に出荷日＋６日まで　※クール便にて配達します

料　　 金 （Ａ）１，９００円　（一般料金	２, ５７６円）（Ｂ）２，７００円　（一般料金	３, ８２０円）　※（Ａ）（Ｂ）とも送料・税込

申込口数 （Ａ）（Ｂ）合わせて一会員２口まで 締 切 １１月３０日（水）午後５時必着

商品発送 １２月２６日（月）～２８日（水）の発送となります。※左記日程でお受け取りができる方のみ申込をお願いします。

支 払 い １２月２日（金）頃に送付する払込票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

《お届先》ハガキ/FAX/ ホームページの通信欄に下記事項を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）と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・連絡先電話番号」をお書きください

味の宅配便 ホームページ

（Ａ） （B）

ゆう
窓口
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利用期限 平成２９年３月３１日（金）まで 販売枚数 一会員　後期分５枚まで（無くなり次第販売終了）

申込方法
●ゆう窓口～直接購入
●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ～チケット名・会員番号・氏名・枚数・
　送付先（自宅or 勤務先）・連絡先を記入のうえ、お申込みください。

料　　金
１枚　１，５００円	（一般料金	２，６３４円）※以下の料金は現地でお支払い下さい。
●土・日曜日、祝日、特定日の利用は休日割増料３２４円
●深夜割増料１,９４４円　●ヒーリング	バーデ専用ウェア・タオルセットレンタル料８６４円

そ の 他

●お問合せ　スパ	ラクーア（東京ドームシティ	ラクーアビル	フロント６F）☎０３－３８１７－４１７３
●営業時間	…	午前１１時～翌日の午前９時　●特定日	…	１２／２９、１２／３０、１／３
●休館日	…	１１／７、１１／８　●深夜割増料	…	深夜１時～午前６時まで在館
●１８歳未満のご利用は、保護者（小学生は要同性の保護者）同伴で午後６時までです	
　（入館は午後３時まで）。小学生未満の入館は出来ません。
●ヒーリング	バーデ	…	ウェア着用の低温サウナで１８歳から利用できます。
●得１０チケットでも利用できます。（入館７ポイント　休日割増１ポイント、ヒーリング	バーデ２ポイント利用）
●申込み後の変更・キャンセルは出来ません。

スパ ラクーア入館券（後期分）販売中！
ホームページ

東京ドーム天然温泉 ゆう
窓口

利用期間 平成２９年３月３１日（金）まで

申込方法
●ゆう窓口～直接購入
●電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ～チケット名・会員番号・氏名・枚数
　送付先（自宅or 勤務先）・連絡先を記入のうえお申込みください。

販売枚数 一会員　後期分　６枚まで
料 金 １枚７００円（一般料金　３，２４０円　税込）　※３歳未満は無料です。

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。
●	ホテル宿泊をする方は、直接予約センターへお申込みください。（利用ガイド２０１６　Ｐ２０参照）

スパリゾートハワイアンズ入場券（後期分）販売中！ ホームページゆう
窓口☎

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

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　３２０, ０００
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ホテル椿山荘東京 

「2016年イヤーエンドブッフェ」
文京区関口２－１０－８　交通：東京メトロ有楽町線「江戸川橋」１ａ出口徒歩約１０分

ホテル椿山荘東京の「２０１６年イヤーエンドブッフェ」を開催します。ご家族で
お楽しみください。

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２８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２８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２８年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

開催期間 平成２８年１２月１日（木）～１２月２８日（水）

時　　間
●	受付１８：３０～
●	お食事　１９：００～２１：００（１２０分制）

予 約 先 ０３－３９４３－１１４０
（９：００～２０：００）

利用料金

●大　人	 ７，５００円（通常料金　９，０００円）
●小学生	 ３，２００円（通常料金　４，５００円）

●幼　児		１，７００円（通常料金　３，０００円）（３歳以上）
　金額は、消費税・サービス料が含まれます。

内　　容
和洋ブッフェ（食べ放題）
フリードリンク（ビール、赤・白ワイン、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク）

そ の 他
●日によって開催時間が異なる場合がございます。
●仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます。
●最少催行人数に満たない場合は、開催を取りやめる場合がございます。

１会員６枚まで

食事チケットの申し込み方法（１会員各施設ごと６枚まで）

① レストランへ
予約

▼

② 予約後
へ申し込み
▼

③ から食事
チケットを送付

▼

④ 当日チケットを
提出し食事を楽しむ

「足立区勤労福祉サービスセンター 」の会員と告げて、日程やコースを
予約してください。

食事チケットを郵送します。お申し込みから１週間ほどかかります。日程
にゆとりのない方は、 窓口受取をお願いします。

レストランで、予約名を告げ食事チケットを提出のうえ、食事をお楽しみください。
※食事チケットの提出がない場合は、通常料金になりますのでご注意ください。

専用ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから、必要事項を記入し へ申し込
んでください。
◆	必要事項　会員番号、氏名、レストラン名、利用日、コース名、利用枚数、
区分（大人・小人等）、送付先（自宅or 勤務先）、日中連絡のつく電話番号

ホームページ
ゆう
窓口
受取
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開催日時

平成２９年２月４日（土）～平成２９年５月２１日（日）
　●午前１０時～午後６時　※入館は閉館の３０分前まで
　　（祝日を除く金曜日、会期最終週平日、第二水曜日は午後８時まで）
　●休館日　月曜日（ただし、３／２０・５／１・５／１５は開館）

会　　場 三菱一号館美術館　（東京・二重橋前）

斡旋料金 一　般　　　　　１,1 ００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。

申込方法
●	ゆう窓口		 平成２９年２月３日（金）まで
●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 平成２９年２月３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）

１９世紀末、ゴーガンの芸術や日本の浮世絵から影響を受け、パリで結成された前衛的な若手芸術家集団ナ
ビ派。ボナール、ヴュイヤール、ドニ、ヴァロットンらを中心に、自らを「ナビ（預言者）」と呼び、静か
ながら革新的な活動を繰り広げてきました。本展は、パリ、オルセー美術館の監修により、こんにち国際的
に評価が高まるナビ派芸術を日本で初めて本格的に紹介するものです。

春日大社は、ユネスコの世界遺産に登録されている「古都奈良の文化財」に含まれ、平成 28 年は 20 年に一度行
われる「式年造替」（社殿の建て替えや修繕）が第 60 回目を迎えます。この大きな節目に、春日大社に伝来する
貴重な古神宝の数々とともに、神々への祈りが込められた選りすぐりの名品をかつてない規模で展覧します。

オルセーのナビ展：美の預言者たち−ささやきとざわめき

特別展「春日大社　千年の至宝」

ホームページ

ホームページ

ゆう
窓口

ゆう
窓口

開催日時

●平成２９年１月１７日（火）～３月１２日（日）
　※会期中に展示替えがあります。
●午前９時３０分～午後５時　(入館は閉館の３０分前まで )
●休館日…毎週月曜日

会　　場 東京国立博物館　平成館　（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、一般のみ取扱いとなります。
※中学生以下は無料　※障がい者とその介護者１名は無料
　(入館の際に障がい者手帳などをご提示ください )

申 込
販売方法

●	ゆう窓口		 ３月１０日（金）まで
●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 ３月　３日（金）午後５時必着　　
●	一会員５枚まで	 ㊟　前売のみ販売。完売をもって販売終了

春日大社中門　春日大社／撮影：桑原英文

＊割引引換券ゆう窓口に置いてあります（一般１,０００円→９００円・大学生７００円→６００円・高校生４００円→３００円）＊
『平安の秘仏』ー ( 滋賀 ) 櫟野寺の大観音とみほとけたちー　開催：東京国立博物館・本館特別５室にて９／１３（火）～１２／１１（日）

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

改組　新
第３回　日展

１０／２８（金）～
１２／　４（日）

窓口　～１２／２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２５まで From ９月号

クラーナハ展 １０／１５（土）～
平成２９年１／１５（日）

窓口　～平成２９年１／１３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～平成２９年１／６まで From ９月号

ピエール・
アレシンスキー展

１０／１９（水）～
１２／　８（木）

窓口　～１２／２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２５まで From ９月号

戦国時代展
A Century of Dreams

１１／２３（水・祝）～
平成２９年１／２９（日）

窓口　～平成２９年１／２８まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～平成２９年１／２０まで From １０月号

マリー・
アントワネット展

１０／２５（火）～
平成２９年２／２６（日）

窓口　～平成２９年２／２５まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～平成２９年２／１７まで From １０月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆ ホームページゆう
窓口

ピエール・ボナール《格子柄のブラウス》1892 年油彩／カンヴァス61×33cm
©RMN-Grand Palais(musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF
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観劇・コンサート

『アラジン』

ナイスガイ ｉｎ ニューヨーク

シブヤから遠く離れて
国立劇場開場50周年記念　歌舞伎公演

通し狂言「仮名手本忠臣蔵」
三ヶ月連続完全通し上演　第三部　八段目～十一段目、花水橋引揚げ

◆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 １１月２５日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１２月下旬までにチケットと振込用紙を簡易書留にて送ります。

落選通知はいたしません。（当落のお問い合わせは１２／１５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」Ｐ３４をご覧ください。

１２／２４（土）１３：００

S席指定	１０，５００円	

　　　　		（一般料金	１３，０００円）

会場：赤坂ＡＣＴシアター（赤坂）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

Ｂ席指定	８，０００円
　　　		（一般料金	８，０００円）　※定価での販売となります

会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：❶３０枚（一会員２枚まで）❷１０枚（一会員２枚まで）

１等Ａ席指定	８，０００円
　　　	　（一般料金	１０，０００円）
会場：国立劇場
　　　大劇場（半蔵門）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

S席指定	８，０００円
　　　（一般料金	１０，０００円）
会場：Bunkamura
　　			シタターコクーン（渋谷）
枚数：各回６枚（一会員２枚まで）

全席指定	９，２００円
　（一般料金　１１，５００円）
会場：シアタークリエ（日比谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

❶１／２１（土）１２：３０　❷１／２６（木）１８：３０

❶１２／１７（土）１２：００　❷１／８（日）１２：００

❶１２／２３（金・祝）１１：００　❷１２／２５（日）１１：００❶１２／１０（土）１８：３０　❷１２／２０（火）１８：３０

１／９（月・祝）１３：００

S席大　人	 ９，０００円
　　　　　　　（一般料金	１１，０００円）

S席子ども	 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）

あのロミオ&ジュリエットが新キャスト・新バージョンで
4 年ぶりに上演決定！出演：古川雄大 /大野拓朗
（Ｗキャスト）、生田絵梨花（乃木坂46）/ 木下晴香
( Ｗキャスト）、大貫勇輔 / 宮尾俊太郎（Ｋバレエ	カンパニー）	（Ｗキャスト）ほか
【1/21　大野拓朗　１/26　古川雄太　両日共　生田絵梨花　宮尾俊太郎】

舞台と客席がひとつになった時、宇宙からの手紙が届く。
作・構成・演出・ジャニー喜多川
１２月出演 ： 玉森裕太・藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2) 
　１月出演 ： 戸塚祥太・塚田僚一（Ａ . Ｂ . Ｃ - Ｚ）
１２月・1 月共通出演 ： 佐藤勝利（Sexy Zone），内　博貴　ほか

通し上演を締め括る 12月【第三部】は、討入りを陰から支えた人物たちのド
ラマと、浪士の悲願達成となる討入りを上演します。
討入り事件が起きた12月に上演する『忠臣蔵』の決定版を、どうぞお見逃しなく。

出演：松本幸四郎　中村梅玉　ほか

廃墟になった家に思いを残す青年と、蝕まれはじめたわが身をもて
あます女の、現前化しない「愛」の物語。蜷川幸雄に書き下ろした
伝説の戯曲を岩松了自身の演出で上演決定！！

出演：村上虹郎　小泉今日子　鈴木勝大　南乃彩希　岩松　了　豊原功補　橋本じゅん　ほか

＊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。

プレイボーイの兄とマジメな弟が巻き起こす大騒動！！
出演：井上芳雄　間宮祥太郎　石野真子　高橋克実　ほか

ホームページ

ｐｈｏｔｏ	ｂｙ	Ｌｅｓｌｉｅ	Ｋｅｅ

© 松竹株式会社　撮影・渡辺文雄　© 松竹株式会社撮影：細野晋司

＊未就学児は入場不可

＊未就学児は入場不可

＊未就学児は入場不可

＊日程により出演者及び取扱枚数が異なります。

劇団四季ミュージカル
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❶1/3（火）13：00　❷1/5（木）18：30　❸1/8（日）14：00

S席指定　１１，０００円
　　　			　（一般料金　１５，０００円）
❶新春特別バレエ（名作古典バレエ3演目「パキータ」「白鳥の湖」
「眠りの森の美女」の名場面）❷「眠りの森の美女」❸「白鳥の湖」

会場：❶❸東京国際フォーラムホールＡ(有楽町）
　　　			❷東京文化会館大ホール（上野）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

正統派ロシア古典バレエの流れを受け継ぐ名門バレエ団。伝説の舞踏家ニジンスキー
をはじめ数々のスターを輩出したウクライナより、綺羅星のごときダンサーが来日！！

Ｔｈｅレビュー「カーテンコールをもう一度！」

１／１（元日）１６：００

１２／２０（火）１８：３０

１２／２３（金・祝）１７：００

１２／16（金）１８：００ １／７（土）１３：００

１／２（月・振）１６：００

１／７（土）１６：３０

全席指定	３，０００円
　  （一般料金　３，９００円）

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールＡ（有楽町）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

S席指定	５，４００円
　　　（一般料金　６，８００円）
会場：すみだトリフォニーホール
　　　(錦糸町）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

S席指定	６，３００円
　   （一般料金　７，８００円）
会場：すみだトリフォニーホール (錦糸町）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定	５，６００円
　　（一般料金　７，０００円）
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）

全席指定	８，０００円
　 （一般料金　１０，０００円）
会場：天王洲銀河劇場
　　　（天王洲アイル）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定	５，２００円
　（一般料金　６，５００円）

会場：日本武道館（九段下）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定	４，０００円
　  （一般料金　５，０００円）
会場：有楽町朝日ホール（有楽町）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

来るべき“2020 年”が近づく中、日本から世界へ・・・。日本文化の誇りを胸に、伝統と革新の
狭間に楔（クサビ）を打つ。創造的なセッションで、“新たな日本様式”を発信する！
出演：上妻宏光〈三味線プレイヤー〉 ＤＡＺＺＬＥ〈ダンスカンパニー 〉田中傳次郎〈歌舞伎囃子方〉 
林　英哲〈太鼓奏者〉 由紀さおり〈歌手〉　ほか

今年も本場ニューヨークからやってくる！映画「天使にラブ・ソングを・・・」の大ヒッ
ト曲から、誰もが楽しめるクリスマス・ソングまで！全米トップ・ゴスペル・グループと
エキサイティングなクリスマスを！
予定曲：アイ・ウィル・フォロー・ヒム /ジョイフル・ショイフル /きよしこの夜 /アメ
イジング・グレイス /ホワイトクリスマス　他

今年は、ゲストにポップオペラの貴公子・藤澤ノリマサさんを迎え、スカイ
ツリーを仰ぐクラシックホールにて、あなたの心が「キュン」となる聖夜の
物語をお届けします。千住明指揮による新日本フィルのスケール感あふれる
サウンドと辛島美登里の歌声を、ぜひご堪能ください！

「ポップス」と「オペラ」を融合した「ポップオペラ」を提唱するヴォーカリス
ト藤澤ノリマサのクリスマスコンサートの開催が今年も決定。2015年にも開
催され、大好評を得たクリスマスコンサート。終演直後から次回開催を持ち望
む声の多かったこともあり、音楽ファンにとっては見逃せないライブステージ！

誰もが観ているうちにエネルギーをもらい、劇場から出るときにはスキップしたくなるーそんな希望と夢とパ
ワーを詰め込んだステージをお届けいたします。第1部はミュージカル仕立てでお送りするヒューマンドラマ、
第2部は生バンドで奏でるレビューショー。想い出のあの曲で、ノスタルジックに、ロマンティックに・・・。

出演：金井克子　前田美波里　中尾ミエ　尾藤イサオ　ほか

30 周年の集大成！！日本武道館公演決定！！

今年もやります！初笑いは文枝の落語！！

＊1ドリンク付　＊未就学児は入場不可

＊未就学児は入場不可　＊日程により演目・会場が違います。

＊未就学児は入場不可

＊4歳以上チケット必要。
（4歳未満でも座席を使用する場合はチケット必要）

＊4歳以上有料		＊4 歳未満入場不可
＊未就学児は入場不可
＊「公演オリジナルグラス+スペシャルワイン」のお土産付。未成年者にはソフトドリンクをご用意。

＊4歳以上有料　

＊お土産付

＊未就学児は入場不可

ＣＯＮＣＥＲＴ 2016～Ｘｍａｓ ｗｉｔｈ ｙｏｕ～Ｖｏｌ.2

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｃｏｎｃｅｒｔ　冬の絵本2016－聖夜の恋－

東京国際フォーラム開館20周年記念事業「Ｊ-ＣＵＬＴＵＲＥ　ＦＥＳＴ/にっぽん・和心・初詣」

−伝統と革新−　“頂　ITADAKI” 〜タラス・シェフチェンコ記念 ウクライナ国立バレエ〜

悠久の古都キエフで育まれた美と伝統

 『ひとりのビッグショー』ＩＮ 武道館 SPECIAL
30ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

藤澤ノリマサ

辛島美登里

上妻宏光　日本流伝心祭　クサビ-楔-其ノ五 キエフ・バレエ

国民の叔母・清水ミチコ

新春特撰落語会
桂　文枝クリスマス☆ゴスペル2016

グローリー・ゴスペル・シンガーズ
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《広告》はせがわ

《広告》孝行舎

足立区内公衆浴場回数券販売中

足立公衆浴場組合に加入している公衆浴場の回数券を割安で販売しています。

１１枚つづり４, ０００円（通常価格　５, ０６０円）
一会員年度内　６冊まで
※現在販売中の回数券の使用期限は、平成２９年６月末日です。
※ゆう窓口以外のご注文は、代金引換郵便での送付となり、
　手数料がかかります。（利用ガイド「ゆう」2016	P5 をご覧ください。）

熱いお湯が恋しい季節になりました。

☎ ホームページゆう
窓口


