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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

4,910
12,452

２０１６年

１２月号

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
【ホームページ申込】　http://www.yuu.or.jp ※12 月の土曜営業は、１７日（９：００～１６：００）です。

利用期間 平成２９年３月３１日まで

申 込 先
●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（無くなり次第終了）
料 金 １枚７００円（一般料金　３, ２４０円　税込）※３歳以上から有料（幼児通常料金：１，４５０円税込）

そ の 他
●チケットは、随時発送いたします。
●申込後のキャンセル・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　P ２０参照）

日 月 火 水 木 金 土

１２／１１ 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

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１７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（水）
まで、年始は１月４日（水）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。

 ●サービスセンターゆう　年末年始の営業カレンダー

☎
冬こそスパリゾートハワイアンズ！

東京ドーム６個分の敷地に
５つのテーマパーク、
３つのスライダー。

あったかハワイアンズを
おたのしみください。

ホームページゆう
窓口
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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 ２９年１月１日から３月２１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（日・祝）から３月２１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（3/21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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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、セントラル西新井７００円・ゴールドジム北千住東京８００円）

販売枚数 一施設　一会員　５枚まで（年度内）

施 設 名

● 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

施設の詳細は「 利用ガイド２０１６」をご覧ください。

残数僅少

ゆう
窓口

I n f o r m a t i o n ①
 ●アマゾンギフト券の窓口受取はお済みですか？

「From １０号」でご案内のアマゾンギフト券をお申し込みの上、当選され、窓口受取をご選択され
た方々の期日が、１２月２２日（木）までとなっております。期日までにお越しになられないと、当選が無
効になってしまいますので、お早目にお越しください。
なお、抽選結果は、ホームページ又はお電話にてご確認ください。

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

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

●本誌原稿提出日の都合上、さらに完売するチケットもあります。ご了承ください。
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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２９年１月１日（日）　～　１月３日（火）　
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 ①１１：３０～１３：００　②１３：３０～１５：００　③１５：３０～１７：００　④１７：３０～１９：３０

料　　 金
大　人　４，６００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。
● ホテル椿山荘東京「２０１６イヤーエンドブッフェ」

～平成２８年１２月２８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
●ゆう窓口：１２月１９日（月）～平成２９年３月１７日（金）
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：１２月１９日（月）
　　　　　　　　　　　　　　～平成２９年３月１０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・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。

2016〜スキーリフトシーズン券の販売開始12/19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） 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（要予約）
　　　　ＪＲ東北新幹線・東北本線「郡山駅」より要予約のシャトルバス有（前日午後４時までに猪苗代スキー場へ予約）

 　磐越道猪苗代磐梯高原ＩＣより約８㎞

ホームページ

ムイカスノーリゾート 新潟県南魚沼市小栗山　　☎０２５－７７３－３３１１
（旧六日町スキーリゾート） 利用期間　１２月１６日（金）～平成２８年４月２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

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） ２，９００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

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１０日（土）～平成２９年４月２日（日）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

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２３日（金・祝）～平成２９年３月２０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㎞

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。

ゆう
窓口
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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２９年５月７日（日）予定

リフト１日券
＋

食事券

●スキーパック特別割引（リフト１日券（ゴンドラ利用可）＋食事券（１, ２００円分）付き）
大人（１８歳以上） ４，９００円（一般料金　６，１００円相当）
　　※中高生は学生証提示で学割料金あり。
小学生 ２，２００円（一般料金　３，４００円相当）
未就学児童はリフト乗車無料（保護者同伴）
●ゆう窓口に、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。
●３／２１から春シーズン料金となり、上記大人料金から更に６００円引きとなります。

アクセス
　　　　ＪＲ上毛高原駅または沼田駅より路線バス（鎌田乗換え）
　　　　関越道沼田ＩＣより国道１２０号を日光方面へ約５０分
　　　　（駐車場平日無料・場内駐車場は土日休日、特定日のみ有料　一般車￥１,０００～）

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
 割引有効期間　１２月２３日（金・祝）～平成２９年３月２６日（日）予定

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　町営バス３０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１０日（土）～平成２９年４月２日（日）予定

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１７日（土）～平成２９年４月２日（日）予定

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
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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

《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 2016 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。

公開講演会 ～子育てシリーズ～ “２月開催”
小さなお子さんを抱えているママさん、パパさん、
おじいちゃん、おばあちゃん！
子育てや孫育てについて、育児工学・保育学
・臨床心理学の分野から講演を聴いてみませんか！
詳細は放送大学東京足立学習センターのＨＰをご覧ください。
http://www.sc.ouj.ac.jp/center/adachi/

４月入学生募集中（入試不要）

入学相談会（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２９年１月１４日（土）　
平成２９年２月　４日（土）
平成２９年２月１２日（日）
平成２９年２月１４日（火）～３月１６日（木）
（※毎週月曜日、祝日及び�平成２９年３月４日（土）・３月５日（日）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２９年１月１１日（木）　
平成２９年２月２４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２９年２月２８日（火）まで
第２回募集　平成２９年３月２０日（月）まで
※郵送の場合は放送大学本部（千葉市）必着のこと

 ●としまえん「冬券」の有効期限について
I n f o r m a t i o n ②

現在発売中のとしまえん「冬券」の有効期限は２月末までとなっております。３月中のご利用はで
きませんので、チケットご購入の際はご注意ください。

《広告》シアター１０１０
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本展はフランス・ロマン主義の異才テオドール・シャセリオー（１８１９ー１８５６）の芸術を日本で初めて本格的に紹介するものです。
ルーヴル美術館所蔵品を中心に、絵画、水彩・素描、版画、写真や資料などによってシャセリオーの画業全体を紹介するとともに、師や仲間、
そしてこの画家から決定的な影響を受けたギュスターヴ・モローやピュヴィス・ド・シャヴァンヌらの作品もあわせて総数約１１０点
を展示し、ロマン主義から象徴主義への展開、そしてオリエンタリスムの系譜のなかでその芸術の意義を再考します。

水の都ヴェネツィアは、１５～１６世紀にかけ美術の黄金期を迎え、多くの優れた画家たちが輩出されました。なかでも
ティツィアーノは、自由な筆づかいと豊かな色彩を特徴とする独自の様式を確立し、その絵画はヴェネツィアのみならず、
ヨーロッパに広く影響を与えました。本展は、ヴェネツィア・ルネサンス初期、ティツィアーノの円熟期とヴェネツィア
派の画家たちの時代、ティツィアーノ以降の巨匠たちの時代という流れに沿って７０点近い絵画や版画を紹介します。

フィンランドを代表するデザインハウス、マリメッコは１９５１年、アルミ・ラティアによってヘルシンキで創
業され、６０年代には世界的なブランドへと成長していきました。マリメッコが生みだす布地の柄は、多くがフ
ィンランドの伝統的なモチーフや自然に着想を得つつ、大胆でカラフル・抽象的なデザインで、シンプルなカッ
ティングの服は高い人気を呼び、家庭用品やインテリアにまで幅広く製品展開されています。本展は、ファブリ
ックやヴィンテージドレス、デザイナー自筆のスケッチ等からマリメッコの６０年にわたる歴史をたどります。

シャセリオー展−１９世紀フランス・ロマン主義の異才

ティツィアーノとヴェネツィア派展

マリメッコ展−デザイン、ファブリック、ライフスタイル

ホームページ

ホームページ

ホームページ

開催日時

平成２９年２月２８日（火）～５月２８日（日）　
　午前９時３０分～午後５時３０分（金曜日は午後８時まで）
　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日…月曜日（ただし、３／２０、３／２７、５／１は開館）、３／２１（火）

会　　場 国立西洋美術館　（東京・上野公園）

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。
※中学生以下無料　※心身に障害のある方とその付添者 1 名は無料（障害者手帳を提示）

申込方法
● ゆう窓口  平成２９年２月２７日（月）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２９年２月２７日（月）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２９年１月２１日（土）～４月２日（日）

午前９時３０分～午後５時３０分（金曜日は午後８時まで）※入室は閉室の３０分前まで
●休室日　月曜日、３／２１（火）※ただし３／２０（月・祝）、２７日（月）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　　１，０００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
●２／１５（水）、３／１５（水）はシルバーデーにより、６５歳以上の方は無料。当日は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
● ゆう窓口  平成２９年２月２８日（火）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２９年２月２８日（火）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
１２月１７日（土）～平成２９年２月１２日（日）　会期中無休　＊１／１（日・祝）のみ休館
　●午前１０時～午後７時（入館は午後６時３０分まで）

　毎週金・土曜日は午後９時まで（入館は午後８時３０分まで）

会　　場 Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

料 金
一般（前売券）　８００円　（当日券　１，４００円）

※障害者手帳のご提示で割引料金あり、詳細は窓口でお尋ねください。

申込方法
● ゆう窓口  平成２９年２月１０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

テオドール・シャセリオー
《カバリュス嬢の肖像》 

1848 年頃 油彩・カンヴァス、
カンペール美術館

Collection du musée des beaux-arts de Quimper

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ《フローラ》 1515 年頃 油彩・カンヴァス、79×63cm
フィレンツェ、ウフィツィ美術館

©Gabinetto Fotografico del Museale Regionali della Toscana

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

クラーナハ展 ２９年１月１５日（日）まで
窓口 ～２９年１／１３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ ～１／６まで From ９月号

戦国時代展
A　Century of Dreams ２９年１月２９日（日）まで

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

春日大社
千年の至宝

２９年１月１７日（火）～
　　  ３月１２日（日）まで   

窓口 ～２９年３／１０まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ ～２９年３／３まで From １１月号

オルセー美術館所蔵
ナビ派の名品展

２９年２月４日（土）～
　　  ５月２１日（日）まで 

窓口 ～２９年２／３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ ～２９年２／３まで From １１月号

ふるさと祭り 2017 ２９年１月７日（土）～
　　  １月１５日（日）まで 

窓口 ～２９年１／５まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ ～１２／２６まで 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１６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キルト作家の育成を目指すとともに、キルトの優れた技法
や可能性を多くのキルターに伝えていきます。特別展示「珠玉のガーデンキルト」
や鷲沢玲子「オズの魔法使い」の特集企画ほか、絵本キルト「レオ・レオニ
の世界」等、今回も見どころ満載です。

今年は、特集企画「Lifestyle ～北欧 DESIGN ～」、「至高の饗宴～伊万里
鍋島焼×輪島塗～」、「美々しき器たち～ハンドメイドの世界～」のほか、
日本の器を訪ねて～会津 /美濃焼・土岐市 /瀬戸織部 /多治見 /常滑焼 /
有田焼 /波佐見焼 /沖縄県～など各地の器をご覧いただけます。
また、コンテストやステージイベント、展示販売コーナーも充実！

ホームページ

ホームページ

開催日時
平成２９年１月１９日（木）～１月２５日（水）　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

申込方法
●ゆう窓口  平成２９年１月１８日（水）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２９年１月１３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２９年１月２９日（日）～２月６日（月）　　
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

申込方法
●ゆう窓口  平成２９年１月２７日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２９年１月２０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

第１6 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２０１７
～暮らしを彩る器展～

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

●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なれません。

残 数 僅 少
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観劇・コンサート

全席指定　４，３００円 （一般料金　５，６００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）

◆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２２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１／１６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２０１６」Ｐ３４をご覧ください。

１／２８（土）１５：３０

１／２５（水）１９：００ ❶１／２１（土）１３：００　❷１／２２（日）１３：００

❶１／２７（金）１９：００　❷２／４（土）１９：００

全席指定 ８，５００円 

　　　（一般料金 １１，０００円）

会場：シアタークリエ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚（一会員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
　　　（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　８，０００円
　　　（一般料金 １０，０００円）

会場：Bunkamura シアターコクーン（渋谷）
枚数：１０枚
　　　（一会員２枚まで）

１／２８（土）１７：３０１／１５（日）１４：００

足立区で生まれ育った林家たけ平が、地元で初笑い公
演を開催します。笑う門には福来る！楽しいひと時を
お過ごしください。

Ｓ席指定　　８，５００円
　　　　 （一般料金 １０，８００円）
会場：新国立劇場
　　　中劇場（初台）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

全席指定 １，５００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：１０枚（一会員２枚まで）

演劇界最高峰トニー賞受賞コンビが贈るポップでロックな
シェイクスピアの世界 !
出演：柚希礼音 ジュリアン 橋本さとし マイコ 小野武彦 ほか

世界の“はじっこ”で生きる私たちの物語―。続いていく日常、消せな
い家族の過去、それでも・・・。人生は喜劇！演劇界内外から熱い注
目を集める赤堀雅秋、豪華キャストと共にコクーンに三度目の登場！！
出演：風間杜夫　大倉孝二　早乙女太一　広瀬アリス　青木さやか　鈴木砂羽　ほか

舞台は、ある大手テレビ局。報道番組の放送本番を前にした迷走を描く疾走感あふ
れる喜劇！今最もタイムリーな「さわるな危険！」「取扱注意！」の舞台にご期待下さい！
作・演出：永井 愛

出演：田中哲司　若村麻由美　木場勝己　ほか

ホームページ

奇跡は誰にでも一度はおきる　だが　おきたことには誰も気がつか
ない―　楳図かずおの名作が、フィリップ・ドゥクフレの演出・振
付でミュージカルに!日本の若き才能たちの化学反応に乞うご期待！
原作：楳図かずお『わたしは真悟』（小学館）
演出・振付：フィリップ・ドゥクフレ
出演：高畑充希　門脇　麦　小関裕太　大原櫻子　成　河　ほか　

＊未就学児は入場不可

＊未就学児は入場不可

花組公演

＊未就学児は入場不可

＊未就学児は入場不可

ⓒ 宝塚歌劇団

祝！真打昇進記念落語会

《新春》西新井寄席 林家たけ平独演会

宝塚舞踊詩『雪華抄 (せっかしょう）』
トラジェディ・アラベスク『金色（こんじき）の砂漠』

世　界 ミュージカル『わたしは真悟』

お気に召すまま

二兎社公演 41

ザ・空気
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１／２１（土）１５：００

１／２６（木）１８：００

❶１／２１（土）１２：００
❷１／２２（日）１２：００

❶２／２５（土）１３：００
❷３／２５（土）１３：００

❶２／１９（日）１７：００　❷２／２０（月）１９：００

❶２／４（土）１６：００
❷２／５（日）１１：００

１／３０（月）１８：００

１／２８（土）１７：３０

１等指定 ６，８００円　（一般料金　９，０００円）

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：２０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）

❶ＳＳ席指定 １０，５００円（一般料金　１５，０００円）

❷ＳＳ席指定 　９，８００円（一般料金　１４，０００円）

会場：東京ドーム（水道橋）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　９，５００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）

S 席指定　９，５００円
　　　（一般料金　１３，０００円）
会場：日生劇場（日比谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

S 席指定　６，８００円
　　（一般料金　８，５００円）
会場：Bunkamura オーチャードホール
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定　４，９００円　

　　（一般料金　７，５６０円）
会場：中野サンプラザ（中野）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

A 席指定　９，０００円
　　　 （一般料金　９，０００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：❶２０枚（一会員２枚まで）
　　　❷２０枚（一会員２枚まで）

美しき友情はやがて悲しき復讐へと変わる―メインキャスト全員が一人二役を
演じる韓国でロングラン大ヒットを記録したグランドミュージカル、待望の日本
初上陸！衝撃のストーリーに日本ミュージカル界最高のキャスト陣が挑む！
主演：柿澤勇人（ビクター / ジャック）加藤和樹（アンリ / 怪物）

　　　音月　桂　鈴木壮痲　相島一之　濱田めぐみ　ほか

本場アメリカからお届けする極上のエンターテイメント ! 全米にて
完売続出の人気公演が今年もやってくる！
予定曲：風と共に去りぬ　カサブランカ　グレンミラー物語
　　　　モダン・タイムス　シェルブールの雨傘　スーパーマン　
　　　　インディージョーンズ　ゴットファーザー　タイタニック
　　　　慕情　サンド・オブ・ミュージック　ほか

8 年ぶりの「斜め宙乗り」決定！
菊地家の忠臣・鳥山豊後之助が蜘蛛の妖術を操る謎の姫君と対決！客席を斜め
に横切る宙乗りや屋台崩しなどスペクタクルも随所に盛り込む華やかな初芝居
出演：尾上菊五郎　尾上松緑　尾上菊之助　中村時蔵　ほか

欧米、豪州にて人気沸騰中のモトクロス・自転車・スケードボード等を使っ
たスピード感溢れるワイルドなスタントショー！頭上で展開する豪快なハ
イスピードパフォーマンス、磨き抜かれたトリックの数々は圧巻の一言！！

＊未就学児は入場不可

出演：尾上松也　中村隼人　坂東巳之助　中村錦之助　ほか
演目：お年玉（年始ご挨拶）　双蝶々曲輪日記　角力場　御存　鈴ヶ森　棒しばり

天性の歌唱力、パワフルな歌声はもちろんの事、愛嬌のある
キャラクターで皆様に愛され続けています。45 年分の感謝を
こめて魂のこもった熱唱をたっぷりお聴き下さい。
予定曲：珍島物語　女のあかり　道頓堀人情　人生みちづれ　45 周年記念曲（タイトル未定）　ほか

作・構成・演出：ジャニー喜多川　主演：堂本光一
主演１５００回達成記念公演

由紀さおりの初座長公演が満を持して東京・明治座にて上演決定！
世界を魅了する由紀さおりのお芝居と歌謡オンステージをお楽しみ
ください。

一、あなたがいれば（芝居）
二、由紀灯りの歌たちよ（ショー）

アカデミー賞の名曲がズラリ！！

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ

歌手生活４５周年記念

天童よしみスペシャルコンサート

ナイトロ・サーカス
１０周年ワールドツアー東京公演

尾上菊之助筋交いの宙乗り相勤め申し候

国立劇場開場 50周年記念　平成 29年初春歌舞伎公演

通し狂言「しらぬい譚 」

ミュージカル『フランケンシュタイン』

新春浅草歌舞伎

由紀さおり特別公演

＊４歳以上要チケット。３歳以下は保護者１名につき１名まで
　膝上鑑賞が可。座席が必要な場合は、チケットが必要です。
　（「ゆう」では子ども席の取り扱いはありません。）
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《広告》孝行舎

《広告》ペンタくん

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


