
1

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

4,916
12,442

２０１７年

２月号
春のあっせん日帰りバスツアー　

ひたち海浜公園ネモフィラと笠間つつじ公園

日　 程 ４月２２日（土） 募　 集 ８０名　（最少催行人数 35 名）※雨天決行
時 間 出発：足立区役所前午前７：３０　帰着：足立区役所前午後６：００（予定）※交通状況により到着時刻に変更あり

旅行代金
《会員》７，０００円　　　《家族》８，０００円　　　《関係者》９，０００円　
※旅行代金は、大人料金で会員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、９，０００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 ⇒ 国営ひたち海浜公園（ネモフィラ畑の観賞など）⇒ 大洗・「いそや」( 昼食・海鮮定食 )
大洗磯前神社 ( 自由参拝 ) ⇒ 水戸ドライブイン（買い物・お米すくい取り体験とお土産付き）⇒ 笠間
つつじ公園（８, ５００株のつつじ観賞） ⇒ 足立区役所 ⇒ 北千住付近（日光街道）

申込方法

㈱ノースフィールド　担当：神保 和寛
　ハガキ：〒２４３－００１１　神奈川県厚木市厚木町１－１７－３０５
　ＦＡＸ：０４６－２２２－２０２６
ハガキかＦＡＸで①～⑥を明記のうえ上記申込先へ送付してください。
①旅行名「 ４月バスツアー」　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２４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１１日頃郵送にてご連絡します。

お問合せ 電話：０４６－２２２－２０２５　　　※平日 午前９：００～午後６：００　担当：神保 和寛
（お電話での申込みはできません）

◎参加費には、バス代、昼食代及び入園料などを含みます。
◎この旅行は㈱ノースフィールド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㈱ノースフィールドから実施日の１０日前までに連絡いたします。

お申込みはハガキ／ＦＡＸで「㈱ノースフィールド」へ

ネモフィラの花々と空と海の青が溶け合う風景はまさに絶景です。笠間つつじ公園では山一面に８，５００株の様々なつつじ
を楽しめます。ドライブインでのお米のすくい取り体験なども楽しめます。（花の開花状況は天候によって変動があります）

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 ※２月の土曜営業は、２５日（９：００～１６：００）です。

〇利用バス会社　　青垣観光バス㈱（他同等クラス）
○旅行企画・実施　㈱ノースフィールド（神奈川県知事登録旅行業　２－９８５号）　総合旅行業務取扱管理者　末吉　宏明

写真は全てイメージです
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●としまえんフリーパス券の有効期限・販売価格が変わります。
　現在販売中の「としまえんフリーパス券」の有効期限は２月末日までです。３月にご利用い
ただけるチケットはございませんので、ご了承ください。
　「としまえん」からチケットの取扱い方法の変更や価格の変更の通知があったため、
４月以降ご利用できるフリーパス券の有効期限・販売価格が以下のとおりに変わります。

●スパ ラクーア入館券の取扱いを終了します。
現在販売中の入場券の完売をもって、スパ ラクーア入館券の取扱いを終了いたします。
　取扱い終了以降にご利用される方は、東京ドーム法人カウンター（ミーツポート２F）にて、会員
証提示のうえ会員価格（１,７５０円）で購入することができますので、ご利用ください。詳しくは

利用ガイド２０１６の９ﾍ゚ ｰｼﾞをご覧ください。

●映画チケットの購入方法等が変わります。

●西武園ゆうえんちフリーパスの有効期限・販売価格が変わります。
券種がすべて通年券になります。有効期限　平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
１枚　８００円　　一会員あたり年度内１０枚まで

●財形貯蓄の新規申込みは平成２９年３月３１日までとなります。
４月１日以降の新規の申込み（個人及び事業所）はできなくなります。
なお、３月３１日現在、財形貯蓄をご利用されている方は、引き続きご利用できます。

　※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。

ゆうから【大切なお知らせ】　４月から取扱いが変わります。

●東京ドーム得１０チケットの販売価格が変わります。

１冊　２，０００円　→　２，２００円 ※東京ﾄﾞｰﾑ法人ｶｳﾝﾀｰにて、会員証提示のうえ
　1 冊 2,500 円で購入することもできます。

有効期限 販売開始日 券　　　種 販売価格（1 枚）

４月１日～９月３０日 ３月２１日 のりもの１日券
（入園 + のりもの乗り

放題）

大人（中学生以上） ２, ２００円

１０月１日～３月３１日 From ゆう９月号
でお知らせ 子供（３歳～小学生） １, ２００円

プール開設期間中
From ゆう

5 月号で募集
（枚数限定販売）

夏の１日券
（入園 + プール + のり

もの乗り放題）

大人（中学生以上） ２, ８００円

子供（３歳～小学生） １, ８００円

映画チケット名称 変更後

映画前売券利用補助券 補助券はなくなります。

TOHO シネマズパスポートチケット
  （有効期限 H ２９.　 ４．１～ H ２９. ９. ３０）
  （有効期限 H ２９. １０. １～ H ３０. ３. ３１）

通年で販売します。（必要な時に申込み）
 （ただし年間５，０００枚限度）
年度内一会員　６枚まで
申込み方法－電話／ハガキ／ FAX ／ホームページ

MOVIX パスポートチケット
H ２８年度と同様の販売方法です。
From ゆう７月号で募集販売（年１回）申込み多数の
場合は抽選（一会員５枚まで）取扱予定枚数　８００枚

※販売開始日は From ゆう
　３月号でお知らせします。
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事業所紹介やゆうの利
用状況などを取材させ
ていただき、記事掲載
します。

写 真

写 真

○○○○○○○株式会社

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１０. ５ｃｍ
●掲載内容 写真・事業所の紹介・ の利用状況など。

会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で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！

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。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」２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。

　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！

　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

掲載までの流れ
❶ へ掲載申込み
 　➡
❷ 掲載が決定
 　➡
❸ 編集担当が取材
 　➡
❹ 記事の作成・校正
 　➡
❺ 毎月１日発行

足立区全戸配布
発行部数　３２０, 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２０１６』P. ９１の「退会届」をお使いください（見当たらなければ
白紙に「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２９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２９年４月１日からご利用できる遊園地フリーパスは、３月２１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４月から利用できる利用補助券セットが同封されます

平成２８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２８年４月１日～２９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月下旬にお届けします。

 ●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。　　　　　　　　　　

● 請求は原則、本人が行います。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。

● ２９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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東京ドーム プロ野球巨人戦チケット
今年のシーズンも東京ドームで開催される「巨人戦チケット」を販売いたします。
会員やご家族の皆さまでお楽しみください。

【申し込みの注意点】
● 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 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。

◉ 申込み ①氏名・会員番号　②開催日　③希望の座席（AorB）　④チケットの送り先（自宅 or 事業所）
※ご希望の方に「グランド見学会参加券」をさしあげます。枚数に限りがありますので、
　希望者多数の場合は抽選となります。

◉ 締　切 ハガキ／ FAX ／ホームページ共　２月２４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
３／３１ ４／１ ４／２ ４／１１ ４／１２ ４／１３ ４／２１ ４／２２

金 土 日 火 水 木 金 土

対　　戦 中　　日 中　　日 中　　日 広　　島 広　　島 広　　島 阪　　神 阪　　神

開始時間 １８時 １４時 １４時 １８時 １８時 １８時 １８時 １４時

日　　程
４／２３ ５／２ ５／３ ５／４ ５／９ ５／１０ ５／１６ ５／１７

日 火 水・祝 木・祝 火 水 火 水

対　　戦 阪　　神 DeNA DeNA DeNA 阪　　神 阪　　神 ヤクルト ヤクルト

開始時間 １４時 １８時 １８時 １４時 １８時 １８時 １８時 １８時

日　　程
５／１８ ５／２６ ５／２７ ５／２８

木 金 土 日

対　　戦 ヤクルト 広　　島 広　　島 広　　島

開始時間 １８時 １８時 １８時 １４時

ホームページ

ビームシート・スカイ４　日程表

※平成２９年度のエキサイトシートは抽選の結果、確保できませんでした。
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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
●ゆう窓口：３月１７日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：３月１０日（金）午後５時必着

申 込 方 法
●直接ゆう窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの場合、
　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。

 スキーリフトシーズン券の販売中

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２６日（日）まで（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　４月２日（日）まで（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　３月２１日（火）まで（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

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　４月２日（日）まで（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　３月２０日（月・祝）まで（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。

ゆう
窓口



7

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７日（日）まで（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　　　☎０２６７－９３－２５３７
 割引有効期間　３月２６日（日）まで（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

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　４月２日（日）まで（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　４月２日（日）まで（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。

食事チケット　ご案内中です
● 帝国ホテル
　　　～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
～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

S 席指定９，０００円
　 （一般料金１１，０００円）

S 席指定７，０００円
　 （一般料金８，８００円）

S 席指定７，２００円
　 （一般料金９，０００円）

S 席指定１０，０００円
　   （一般料金１３，０００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：５０枚（一会員４枚まで）

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）

会場：Bunkamura オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回１０枚（一会員４枚まで）

会場：日生劇場（日比谷）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

❶４／２３（日）１２：００
❷４／２４（月）１９：００

❶４／１５（土）１７：３０
❷４／２３（日）１２：３０

全席指定大　人 ２，０００円
　　（一般料金３，０００円）

全席指定子ども    　８００円
　　（一般料金１，５００円）

※子ども＝小学生以下
※０歳より入場可。２歳未満の膝上鑑賞無料。
会場：ギャラクシティ西新井文化ホール（西新井）
枚数：２０枚（一会員４枚まで）

ホームページ

◆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（金）　〈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簡易書留にて（公演日に間に合うよう）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３／１７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。

ズーラシアンブラス（金管五重奏）、弦うさぎ（弦楽四重奏）による、
クラシックや映画音楽など多彩な音楽の世界をお楽しみください。

ロマンス、冒険、コメディ、そしてなりやまない喝采。感動のすべ
てが詰まったミュージカル超大作。

あのムーミンがバレエを踊る！フィンランドから、話題騒然の新作が今春
渋谷に！バレエとムーミンがコラボする想像を超えた世界をお楽しみに！

市村正親８回殺される！？日本初上陸！
抱腹絶倒の新作ミュージカル・コメディ。

出演 : 市村正親　ウエンツ瑛士（４/ ２３）　柿澤勇人（４/ １５）　 
　　　シルビア・グラブ　宮澤エマ　春風ひとみ　ほか

ディズニーの物語を音楽とダンス、そしてあっと驚くマジックで見せる超豪華版！
シンデレラ、白雪姫、アラジン、トイ・ストーリーの仲間たち、そして初登場の
ラプンツェル！さあ、扉を開いて魔法の世界を楽しみましょう。ミッキーたちが
繰り広げる夢のようなステージショーに、ぜひお越しください。

※２歳以下のお子様は保護者 1 名につき、1 名まで膝上にて無料。但しお席が必要な場合は有料。

【コスチューム特典デー】ディズニーキャラクターのコ
スチューム ( 全身）を着てご来場で、チケットをお持
ちの方に当日会場でプレゼント有り。

※今回は子ども料金の設定はありません。公演当日
　３歳以上のお子様がご観劇される際は、お席が必
　要です。２歳以下のお子様を抱いてご覧になる場
　合でも肩より頭が出ないお子様までとなります。

※３歳以下は入場不可
※こどもＳ席 ( ４歳～小学生）のチケットは「ゆう」での取扱はありません。

※未就学児は入場不可

©SUPERKIDS

©Disny,@Disney/Pixar

３／２４（金）１４：００

４／２２（土）１７：３０

４／２２（土）１１：００

４／７（金）１７：００
Ｓ席指定　３，８００円 
　　　　（一般料金　４，９００円）

会場：文京シビックホール 大ホール（春日） 
枚数：２０枚（一会員４枚まで）

親子のためのクラシックコンサート

音楽の絵本

劇団四季ミュージカル

アラジン

　ミュージカル

紳士のための愛と殺人の手引き

フィンランド国立バレエ団

バレエ『楽しいムーミン一家』&『北欧バレエ・ガラ』

ディズニー・ライブ！
「ミッキーのフォーエバーマジック！」

ＦＩＮＡＬ　ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ

Photo Saara Salmi
© Moomin Characters TM

宙組公演

～原作　浅田次郎「王妃の館」( 集英社文庫刊）～　

　スーパー・レビュー「VIVA ！ FESTA!」

ミュージカル・コメディ 「王妃の館 -Château de la Reine-」

© 宝塚歌劇団
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赤坂大歌舞伎
～夢幻恋双紙（ゆめまぼろしかこいぞうし）　 赤目の転生

フェードル 里見八犬伝

ハムレット
ミュージカル

王家の紋章

美輪明宏主演 近代能楽集より

葵上・卒塔婆小町

鈴木雅之 with オーケストラ・ディ・ローマ
featuring 服部隆之

八神純子コンサートツアー 2017
Ｔｈｅｒｅ you are

S 席指定７，５００円
　 （一般料金１０，５００円）

全席指定４，５００円
　 （一般料金６，０００円）

会場：東京芸術劇場
　　　コンサートホール（池袋）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：川口リリア
　　　メインホール（川口）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

ソロ・デビュー３０周年を迎え、歴史と芸術の都、ローマを代表す
るオーケストラとの共演が実現！ここでしか聴くことのできない珠
玉のラヴソングをお贈りします。

２年半ぶりのリリースとなるニューアルバム
「Ｔｈｅｒｅ ｙｏｕ ａｒｅ」の新曲や往年のヒット曲を、円熟味と艶が増し
てさらに進歩した澄み渡る声でお届けします。

４／１２（水）１８：３０ ４／８（土）１７：００

S 席指定９，８００円
　 （一般料金１３，０００円）

❶ S 席指定７，５００円  ❷ S 席指定８，０００円
　 （一般料金１０，８００円）

❶ S 席指定６，５００円
❷ S 席指定７，０００円
　 （一般料金８，８００円）

S 席指定７，８００円
　 （一般料金１０，８００円）

会場：ＴＢＳ赤坂
　　　ＡＣＴシアター（赤坂）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

会場：Bunkamura
　　 　シアターコクーン（渋谷）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで） 会場：文京シビックホール　大ホール（春日）

枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

会場：新国立劇場
　　　中劇場（初台）
枚数：１０枚
　　　（一会員２枚まで）

❶４／８（土）１７：００　❷４／９（日）１４：００
❸４／１５（土）１２：００

❶４／１４（金）１８：３０　❷４／２９（土・祝）１８：００ ❶４／２０（木）１８：３０　❷４／２３（日）１７：３０

４／２（日）１４：３０

出演：中村勘九郎　中村七之助　ほか

サラ・ベルナール、そしてヘレン・ミレン・・・。時代を彩る名女優たちが演
じてきた悲劇に大竹しのぶが挑む！ 2017 年 4 月、新たな伝説の幕が上がる。
出演：大竹しのぶ　平 岳大　門脇 麦　谷田 歩　キムラ緑子　今井清隆　ほか 出演：山﨑賢人　青木玄徳　玉城裕規　松田賢二　比嘉愛未　ほか

作：三島由紀夫　出演：美輪明宏　木村彰吾　ほか
※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

※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

※未就学児は入場不可

※日程によって金額が違います

※日程によって金額が違います

※未就学児は入場不可

A 席指定７，２００円
　 （一般料金９，０００円）

S 席指定７，０００円
　 （一般料金９，０００円）

会場：帝国劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１２枚（一会員２枚まで）

会場：東京芸術劇場
　　　プレイハウス（池袋）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

原作：細川智栄子　あんど芙～みん
出演：浦井健治　新妻聖子　宮野真守　伊礼彼方　濱田めぐみ
　　　山口祐一郎　ほか

豪華精鋭、わずか 14 名のキャストと共に、
満を持して挑むシェイクスピア劇の最高峰！
出演：内野聖陽　貫地谷しほり　北村有起哉　加藤和樹　浅野ゆう子　國村 隼　ほか

４／１４（金）１８：３０ ４／２２（土）１３：００
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 《広告》はせがわ

 《広告》シアター１０１０

体育館・プール利用回数券販売中
利用期間 通年 ( 利用期限はありません )

利用施設 総合スポーツセンター、スイムスポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、千住温水プール、中央本町センター、東和
センター、佐野センター、江北センター、興本センター、伊興センター、鹿浜センター、梅田センター、花畑センター

料　　 金 ４，７００円（１シート　３００円券×２０枚綴り）／一会員５シート（年間）まで

申込方法
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより、チケット名・会員番号・会員氏名・枚数・送付先（自宅 or 勤務先）
　を記入のうえお申込みください。
●ゆう窓口販売もしておりますのでご利用ください。

そ の 他

●ご利用になる施設によって料金が異なります。
●不足分は現金との併用ができます。ただし、現金のおつりはでません。
●破損・汚損の場合、利用できなくなることがありますのでご注意ください。
●購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。
●個人利用時のみ使用できます。団体利用では使用できません。
●利用される方の年齢や障害者手帳の有無によって無料になることがあります。
　回数券ご購入前に必ず利用予定の施設にご確認ください。

ホームページゆう
窓口


