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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 ※４月の土曜営業は、２２日（９：００～１６：００）です。

申込みはハガキ／ FAX で下記旅行社に

◇利用バス会社　　東京バス株式会社　他同等クラス

◇旅行企画・実施　国際急行観光株式会社さいたま営業所　観光庁長官登録旅行業第 1199 号　総合旅行業務取扱管理者　山崎　康司

日　 程 平成２９年６月１１日（日）雨天決行 募　 集 ８０人程度（最少催行人数　３５人）
発 着 出発：足立区役所 午前８時　帰着：足立区役所　午後５時頃（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→首都高速道→アクアライン→木更津・金田ＩＣ→金田海岸（潮干狩り）→スパ三日月龍宮城

（食事会場なぎさにて昼食、スパ温泉入浴）→木更津金田→君津 CI →房総「四季の蔵」→足立区役所
※荒天のため潮干狩りができないときは、潮干狩り分の実費をお返しし、行き先を「三井アウトレットパーク木更津」に変更いたします。

旅行代金
●会員・家族は、旅行代金よりすでに補助金が差し引かれています。
●代金には、採貝料（大人２kg・小人１kg）・貸熊手・網・入浴料を含みます。
●３歳以下のお子様は無料です。 （ただし、バス席はなし、潮干狩りと昼食は同行者と一緒に
　ご利用ください。なお、バス席利用の際は別途料金になります。旅行会社へお問合せ下さい。）
●家族は家族登録済みの会員の配偶者・子・実父母です。
●キャンセル料は、基本料金９，８００円をもとに旅行会社の基準で算定されます。

申 込 先

ハガキ送付先　〒３３６－００１８　さいたま市南区南本町２－２０－１５－２０５　
ＦＡＸ送付先　　０４８－８３２－３１０３　国際急行観光株式会社　さいたま営業所「ゆう」係　担当山﨑
●ＦＡＸ・ハガキに下記①～⑤を明記してください。
　①旅行名「ゆう初夏のバスツアー」②会員番号と氏名　③住所　④日中連絡のつく電話番号　
　⑤すべての参加者氏名と年齢と続柄（会員・家族・関係者）　　

締 切 ４月２８日（金）必着　※申込み多数の場合は抽選となります。結果及び詳しい旅行条件の通知発送５月１５日予定

問 合 せ ☎０４８－８３２－３１０１　午前９時３０分～午後５時３０分（電話での申込はできません）

そ の 他

● この旅行は、国際急行観光㈱さいたま営業者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。

● この旅行の旅行条件の基準日は、４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、ゆう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、実施の１０日前までに旅行会社から連絡があります。

会　員 家　族 関 係 者
大 人（ 中 学 生 以 上 ） ７，８００円 ８，８００円 ９，８００円
小 人（ ４ 歳 ～ 小 学 生 ） ７，５００円 ８，５００円

ゆう初夏のバスツアー

ゆうバスツアーの中でも大人気！
初夏の日差しの中、潮風を浴びてたっぷり潮
干狩りをお楽しみください。
海岸に隣接した『スパ三日月龍宮城』では、
ゆう会員専用の昼食会場をご用意し、ゆっく
りと和・洋・中華のランチバイキングをご堪
能いただけます。展望温泉やアクアパーク等
充実した施設も幅広い年齢層にピッタリッ！

金田海岸の潮干狩りとスパ三日月龍宮城

〈昼食バイキング〉

写真はすべてイメージです
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平成２９年度事業計画・収支予算
　平成２９年度の事業計画・収支予算が決定しましたので、そのあらましをお知らせします。
なお、事業計画は、変更になることもあります。
　下記①～⑥の参加費や売り上げなどによる収入よりも、支出のほうが大きくなっていま
すが、この差額は⑦の皆さんからの入会金・会費と、⑧ の設立時に足立区が出資した
基本財産（５億円）の運用利子などでまかなわれます。
　⑨の事務局の運営経費などは、足立区からの補助金でまかなわれます。

総　　　　額 収入 ３４７, ８９６ 支出 ３４７, ８９６

①生活や暮らしの事業 収入 ２８, ６５９ 支出 ５３, ８９７
給付金（祝金・見舞金・弔慰金）の支給、生活資金の融資あっせん
クオカード・区内共通商品券・コミュニティバス回数券、産地直送品のあっせん、 
ライフプラン事業（健康と生涯設計などのセミナー）など

②健康やスポーツの事業 収入 １４, １００ 支出 ２９, １７８
健康診断・人間ドック・健康ランド・スポーツクラブの利用補助、
ゴルフ練習場回数券、スキーリフト券、区内公衆浴場回数券の販売、
区営体育館・プール等回数券の販売など

③趣味や教養の事業 収入 １２, ３９２ 支出 １４, ７００
図書カード、ぐるっとパス、美術展チケットなどの販売、
放送大学の通信教育及び指定店・区公社等の文化教養講座・教室に対する受講料補助、
資格試験の受験料及び資格取得のための講習会受講料の補助など

⑤生活産業広報紙発行事業 収入 ６７, ４５６ 支出 ６６, ９６８
公社ニュース「ときめき」（月１回）　発行事業 公社等からの記事掲載料と広告収入により

発行しています。

⑥その他の収入・経費 収入 ０ 支出 １４, ６０３
事業を実施するための経費（印刷・郵送・旅費など）、新規加入促進 PR の経費、予備費など

⑧基本財産の運用収入・経費など 収入 ６, ３７６ 支出 １
基本財産等の運用収入、雑収入、積立金の支出など

⑦入会金・会費収入 収入 ７６, ３５０ 支出 ０

④レジャーや余暇の事業 収入 ７２, ２８７ 支出 ９８, ２７３
宿泊施設・レジャー施設・東京ディズニーランド／シー・ホテル食事・
観劇等託児サービスの利用補助、としまえん・東武動物公園・西武園ゆうえんちのフリーパス販売、
スパリゾートハワイアンズの利用券販売・会員制リゾート施設の提供、
ジェフグルメカード・東京湾納涼船乗船券・プロ野球・スポーツ観戦チケット・観劇コンサート
チケット・映画鑑賞パスポート券・東京ドームシティ「得１０チケット」などのチケット販売、
あっせん日帰りバスツアーなど

●内　訳

単位：千円

⑨事務局の運営経費など 収入 ４６, ３３３ 支出 ４６, ３３３
事務局の人件費、管理運営費

⑩財形貯蓄 収入 ２３, ９４３ 支出 ２３, ９４３
財形貯蓄の預り金収入及び会員の積立金融機関への預け入れ支出
※収支予算額は、正味財産増減の予算でなく、収入支出の予算で記載しています。
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 ●「 利用ガイド２０１７」を同封いたしました。
のお得なサービスメニューの内容や利用方法が詳しく掲載されています。日頃からご覧いただき、

ご家族の皆さまで、 をご利用ください。

１5２

１5６１４ 8８

《会員の皆さんからいただいた１ヵ月の会費500円は､次のように使われます》

◆中小企業の事業主や従業員の福利厚生の事業を支えます◆

円

円 円円

⑥その他の事業に…

９1円

②健康やスポーツの事業に…

③趣味や教養の事業に…

①生活や暮らしの事業に…

④レジャーや余暇の事業に…

Information
 ●４月２６日（水）は会費自動引落日です。

４月～９月分の会費（５００円×６カ月×会員数）を自動引落しします。なお、３月までの会費に未納がある
場合には、その分が加算されます。また、平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日までの間に、一部
の会員様が退会した場合には、減額調整します。引落し口座が残高不足にならないようにお願いいたします。

 ●前月３月号に同封しました「利用補助券セット２０１７」の利用について
健康ランド利用補助券は【オレンジ色・券上段に「２０１７」と表記のあるもの】６枚、レジャー施設
利用補助券【ピンク色・券上段に「平成２９年度」と表記のあるもの】１２枚が平成３０年３月３１日
まで利用できる補助券です。契約施設をご利用の際にお使いください。

 ●各種手続の際にご使用いただく印鑑について
印鑑が必要な手続（宿泊補助金請求や各種給付金請求など）にご使用いただける印鑑は、朱肉を使用する
ものに限らせていただいております。ゴム印・スタンプ印（シヤチハタなど）では、手続きができません。
また、窓口にて手続きをされる場合、印鑑をお忘れになられると、手続きができませんのでご注意ください。

見 本

 ●ＦＡＸの送信誤りが増えております。
センターに不鮮明なＦＡＸが届いた場合、送信元が判別できればご連絡しています。
判別できない場合はいなかるお申込みもお受けできません。
特に「退会届」は、会費のご請求額等に影響が出ますので、ご心配な方はＦＡＸ送信後、 へご確認の
電話をお願いいたします。

【ＦＡＸ送信前にご確認を！】　　　　 ＦＡＸ番号：０３（３８３８）３５５６
① 裏面ではないですか？（白紙のＦＡＸが多く届いております）
② ＦＡＸ番号は間違えていませんか？（ は、設備点検日等以外は２４時間受付です）
③ ペンで記入しましたか？（鉛筆やシャープペンシル等は薄くなる場合があります）
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開催日時
５月１２日 ( 金 ) から５月１７日 ( 水 ) まで
午前９時３０分～午後５時３０分
●入場は終了の３０分前まで　●最終日１７日 ( 水 ) は午後５時終了

会　　 場 メットライフドーム（名称変更前：西武プリンスドーム）埼玉県所沢市
アクセス：池袋線「西所沢駅」経由狭山線「西武球場前駅」下車

料 金

一般（中学生以上）１，４００円 （当日券　２，２００円）
●小学生以下無料。ただし、保護者の付き添いが必要。
●会場の当日券売場にて、障害者手帳をご提示の方および同伴者１名様まで各１,１００円になります。
●会期中、本券のご提示にて西武園ゆうえんちへの入園可。同伴のお子様も入園できます。

申込方法
●ゆう窓口 ５月１１日 ( 木 ) まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ５月１０日 ( 水 ) 午後５時必着
●一会員４枚まで ㊟完売をもって販売終了

開催日時

６月５日（月）まで　午前１０時～午後６時
（毎週金曜日、４／２９（土・祝）～５／７（日）は午後８時まで）
●入場は閉館の３０分前まで
●休館日…毎週火曜日（ただし、５／２（火）は開館）

会 場 国立新美術館　企画展示室２Ｅ（東京・六本木）

料 金

一般券　１，１００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となります。
●中学生以下は無料
●障害者手帳をお持ちの方と付添の方１名は無料（要・手帳等提示）

申込方法
●ゆう窓口 ５月２６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ５月２６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

第１９回 国際バラとガーデニングショウ

国立新美術館開館 10 周年・チェコ文化年事業

ホームページ

ホームページ

《前回の様子》

アール・ヌーヴォーを代表する芸術家の一人、アルフォンス・ミュシャは、美しい女性像や流麗な植物文様など、華
やかで洗練されたポスターや装飾パネルを手がける一方で、故郷チェコや自身のルーツであるスラヴ民族のアイデン
ティティをテーマにした作品を数多く描きました。その集大成である２０点の油彩画《スラヴ叙事詩》は、晩年の
１７年を捧げた画家渾身の作品で、本展はチェコ国外では世界初の公開となります。

大英自然史博物館は、８０００万点以上にのぼる博物学標本のコレクションを所蔵する世界有数の博物館です。本展では、「始祖鳥」
をはじめ、自然史に名を残す同館の至宝約３７０点を選りすぐり、一堂に展示します。今回公開される展示物のうち、ロンドンで常設
展示されているのは、わずか１７点。特別なことがなければ公開されない標本の数々を間近に見ることのできる、またとない機会です。

開催日時

６月１１日（日）まで　午前９時～午後５時　( 金・土曜日は午後８時まで )
●４／３０（日）～５／４（木）は午後６時まで　●入館は各閉館時刻の３０分前まで
●諸事情により、上記の開館時間、休館日等を変更する場合がありますので、最新の情報について公式
　サイト等でご確認ください。
●休館日…３／２１( 火 )、４／１０( 月 )・１７( 月 )・２４( 月 )、５／８( 月 )・１５( 月 )・２２( 月 )・２９( 月 )

会　　 場 国立科学博物館　（東京・上野公園）

料 金

一般・大学生券 　１，２００円　（当日券 １，６００円）
小・中・高校生券 　　３００円　（当日券 　  ５００円）
●未就学児童は無料。●障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料。
●本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展もあわせてご覧いただけます。

申込方法
●ゆう窓口 ６月５日（月）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ６月２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

大 英自然 史 博 物 館 展

ミュシャ展

ホームページ

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

《スラヴ叙事詩「原故郷のスラヴ民族」》
1912 年プラハ市立美術館 ©Prague City Gallery

大英自然史博物館 外観
©The Trustees of the Natural History Museum, London
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対象施設

●８０の美術館 ･ 博物館・動物園 ･ 水族園・植物園
 ※各施設指定の展示に１回のみご利用いただけます。
 ※施設ごとに、ぐるっとパスで「入場できる展示」と
 　「割引券として使える展示」があります。
 ※詳細は下記事務局にご確認ください。

有効期間 ●最初に利用した日から２ヶ月間
　（最終有効期限は、平成３０年３月３１日（土））

料 金
１，４００円　（一般料金２，０００円）
●大人料金のみとなります。
●お子様と６５歳以上の方は、各展示の入場料金をお確かめの上、ご購入ください。

申込方法
●窓口販売 平成３０年１月２６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成３０年１月２２日（月）午後５時必着
●一会員 年間６冊まで 

お問合せ先 ぐるっとパス事務局電話：０３－５６１０－００５１（午前１０時～午後５時　土日祝日を除く）

東京の美術館 ･ 博物館等共通入場券 & 割引券
「東京・ミュージアム ぐるっとパス２０１７」 ホームページ

ホームページ

都内を中心とする８０の美術館・博物館などの入場券または割引券がセットになったお得なチケットブックです。

イタリアが生んだ２人の天才、レオナルド・ダ・ビンチとミケランジェロ・ブオナローティ。
本展は、素描（ディゼーニョ）に秀でた２人を対比する日本初の展覧会で、素描のほかに油彩画、手稿、書簡など、
トリノ王立図書館やカーサ・ブオナローティ所蔵品を中心におよそ６５点が一堂に会します。

開催日時

６月１７日（土）から９月２４日（日）まで　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、第２水曜日、会期最終週平日は午後８時まで）
●休館日　月曜日（ただし、祝日の場合は開館）

会　　 場 三菱一号館美術館　（東京・丸の内／最寄駅：二重橋前駅）

料 金 一般（前売券）１, ２００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 ６月１６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ６月１５日（木）午後５時必着
●一会員５枚まで ㊟完売をもって販売終了

今回の『大エルミタージュ美術館展』では、ロシア・エルミタージュ美術館の絵画コレクションの中でも、
特に充実している１６世紀ルネサンスから１７・１８世紀のバロック・ロココのオールドマスター、巨匠た
ちの名画８５点を紹介します。ティツィアーノ、クラーナハ、ルーベンス、ヴァン・ダイク、レンブラント…、
美術史に燦然と輝く巨匠たちの名画が一堂に会する本展をお見逃しなく。

開催日時

６月１８日（日）まで　午前１０時～午後８時
●火曜日は午後５時まで、ただし５／２（火）は午後８時まで
●入館は閉館の３０分前まで
●休館日：５／１５（月）

会　　 場 森アーツセンターギャラリー
（六本木ヒルズ　森タワー５２Ｆ）

料 金
一般券　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となります。
●小学生以下は入館無料
●障害者手帳をお持ちの方と介助者（１名まで）は当日観覧料半額

申込方法
●ゆう窓口 ６月１２日（月）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ６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

大エルミタージュ美術館展

レオナルド×ミケランジェロ展

ホームページ

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ミケランジェロ・ブォナローティ
《《レダと白鳥》の頭部のための習作》1530 年頃
フィレンツェ、カーサ、ブォナローティ
©Associazione Culturale Metamortosi
  and Fondazione Casa Buonarroti
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新江ノ島水族館　前売券発売！ ホームページ

小中学校入学祝金
４月に小・中学校へ入学したお子様がいる会員の方に「入学祝金」が給付されますので請求してください。
お子様の家族登録がある会員には、４月上旬に通知いたしました。

対 象 者
平成２９年３月２日（木）現在会員で、４月１日（土）以降も引続き会員の方。
●３月３日（金）以後入会の方は対象外です。
●ご夫婦で会員のときは、それぞれ請求できます。

請求に
必要なもの

（請求書類 )

①送付した通知書または給付金請求書（利用ガイド２０１７）
②添付書類：就学通知書、在学証明書、健康保険証など、お子様の生年月日の確認ができる
　ものからいずれか一つ（コピー可）
③請求、受領者（会員）の認印（シャチハタ印は使えません）
④代理人による窓口受領の場合、会員証とその方の認印をお持ちください。

請求
受領方法

●窓口：請求書類に誤りがなければ、その場で受け取れます。
●郵送：振込先金融口座欄などを記入・署名押印のうえ、ご郵送ください。(FAX 不可 )
※４～５月は申し込みが多いため、振込まで１～２か月ほどの時間をいただく場合があります。　ご了承ください。

請求期限 ９月２９日（金）まで

スパリゾートハワイアンズ入場券（前期分） ホームページ☎
利用期間 ９月３０日（土）まで 販売枚数 一会員　前期分８枚まで（完売をもって販売終了）

申込方法
 直接ゆう窓口でご購入いただくか、電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号・会員氏名・
チケット名・送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込みください。

料　　金 １枚７００円（大人通常料金：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
●チケット申込後のキャンセルはできません。
●ホテル宿泊を予定している方は直接予約センターへお電話ください。
　宿泊の場合、入場券は１泊一名２枚必要となります。　詳しくは、利用ガイドをご覧ください。

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。今年度よりご購入できる枚数も増えま
した。あったかハワイアンズをご家族でお楽しみください。

ゆう
窓口

利用期間 １１月３０日（木）まで 販売枚数 一会員４枚まで（限定２００枚）

申込方法

●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、会員番号・会員氏名・チケット名・枚数・送付先（自宅 or 勤務先）
　を明記のうえお申込みください。
●募集枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知はいたしません。（抽選結果は、５月中旬頃に
　当センターホームページをご覧ください。）

販売価格

大　人　　　１，２００円（通常２，１００円）
高校生　　　　 ８００円（通常１，５００円）
※高校生は入場口で生徒手帳等の提示が必要。
小中学生　　　 ４００円（通常１，０００円）
※幼児（３歳以上）券の取扱いはありません。

申込期限 ５月１２日（金）午後５時必着

そ の 他

●当選された方には、５月下旬に払込用紙と一緒にチケットを郵送いたします。代金はチケット到着後１週間
　以内にお支払いください。
●申込期限後のキャンセル・枚数変更はできません。チケット送付後の紛失等による再発行はできません。
●営業時間・休館日は新江ノ島水族館ホームページでご確認ください。
●前売券の転売・譲渡は禁止です。

湘南海岸に位置し、富士山や景勝地江の島が控える絶好のロケーションを活用した水族館。２万匹の魚が泳ぐ相模湾大
水槽や癒しのクラゲ空間、ウミガメの浜辺など見所満載です。人気のイルカ・アシカショー、ペンギンショー、世界初の
３Ｄプロジェクションマッピングクラゲショーも毎日お楽しみいただけます。
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若手社員研修　〜仕事の基礎力アップで成果もあがる〜

日　 程 平成２９年５月２５日（木） 募　 集 ３０名

参 加 費
《会員》２，０００円　　　《関係者》４，０００円　

●参加費には、研修代、資料代が含まれています。昼食は参加者負担です。
●会員以外の方は関係者扱いとなります。

コ ー ス

●研修場所　　足立区勤労福祉会館２階　第２洋室
　　　　　　　足立区綾瀬１－３４－７　（綾瀬駅西口から徒歩３分）
●研修時間　　午前９時３０分～午後４時３０分（正午～午後１時は昼食休憩）
●研修内容　　午前　①自分の立場・役割の再確認と主体的行動のためのスキルなど
　　　　　　　　　　②ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）の基本と重要性など
　　　　　　　　　　　　　～　昼食（各自用意）　～
　　　　　　　午後　③コミュニケーションにおける心構えや相手との信頼関係など
　　　　　　　　　　④Ｑ ( 品質 ) Ｃ( コスト )Ｄ ( 納期 )Ｒ( リスク )Ｓ( 配慮 ) の重要性と仕事の手順など
●講師　　　　株式会社インソース　　石田　祐一郎氏

申込方法

ハガキ／ FAX ／ホームページにて、下記の必要事項を明記して、
サービスセンター へお申込みください。
❶事業名「若手社員研修」　❷代表者の会員番号・事業所名・会員氏名
❸参加者全員の氏名・年齢・職種・勤務年数
※職種は、営業・事務・サービス・販売・土木・製造など具体的に記入してください。
※複数の会員様が申込まれる場合はそれぞれの会員番号をご記入ください。

締 切 日 ５月２日（火）《午後５時必着》　※先着順での受付となります。

通知・支払 ５月９日（火）頃に通知書と一緒に送付する払込票にて、到着後一週間以内にお支払ください。

新入社員や若手社員の方々におすすめの研修です。
ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）の基本と重要性や、職
場でのコミュニケーション能力の向上など、今後、社会人とし
て活躍するための基礎力を講義とグループワークを通して身に
つけていただきます。
※新入社員から入社４年目程度の社員向けの研修内容となっています。

体育館・プール利用回数券販売中
区内１３か所の施設で利用できるお得な回数券です。近隣の各施設でご利用ください。

販売期間 通年販売 利用期間 利用期限なし
販売枚数 一会員５シート 販売価格 １シート　４，７００円（１シート３００円券×２０枚綴り）

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）を明記してお申込みください。

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

そ の 他

●施設により利用料金は異なります。
●現金と回数券は併用できますが、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。
●利用者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
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販売期間 それぞれ完売をもって終了 販売枚数 一施設　一会員 ５枚まで（年度内）
販売価格 1 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京８００円）

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）を明記してお申込みください。

施 設 名

●ダンロップスポーツクラブ綾瀬 ☎０３－３６９０－７９９７
　・営業時間　平　日 午前９：００～午後１１：３０／土曜日 午前９：００～午後９：００／
 日曜日・祝日 午前９：００～午後７：００
　・休  館  日　毎週木曜日（祝日営業）　※利用は１５歳以上（中学校卒業）

●リリオセントラルフィットネスクラブ ☎０３－５６８０－０３０３
　・営業時間　平　日 午前１０：００～午後１１：００／土曜日 午前１０：００～午後１０：００／
 日曜日・祝日 午前１０：００～午後７：００
　・休  館  日　毎週月曜日

●セントラルウェルネスクラブ西新井 ☎０３－５８８８－３５６１
　・営業時間　平　日 午前９：３０～午後１１：３０／土曜日 午前１０：００～午後９：００／
 日曜日・祝日 午前１０：００～午後８：００
　・休  館  日　毎週金曜日・季節休館日　※利用は１６歳以上

●セントラルフィットネスクラブ竹の塚 ☎０３－５８５１－００５０
　・営業時間　平　日 午前９：００～午後１１：００／土曜日 午前９：００～午後９：００／
 日曜日・祝日 午前１０：００～午後７：００
　・休  館  日　毎週月曜日・季節休館日　※利用は１６歳以上

●朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕 ☎０３－５２４２－１３３１
　・営業時間　平　日 午前９：３０～午後１１：００／土曜日 午前９：３０～午後１０：００／
 日曜日・祝日 午前９：３０～午後７：００　※利用は１６歳以上
　・休  館  日　毎週金曜日

●ゴールドジム北千住東京　　　　　　 ☎０３－５２８４－３６３６
　・営業時間　平　日 午前７：００～午後１１：３０／土曜日 午前９：００～午後１１：３０／
 日曜日・祝日 午前９：００～午後８：００
 プール　平日・土曜日 午前１０：００～午後１１：００、日曜日 午前１０：００～午後８：００
　・休  館  日　第３月曜日（祝日営業）　※利用は１６歳以上

そ の 他
●ご利用は会員と家族のみです。転売・譲渡はできません。
●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　販売！
６か所のスポーツクラブが利用できます。施設の詳細は利用ガイドブックをご覧ください。

ホームページゆう
窓口

ホームページ遊園地フリーパス　販売中！　
としまえん１日フリーパス【前期券】
有 効 期 限 ９月３０日まで 販 売 枚 数 一会員　前期・後期ごと１０枚まで

料 金 １枚　大人（中学生以上）２，２００円、小人（３歳～小学生）１，２００円

そ の 他 このチケットでは、プールの利用はできません。
プールも利用できる「夏の１日券」は、From ゆう５月で募集予定

東京ドーム得１０チケット【前期券】
有 効 期 限 ９月３０日まで 販 売 枚 数 一会員前期・後期合わせて１０冊まで

料 金 １冊（１０ポイント）　２，２００円（大人・小人共通）

そ の 他 アトラクションズワンデーパスポートに引き換えて利用
東京ドームホテル「リラッサ」のランチバイキング、ボウリング、アソボーノ、ローラースケートアリーナ等東京ドームの施設で利用できるポイントブックです。

西武園ゆうえんち１日フリーパス【通年券】
有 効 期 限 平成３０年３月３１日 販 売 枚 数 一会員年度内１０枚まで

料 金 １枚　８００円（大人・小人共通）要３歳以上

東武動物公園１日フリーパス【通年券】
有 効 期 限 平成３０年３月３１日 販 売 枚 数 一会員年度内２０枚まで（１回１０枚まで）

料 金 １枚　１，４００円（大人・小人共通）要３歳以上

☎

と く て ん

ゆう
窓口



11

東京ドーム巨人戦チケット第２弾！

日　　程
６／２ ６／３ ６／４ ６／１３ ６／１４ ６／１５ ６／１６ ６／１７

金 土 日 火 水 木 金 土

対　　戦 オリックス オリックス オリックス ソフトバンク ソフトバンク ソフトバンク ロ ッ テ ロ ッ テ
開始時間 午後６時 午後２時 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時

日　　程
６／１８ ６／２３ ６／２４ ６／２５ ７／１ ７／２ ７／１０ ７／１１

日 金 土 日 土 日 月 火

対　　戦 ロ ッ テ 中　　日 中　　日 中　　日 DeNA DeNA ヤクルト ヤクルト
開始時間 午後２時 午後６時 午後６時 午後２時 午後６時 午後２時 午後６時 午後６時

日　　程
７／１２ ７／２９ ７／３０

水 土 日

対　　戦 ヤクルト DeNA DeNA
開始時間 午後６時 午後６時 午後２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。

◉ 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会員番号・会員氏名　②開催日　③希望の座席名（Ａビームシート or Ｂスカイ４）
④チケット送付先（自宅 or 事業所） ⑤日中連絡のつく電話番号
※ 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 郵送・FAX 及びホームページ共　４月２８日（金）　午後５時必着です。

◉ 発　送 ５月上旬の予定

◆随時受付中（先着順）

日  程
４／２ ４／１１ ４／１２ ５／２ ５／９

日 火 水 火 火
対  戦 中　　日 広　　島 広　　島 DeNA 阪　　神

券
種

ビームシート 完　売 １ 完　売 ２ ２

スカイ４ １ 完　売 １ 完　売 完　売

開 始 時 間 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（前回募集分） ☎

※ 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。

◉ 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）
◉ 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。

●同日試合の重複申込はできません。
　（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】
●締切り後の変更やキャンセルはできません。

東京ドーム「巨人戦チケット」第２弾の発売です。会員とご家族の皆さまでお楽しみください。

申し込み
の注意点
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利用期間：４月１０日（月）から６月３０日（金）まで

レストラン名 スーパーブッフェ《グラスコート》　本館２階 【除外日：４月２９日から３０日まで、５月３日から７日まで】

券　種 区分 料　金

ディナーブッフェ
（２時間制）

平日

●大人　　４，５００円（通常５，６００円）
●シニア　３，５００円（通常４，５００円）（６５歳以上）
●小学生　２，２００円（通常３，１００円）
●幼児　　１，１００円（通常１，８００円）（４歳～小学生未満）
　（時間：午後５時３０分～午後９時３０分）

土日
祝日

●大人は平日料金に１，０００円増し
●シニアは平日料金に８００円増し
　（時間：午後５時～午後１０時）

○常時７０種類以上のお料理とスイーツをご用意、シェフが中央でライブクッキングするブッフェレストランでお楽しみください。
○飲み放題は、２, ２５０円（通常２, ５００円）で用意します。

レストラン名 中華料理《南　園》　本館２階
券　種 内　容 料　金

ランチコース
（午前１１時３０分～午後２時３０分）

飲茶ランチ ２，０００円（通常３，０００円）

ディナーコース
（午後５時～午後９時）

中華料理コース ５，３００円（通常６，５００円）

◇２名様以上でご利用ください。

○伝統を受け継ぎながらの親しみやすい本格広東料理をお楽しみください。

レストラン名 フレンチ & イタリアン《デュオ　フルシェット》　南館２階
券　種 内　容 料　金

ランチコース
（午前１１時３０分～午後３時）

シェフおすすめイタリアン ３，２００円（通常４，５００円）

ディナーコース
（午後５時３０分～午後１０時）

（２時間制）

イタリアンコース & 飲み放題プラン ５，８００円（通常６，８００円）

◇３名様以上でご利用ください。
◇飲み物：ビール・ワイン（白・赤）・ウーロン茶・オレンジジュース

レストラン名 スカイラウンジ《オーロラ》　本館４５階
券　種 内　容 料　金

アフタヌーンティー
（午後２時～午後４時３０分）

※土日祝：午後１時から

アフタヌーンティーオーロラスタイル
（スパークリングワイン付）

３，８００円（通常５，４００円）

●表記料金には、税金・サービス料を含みます。
●メニュー内容は、季節や仕入れ状況により変更になる場合があります。
●営業時間、価格帯において急遽変更させていただく場合があります。
●料理写真は、イメージです。

　京王プラザホテル� 予約先�０３－３３４４－０１１１
新宿区西新宿２－２－１　交通：都営大江戸線「都庁前駅」Ｂ１出口よりすぐ、新宿駅西口（ＪＲ・京王線・小田急線・地下鉄）徒歩５分

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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千代田区永田町２－１４－３　交通： 東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」１０番出口より徒歩１分、半蔵門線・有楽町線
 南北線「永田町駅」８番出口より徒歩２分

港区高輪４－１０－３０　　　交通： JR「品川駅」高輪口の信号を渡ってすぐ

レストラン名 《赤坂スクエア　ダイニング》　３階
券　種 区分 料　金

ランチブッフェ
①午前１１時３０分～午後１時
②午後　１時３０分～午後３時

全日
●中学生　　１，９００円（通常２，８００円）

●小学生　　１，１００円（通常１，８００円）

●幼　児　　　  ３００円（通常　  ８００円）

土日
祝日

●大　人　　　２，７００円（通常３，８００円）

●グランエイジ　　 ２，３００円（通常３，２００円）

ディナーブッフェ
午後５時～午後１０時

（１２０分制）
全日

●大　人　　　３，８００円（通常５，３００円）

●グランエイジ　　 ３，７００円（通常４，８００円）

●中学生　　　２，０００円（通常２，８００円）

●小学生　　　１，１００円（通常１，８００円）

●幼　児　　　　  ３００円（通常　  ８００円）※混雑時は２部制でご案内します。
　 ①午前１１時３０分～午後１時
　 ②午後　１時３０分～午後３時

○グランエイジは６０歳以上になります。　○表記料金には、税金・サービス料を含みます。　○メニュー内容は、季節や仕入れ状況により
　変更になる場合があります。　○料理写真は、イメージです。　○全席禁煙となります。

レストラン名 リュクスダイニング《ハプナ》　メインタワー１階
券　種 区分 料　金

ランチ

（９０分・２部制）
　①午前１１時３０分～午後１時

　②午後１時３０分～午後３時

平日

●大　人　　３，４００円（通常４，１８０円）

●中学生　　２，４００円（通常３，０８０円）

●幼　児　　１，５００円（通常１，９８０円）

４部制（入れ替え制）
　①午前１１時～午後１２時３０分

　②午前１１時３０分～午後１時

　③午後１時～午後２時３０分

　④午後１時３０分～午後３時

土日祝

ディナー

（１２０分制）
　午後５時３０分～午後１０時

平日

●大　人　　５，７００円（通常６，６００円）

●中学生　　３，４００円（通常４，１８０円）

●幼　児　　１，６００円（通常２，２００円）

１２０分入れ替え制
　①午後５時～午後７時

　②午後５時３０分～午後７時３０分

　③午後７時３０分～午後９時３０分

　④午後８時～午後１０時

土日祝

○和洋中の美食の数々をプレミアムブッフェでお楽しみください。　○幼児は、3 歳から未就学児です。
○表記料金には、税金・サービス料を含みます。　○メニュー内容は、食材の仕入れ状況などにより変更になる場合があります。
○料理写真は、イメージです。

季節の食材を使用し、バラエティに富んだブッフェを中心に様々なお食事を提供します。

　赤坂エクセルホテル東急� 予約先�０３－３５８０－２３３１

　品川プリンスホテル� 予約先�０３－５４２１－１１１４

利用期間　　４月１０日（月）から６月３０日（金）まで

利用期間　　４月１０日（月）から６月３０日（金）まで　【除外日 : ４月２９日から５月７日まで】
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観劇・コンサート
◆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 ４月２５日（火）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に５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５／１５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２０１７」P ３４をご覧ください。

ホームページ

ＣＬＵＢ　ＳＥＶＥＮ
－ＺＥＲＯ－（プレビュー公演）

　劇団四季ミュージカル

ノートルダムの鐘

　ミュージカル

レ・ミゼラブル クヒオ大佐の妻

S 席指定１０，８００円
　   （一般料金１３，５００円）

会場：帝国劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１８枚
　　　（一会員２枚まで）

日本初演３０周年。感謝を込めてお贈りします。
出演：福井晶一　岸 祐二　和音美桜　松原凛子　ほか

６／３（土）１７：００

※未就学児は入場不可

五街道雲助　桃月庵白酒　親子会
～逸品ぞろいの噺々～

雪組公演
かんぽ生命　ドリームシアター　ミュージカル・コメディ『幕末太陽傳』

かんぽ生命　ドリームシアター  Show Spirit　『Dramatic“S”！』

©2017『クヒオ大佐の妻』/ ヴィレッヂ

  © 宝塚歌劇団

S 席指定７，０００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）

７／１（土）１５：３０

～原作 映画「幕末太陽傳」© 日活株式会社 監督 / 川島雄三 脚本 / 田中啓一、川島雄三、今村昌平～

全席指定７，６００円
　　  （一般料金９，５００円）

会場：シアター 1010
　　　（北千住）
枚数：各回８枚
　　　（一会員２枚まで）
※未就学児は入場不可

出演：玉野和紀　吉野圭吾　東山義久　西村直人
　　　原田優一　蘭乃はな　香寿たつき

❶❷全席指定５，６００円   （一般料金７，６００円）

❸　全席指定６，０００円

❶ 5／ 26（金）18：30　❷ 5／ 27（土）13：00
❸ 5／ 28（日）13：00

S 席指定１０，０００円
　   （一般料金１１，８８０円）

会場：四季劇場【秋】（浜松町）
枚数：３０枚（一会員２枚まで）

６月２５日 ( 日）にて東京公演千秋楽です。
この機会に是非ご鑑賞ください。

＊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。

６／２４（土）１３：００

❶5／ 24（水）14：00　❷ 5／ 25（木）14：00
❸ 5／ 27（土）14：00

※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

会場：東京芸術劇場
　　　シアターウエスト（池袋）
枚数：各回６枚（一会員２枚まで）

あの、稀代の結婚詐欺師に妻がいた！？謎が謎を呼ぶ“クヒオ大佐”の存在
に魅了された吉田大八監督が映画「紙の月」以来の宮沢りえとの顔合わせで
クヒオ大佐の妻や周囲の人々の姿を、深く！濃く！！快る！！！　　　　　
演出：吉田大八　出演：宮沢りえ　岩井秀人　川面千晶　水澤紳吾

全席指定２，５００円　（一般料金３，５００円）

会場：かめありリリオホール（亀有）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

正統派古典落語を存分にお聴かせい
たします！落語会きっての人気師弟
雲助・白酒を心ゆくまでお楽しみく
ださい。

６／９（金）１８：３０
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落語「らくだ」「井戸の茶碗」より

天津京劇院日本公演（日本語字幕あり）

　前進座五月国立劇場公演

裏長屋騒動記

　日中国交正常化 45 周年記念

京劇「楊門女将 2017」

That’s　が～まるちょばＳＨＯＷ！
＋ロッケンロールペンギン

Ｔｈｅ ＳＯＵＮＤ ｏｆ ＳＨＩＭＡＫＥＮ
～映画とＪＡＺ Z とオーケストラと

ボリショイ・バレエ「白鳥の湖」　
全2幕 4 場

五木ひろしリサイタル
～時代を超えた不朽の名曲～

氷艶～破沙羅

五月花形歌舞伎

©SAKIKO NOMURA ©SEITARO TANAKA

明治座 山田洋次＝監修・脚本

❶６／１５（木）１４：００　❷６／１５（木）１７：３０

❶６／２１（水）１９：００　❷６／２４（土）１７：００❶５／２０（土）１２：００　❷５／２１（日）１２：００

❶５／２１（日）１１：００　❷５／２７（土）１６：００ ❶５／１４（日）１１：３０　❷５／２０（土）１１：３０

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

※３歳以上はチケット必要。３歳未満は入場不可　

全席指定５，５００円
　  （一般料金８，６４０円）

全席指定７，０００円
　 （一般料金８，８００円）

スタンド S 席指定１１，０００円（一般料金１６，０００円）

１等指定９，８００円
　 （一般料金１３，０００円）

１等指定７，５００円
　 （一般料金１０，１００円）

会場：中野サンプラザホール（中野）
枚数：各回１０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：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

会場：国立代々木競技場　第一体育館
　　　（原宿・明治神宮前）
枚数：各回６枚（一会員２枚まで）

会場：明治座（人形町・浜町）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

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）

時代が生んだ名曲の数々を、日本歌謡界の
トップランナー五木ひろしが歌い上げます‼ 
曲目：よこはま・たそがれ　夜空　千曲川　契り　夜明けのブルース　ほか

戦う女性の愛と悲しみ―色とりどりの晴れ着から鎧に装いを変え、
楊家三代にわたる嫁姑たちは武将となって出陣する。

歌舞伎とフィギュアスケート　初の饗宴！
出演：市川染五郎　髙橋大輔　荒川静香
　　　市川笑也　鈴木明子　織田信成
　　　浅田　舞　ほか
演奏：ＤＲＡ M　ＴＡＯ

昼の部：一、行友李風 作 「月形半平太」
　　　　二、楳茂都 「三人連獅子」
夜の部：通し狂言「南総里見八犬伝」
出演：片岡愛之助　ほか

江戸の長屋は今日も底抜け大騒動！山田洋次監督と前進座による
笑いと人情あふれる新作歌舞伎！武士のプライドと屑屋の良心―
可笑しくてちょっぴり苦い山田洋次ワールド全開！

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

S 席指定６，４００円
　  （一般料金８，０００円）

全席指定３，５００円
　  （一般料金４，５００円）

A 席指定１４，５００円　（一般料金２０，０００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：草加市文化会館ホール
　　　（獨協大学前 【旧】松原団地）
枚数：１０枚
　　　（一会員２枚まで）

会場：東京文化会館
　　　大ホール（上野）
枚数：８枚
　　　（一会員２枚まで）

ポップス・ジャス・ミュージカルと幅広いジャンルで活躍しているピアニスト・
作曲家・プロデューサー島健が昨年に引き続き素晴らしいゲストと共にお届け
するコンサート！一夜限りのスペシャルなコンサートをお楽しみください！
スペシャルゲスト：森山良子（vo）　山崎まさよし（vo）　須川展也（sax）
演奏：東京ニューシティ管弦楽団

モヒカン・スーツ姿で会場を爆笑の渦に巻き込む「が～まるちょば
SHOW ！」をたっぷりとお楽しみいただけるプログラムです。

世界の頂点に輝く、バレエの殿堂！初来日から６０年、世界最高峰
バレエ団が魅せる輝きと進化！「白鳥の湖」は息をのむ美しさです。
出演：ユリア・ステパノワ　アルチョム・オフチャレンコ　ほか

６／６（火）１８：３０

５／２８（日）１４：００ ６／１１（日）１８：００
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《広告》はせがわ

❶「Ｆｒｏｍ 」でご案内した事業の申込方法
　右図（トップページ）のア（青枠内）をクリッ
クして、希望の事業を選択しクリックする。

❷コンテンツからの申込方法
　右図（トップページ）のコンテンツの中から
希望事業を選択しクリックする。
例）遊園地フリーパス申込の場合は、イ（赤枠内）

「遊園地フリーパス」をクリックする。

❶❷ともに、希望事業・施設を選択後、希望
枚数を選択→「申し込む」ボタンをクリック
→内容確認→会員情報入力→内容確認→送信
の手順です。

※ 一部事業で専用入力フォームのため、上記手
順と異なる場合があります。

ホームページ  マークのある事業は、 ホームページからお申し込みができます。
 スマホからでもＯＫ

“ ”ホームページからお申込みができます！

ホームページからの申込方法
　足立区　ゆう 検　索

注） 携帯電話に迷惑メール防止などをされている方は
 「yuu-jigyo2@yuu.or.jp」からの自動返信メールを受信できるようにしてください。

ア

イ


