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サービスセンターニュース
５月１０日発行◎

４月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,933
12,278

２０１７年

5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 ※５月の土曜営業は、２7日（９：００～１６：００）です。

申込はハガキ／ FAX で下記㈱新日本紀行へ

横須賀軍港めぐりと東京湾唯一の無人島「猿島」散策 
夏の斡旋バスツアー

軍港として発展してきた横須賀港クルー
ジング、迫力ある艦船を間近で見ること
ができます。都会では感じることのでき
ない自然と歴史的建造物が残された東京
湾唯一の無人島「猿島」散策は、探検気
分で楽しんでいただけます。昼食は、「よ
こすか海軍カレー」です。

〇利用バス会社　　　　ワールド自興株式会社　　　他同等クラス

○旅行企画・実施　　　（株）新日本紀行【東京都知事登録旅行業第３ー９０５号　総合旅行業務取扱管理者　西山　勲】

日　 程 平成２９年７月８日（土） 募 集 ８０名（最少催行人数３５名）　※雨天決行

発 着 出発：足立区役所前午前８時３０分　帰着：足立区役所前午後６時３０分頃（予定）
※交通状況により帰着時間が遅くなる事があります　

コ ー ス 足立区役所 ➡ 首都高速道 ➡ 横須賀 IC ➡ 軍港めぐり（乗船）➡ よこすかポートマーケット（昼食・買物）➡ 
三笠桟橋（乗船）➡ 猿島（自由散策）➡ 三笠桟橋 ➡ よこすかポートマーケット ➡ 首都高速道 ➡ 足立区役所

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。
※家族の対象は、家族登録済の会員の配偶者・子・実父母です。
※キャンセル料は、基本料金９,３００円をもとに旅行会社の基準により算定されます。
※参加費には、バス代（高速、駐車場含む）、昼食代、入場代、諸費用を含みます。

申 込 先

●ハガキ送付先　（株）新日本紀行〒１０１−００６２千代田区神田駿河台２−２フルノートビル４F
● FAX 送付先　　０３−３２９５−５２７９
●ハガキ・FAX の申込は下記①～⑤を全て明記してください。
　①旅行名「ゆうツアー」　②会員番号・氏名・年齢　③住所　④日中連絡のつく電話番号
　⑤参加者全員の氏名・年齢・続柄（会員・家族・関係者）　　

締 切 ６月　２日（金）午後５時必着
※定員をこえた場合は抽選となります。（結果及び詳しい旅行条件は郵送にて６月５日頃の発送となります。）

問 合 せ ☎０３ー３２９２ー５９５９　　　平日　午前１０時～午後６時　　　担当　川田　ひとみ
( 電話での申し込みはできません。)

そ の 他
●�この旅行は、（株）新日本紀行と参加者個人との契約でおこなわれます。
●�旅行の内容、旅行代金の支払い、キャンセル等についてのお問い合せは、旅行会社にお願いします。
●�最少催行人数に満たない場合は中止となり、旅行会社より連絡があります。

会　員 家　族 関 係 者
大人（中 学 生 以 上 ） ７，３００円 ８，３００円 ９，３００円
小人（小     学     生） ７，５００円 ８，５００円
幼児（３歳～未就学児） ５，０００円 ６，０００円

写真はすべてイメージです
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Information

　★会費のご請求について★
　平成２９年度上期の会費を、ご指定の口座から４月２６日に引落をさせていただきました。残金不足等で振替
不能となった事業所様に、５月中に振込用紙を送付しますので、所定の期日までにお支払いください。

アンケート調査ご協力のお願い
　サービスセンター では、会員の皆様にご意見を伺い、よりご満足のいただける福利
厚生サービスを提供していくことを目的として、来月号にて「アンケート調査」を予定し
ております。ご協力のほどよろしくお願いします。
ご回答いただいた方の中から抽選で、記念品をプレゼントいたします。

　★健康診断・人間ドック契約病院所在地変更のお知らせ★
　エヌ・ケイ・クリニックの所在地が以下のとおり変わりました。なお、予約・お問い合わせ先の電話番号は『０３
－３６２０－２０３４』で以前と同じです。
【旧】足立区綾瀬３－７－１５　【新】足立区綾瀬３－２－８　シティプレイスアヤセ３階

　◆退会届

　◆変更届　～自宅・勤務先の住所が変わったときなど～

　◆平成２９年度入学祝金　～受付中～

退会手続きは退会当月末を過ぎると“ ”に到着した日が退会日となり、月会費がかかってしまいます
ので退会届（利用ガイド 2017��P89）のご提出はお早めにお願いいたします。

詳しくは、来月号（From ６月号）でお知らせいたします。

事業所の所在地、会員の住所、電話番号などが変わったときは、速やかに「変更届」（利用ガイド 2017��
P87）をご提出ください（ＦＡＸ可）。手続きが遅れますと、『Ｆｒｏｍ 』やお申し込みいただいたチケ
ット、 からのお知らせ等が届かないことがあります。ご注意ください。

本年４月に小・中学校へ入学したお子様がいらっしゃる会員の方に『入学祝金』が給付されます。家族登録の
ある該当者には４月初旬にご自宅に通知しました。請求の受付は、平成２９年９月３０日までとなっておりま
すので、お早めにご請求ください。

届
出
は
お
早
め
に

潮干狩り券販売
潮干狩り券を販売しています。潮見表は「Fromゆう３月号」・「利用ガイド２０１７�P１７」でご確認ください。

利用期間 ８月１１日（金・祝）まで

場　　所
千葉県木更津市江川海岸　http://www.egawa-gyokyou.or.jp
☎０４３８－４１－２２３４　江川漁業協同組合　Ρ　有（無料）

販売期間
ゆう窓口　　　　　�　�８月　７日 (月 ) まで
ハガキ・ホームページ��７月３１日 (月 ) 午後５時必着　　
●チケットは随時発送します。

料　　金
大人　（中学生以上）　１，１００円　（一般�１，６００円）
子供　（４歳～小学生）　��６００円　（一般� ８００円）
　※採貝大人２ｋｇ、子供１ｋｇまで無料（超過料金…１ｋｇにつき９００円）

枚　　数 一会員６枚まで

ホームページ

来月号（６月号）にて！予　告

東京ディズニーリゾートギフト券【１０, ０００円分】　 　２０名様
クオカード【３, ０００円分】 　　　　　　　　　　　　　５０名様
クオカード【１, ０００円分】 　　　　　　　　　　　　５００名様
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としまえん【夏の１日券】〈抽選販売〉
としまえんの夏の1日券は、入園・プール・のりもの乗り放題！
お申し込みはハガキ／ FAX ／ホームページのみ。※電話での受付はできません。
※販売中の「のりもの1日券」（有効期限９／３０まで）では、プールの入場は出来ません。

ホームページ

ゴルフ練習場回数券・プリペードカードの販売

施設名 所在地・電話 一般価格 会員価格 販売枚数

青和ゴルフセンター 足立区舎人３－１－１９
☎�３８５５－３８４１

回数券５００円�１２枚綴り
５，０００円 ４，０００円 １４０枚

ロッキゴルフセンター 足立区六木２－２－１５
☎�３６２８－０１００

プリペードカード
５，４００円（５,５００円分） ４，４００円 １００枚

◉申込方法� �ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから会員番号、氏名、希望施設、
枚数、送付先（自宅・勤務先）を明記の上、お申し込みください。

◉枚　　数� 各施設　一会員７枚まで（施設名と希望枚数をお忘れなく）
◉締　　切� ５月２６日（金）午後５時必着
◉発送予定� ６月中旬

※申込み締め切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

ホームページ

日  程 ６／２
（金）

６／４
（日）

６／１４
（水）

６／１５
（木）

６／１６
（金）

６／１７
（土）

６／１８
（日）

６／２３
（金）

７／１１
（火）

７／１２
（水）

７／３０
（日）

対  戦 オリックス オリックス ソフトバンク ソフトバンク ロッテ ロッテ ロッテ 中　日 ヤクルト ヤクルト DeNA

券
種

ビームシート 完売 完売 2 2 2 完売 1 1 1 2 1

スカイ４ 1 1 1 完売 完売 1 1 1 完売 1 1

開始時間 午後６時 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時 午後２時

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（前回空き募集分）

◉�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。

☎
◆５月１５日（月）午前１０時から電話受け付け開始（先着順）します

◆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。

利用有効期限
有効期限　平成２９年７月１日（土）～９月３日（日）
＊プール営業予定は７／１（土）・７／２（日）・７／８（土）・７／９（日）・７／１５（土）～９／３日（日）
　詳細はとしまえんホームページをご覧ください。
※雨天等による振替・払戻はできません。

料 金

大人（中学生以上）　  ２, ８００円
子供（３歳～小学生）１, ８００円
３歳未満無料
（一般料金：大人４,５００円・小人３,５００円）　

申 込 方 法
一販売枚数５００枚
一会員５枚まで　ハガキ／FAX ／ホームページ「イベント名：夏の1日券」「会員番号」「会員氏名」
　　　　　　　　　「送付先（自宅か勤務先）」「申込枚数大人・子供」を記入してください。

申 込 締 切 ６月１３日（火）午後５時必着　※申込締切後のキャンセル・変更はできません。

発 送
発送予定日：６月２０日頃
※応募多数の場合は、抽選となります。
　当選結果は、ホームページにてお知らせします。　

刺青・タトゥー・シール・
ペイントをされた方の入
場は禁止されております。
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ホームページ 次
ペ
ー
ジ
の
パ
ー
ク
フ
ァ
ン
パ
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テ
ィ
ー
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用
申
込
書
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。（
コ
ピ
ー
可
）

◆対　象◆ ①「会員と家族」及び ②「その他の家族」のみです。

◆参加費◆

※参加費には「１ＤＡＹパスポート料金」と「パーティー参加費」が含まれています。
※①の「会員と配偶者・子・実父母」のパーティー参加費は、 が負担しています。

◆ 申 込 み ◆ 下記を参照のうえ次ページの「専用申込書」にて、 に持参・郵送・
ＦＡＸにてお申込みください。ホームページでもお申し込みできます。
★�①と②に該当する方であれば、同居・別居を問わずお申し込みできます。
★次ページの専用申込書の記載事項を必ずすべて記入してください。
　※ に家族登録がない場合は、料金区分①に該当しません。申込前に家族登録をお願いします。

　※同一氏名の方の複数応募はすべて無効になりますのでご注意ください。

★参加費記載の年齢は開催当日を基準としています。
★３歳以下の方は入園無料のため、専用申込書の記入は不要です。ただし、
　抽選券配布およびパーティー会場内の席はございませんので、他の参加者の膝
　上にてご観賞ください。
★コーポレートプログラム利用券はご利用できません。
★申込数を取りまとめてのチケット発注となりますので、理由の如何を問わず申込
　締切日以降のキャンセルや申込内容の変更はできません。
★申込者多数の場合、抽選となります。※当選者は ホームページにて６月照上旬に発表予定。

★㈱オリエンタルランドの広報活動において本パーティーの映像等が使用される
　ことがありますのでご了承願います。
★「１ＤＡＹパスポート」および「パーティー入場券」の譲渡・転売は理由の如何
　を問わず禁止です。当センターは、譲渡・転売されたパスポート等の持参により、
　入園・参加できないことにつき一切の責任を負いません。

◆締切日◆ 平成２９年５月３１日（水）午後５時必着　（郵送申込も必着です）

◆通　知◆ 当選者の会員番号を当センターホームページに掲載し、当選者には当選通知
及び請求書を平成２９年６月中旬にお送りします。

「１ＤＡＹパスポート」および「パーティー入場券」は平成２９年７月上旬の発送
を予定しております。なお、落選者への通知はいたしません。

料金区分 大人（18歳以上） 中人（12歳～ 17歳） 小人（4歳～ 11歳）

① 会員と配偶者・子 ･
　 実父母

６, ５００円 ５, ６００円 ４, １００円

② その他の家族
　 （会員の孫・兄弟姉妹）

９, １００円 ７, ８００円 ５, ８００円

ワンデー
パスポート付き！

開催日	 平成２9年7月２3日（日）
会　場	 東京ディズニーランド
　　　	「ショーベース」
時　間	 午前９時から９時３０分まで
	 （開場は午前８時３０分）
募集定員　８００名
　　　	※申込者多数の場合は抽選となります。

パークファンパーティー
東京ディズニーランドⓇ
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食事チケットの申し込み方法（予約制）
（１会員各施設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、ランチかディナー、
　利用枚数、区分（大人・小人等）、送付先（自宅か事業所）、日中連絡のつく電話番号

ホームページ
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※集客状況により開催が中止になる場合があります。
※蛍は気象状況によりご覧いただけない場合がありますのでご了承ください。

ホテル椿山荘東京 「2017年ほたるの夕べ ディナーブッフェ」
ホテル椿山荘東京恒例の「ほたるの夕べ�ディナーブッフェ」を開催します。
約５０種類の和洋ブッフェとフリードリンクでお楽しみください。

開催期間 平成２９年５月１９日（金）～６月３０日（金）

営業時間 受付　午後６時３０分より　開宴　午後７時　２時間制

予 約 先 ０３ー３９４３ー１１４０（イベントダイヤル）

料 金

●大　人（月～木）　７，８００円　（通常料金　９, ８００円）
●大　人（金土日）　９，４００円　（通常料金１０, ５００円）
●小学生（月～木）　３，５００円　（通常料金　４, ３００円）
●小学生（金土日）　３，７００円　（通常料金　４, ５００円）
●幼　児（月～木）　１，５００円　（通常料金　２, ３００円）３歳以上
●幼　児（金土日）　１，７００円　（通常料金　２, ５００円）３歳以上

内　　 容
◇料金には、税金・サービス料を含みます。
◇約５０種類の和洋バイキングの食べ放題。
◇フリードリンク（ビール、赤・白ワイン、焼酎、ウィスキー、ソフトドリンク）

文京区関口２−１０−８　　　東京メトロ有楽町線「江戸川橋」１Ａ出口徒歩約１０分

写真はイメージです

食事チケット　ご案内中です
● 京王プラザホテル
　　　～平成２９年６月３０日　詳しくは「From 」４月号をご覧ください。

● 品川プリンスホテル
　　　～平成２９年６月３０日　詳しくは「From 」４月号をご覧ください。

● 赤坂エクセルホテル東急
　　　～平成２９年６月３０日　詳しくは「From 」４月号をご覧ください。

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

大英自然史博物館 　６月１１日（日）まで 窓口　～６／５まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～６／２ From ４月号

レオナルド×
ミケランジェロ

　６月１７日（土）～
　９月２４日（日）まで

窓口　～６／１６まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～６／１５ From ４月号

大エルミタージュ展 　６月１８日（日）まで 窓口　～６／１２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～６／９ From ４月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆ ホームページ

★チケット完売のお知らせ★ ｢ミュシャ展」のチケットは好評完売となりました。ありがとうございました。

ゆう
窓口残数僅少
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開催日時

●７月４日（火）～８月２７日（日）
●午前９時３０分～午後５時　(入館は閉館の３０分前まで )
　※金曜日と土曜日は午後９時まで、日曜日と７／１７（月・祝）は午後６時まで
●休館日…月曜日　※７／１７（月・祝）、８／１４（月）は開館、７／１８（火）は閉館

会　　 場 東京国立博物館　平成館　（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、一般券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

●ゆう窓口販売� ７月１４日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ７月　７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

開催日時
●７月２日（日）まで
●午前１０時　～　午後６時　※入場は午後５時３０分まで
●休館日…月曜日

会　　 場 世田谷美術館（世田谷区砧公園・用賀）

料 金
一　般　７００円（当日券　１，２００円）
※障害者手帳をお持ちの方は、当日５００円。介助の方 1名までは、無料になります。
　小・中・高・大学生の障がい者は無料（要手帳提示）　※未就学児は無料

申込販売
方 法

●ゆう窓口販売� ６月３０日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ６月２３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

●５月３１日（水）～７月１７日（月・祝）※作品保護のため、会期中展示替を行います
●午前１０時�～�午後６時（金・土、および７／１６（日）は午後８時まで開館）
　�※いずれも入館は閉館の３０分前まで

休館日　毎週火曜日（７／１１は開館）

会　　 場 サントリー美術館　（東京ミッドタウン　ガレリア３Ｆ）　

料 金 一　般（前売券）　８００円（当日券　１，３００円）
　※中学生以下無料。※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方1名様のみ無料

申込販売
方 法

●ゆう窓口販売� ７月１４日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ７月　７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

日タイ修好１３０周年記念特別展「タイ～仏の国の輝き～」

「エリック・カール展」すべての子どもたちと、
　かつての子どもだったおとなたちに

神の宝の玉手箱六本木開館１０周年記念展
国宝《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》修理後初公開

ホームページ

ホームページ

ホームページ

本年、日タイ修好１３０周年の節目にあたり開催される本展は、タイ族前史の古代国家、タイ黎明期のスコー
タイ朝、国際交易国家アユタヤー朝、現王朝のラタナコーシン朝における仏教美術と編年的な構成で各時代
の名品を紹介します。「ナーガ上の仏陀座像」や「仏陀遊行像」など日本初公開の名品に加え、「ラーマ２世
王作の大扉」など、約１４０点の作品で仏教がタイの文化形成に果たした役割をひもといていきます。

《金象》金、貴石　アユタヤー県ワット・ラーチャ
ブーラナ遺跡仏塔地下出土　アユタヤー時代
15世紀初　チャオサームプラヤー国立博物館

国宝　浮線綾螺鈿蒔絵手箱　一合　鎌倉時代
13世紀　サントリー美術館

アメリカを代表する絵本作家エリック・カールは、小さなあおむしとともに長く豊かな道を歩んできました。本展
第１部では彼の最も得意とする生き物たちを取り上げる「動物たちと自然」、未邦訳の作品を含む「昔話とファン
タジー」等を展示、第２部では作家としての人生を振り返る展示の２部構成となっています。様々な関連イベント
も企画されており、都立砧公園の一角にある立地からご家族おそろいでの鑑賞や散策もお楽しみいただけます。

美しく飾られた箱は「玉手箱」と呼ばれ、貴人の愛玩器物としてだけではなく、神々への奉納物として特別
に仕立てられ、今も神宝として伝わるものもあります。本展は、修理後初公開となる国宝《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》
を起点に、現存する名品と関連作品や名だたる神社に伝えられた様々な神宝物を合わせて展示し、手箱の神宝と
しての姿をご紹介いたします。金や螺鈿きらめく漆芸の結晶美をご堪能下さい。

ゆう
窓口

ゆう
窓口

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
●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
●朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕 ☎０３−５２４２−１３３１
●ゴールドジム北千住東京　　　　　　 ☎０３−５２８４−３６３６

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。

（参考）足立区では、足立区国民健康保険加入の４０～７４歳の方を対象に、無料で「特定健診」
　　　（日曜の受診も可）を行っています。詳しくは足立区国民健康保険課にお問合わせください。　

ホームページゆう
窓口

日曜健康診断（前期）
　 では、日ごろ忙しくて健康チェックの機会が少ない方のために日曜健康診断を実施します。
なお日曜健診のお申し込みは、前期または後期（11月）のいずれか 1回となります。また、
日曜健診に申し込まれますと、健康診断 (委託 ) および人間ドックでの補助金利用はできません。

日　　時 ７月９日（日）８：３０～１２：３０
●受付時間は、当センターで振り分けて後日ご案内します。

場　　所 足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ・綾瀬駅西口徒歩３分）

募集人員 約２００名　会員・家族・会員の関係者（関係者だけでの申込はできません。）

コ ー ス
と

各 料 金

Ａコース：基本の検査（医師の診察、身体計測、血圧測定、胸部Ⅹ線検査、視力・聴力・
　　　　　　　　　　　尿・血液検査、心電図）
Ｂコース：基本の検査　+　胃の検査（胃部X線検査）
Ｃコース：基本の検査　+　ペプシノーゲン検査（基本の血液採血に含む）

●検査機関：医療法人社団　同友会
＊受診結果は 8月上旬以降に発送予定です。

ペ プ シノ
ー ゲ ン
検 査 に
つ い て

ペプシノーゲンとは、胃の粘膜で作られる消化酵素（ペプシン）の元となる物質です。
胃がんの前病変ともいわれる萎縮性胃炎では、このペプシノーゲンの分泌量が減少します。
ペプシノーゲン検査とは、ペプシノーゲンの濃度を測ることによって萎縮性胃炎の進行度合い、つまり胃がん発生の危険度を推
定するものです。バリウムを使った胃部Ⅹ線検査が胃がんそのものを発見する検査であるのに対して、血清ペプシノーゲン検査
は「胃がんのできやすい人」を発見する検査です。　　　　　～H２９年度健康診断実施検査機関　　医療法人社団　同友会～

申込方法

専用はがき／ FAX／ホームページより、次の事項を記入のうえお申込ください。　
記載事項� １. 希望のコース名（Ａ・ＢまたはＣコース） 
  ２. 会員番号・会員氏名・書類の送付先（自宅または勤務先）
  ３.. 受診希望者の①氏名とフリガナ ②生年月日③性別④申込区分（会員・家族・関係者）
●�複数の会員が申込む場合は、それぞれの会員番号を記入してください。
●�必ず希望のコース名（Ａ・ＢまたはＣ）を明記してください。

締　　切 ５月２３日（火）午後５時《必着》 通　 知 ６月２０日頃振込用紙・受診案内をお送りします。

コース 会　員 家　族 関係者

Ａコース ３，５００円 ４，４００円 ５，８００円

Ｂコース ５，９００円 ７，４００円 ９，８００円

Ｃコース ４，３００円 ５，４００円 ７，２００円

ホームページ
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プリンスアイスワールド２０１７ 東京公演入場券販売 ホームページ

世界で活躍するトップスケーター達の華麗な演技が楽しめる氷上のスケートエンターテインメント。「プリ
ンスアイスワールド２０１７東京公演」のチケットをご案内いたします。競技会とは違う、自由度の高いパ
フォーマンス、スケーターの新たな一面にご期待下さい。

７月１６日 ( 日 )　午前１１時（１回目公演）　※公演は約２時間（休憩約２０分）

■ＣＡＳＴ
■ＧＵＥＳＴ

プリンスアイスワールドチーム、荒川静香、本田武史　ほか
安藤美姫、町田�樹　ほか

■会　場 ダイドードリンコアイスアリーナー
（西武新宿線「東伏見駅」徒歩 1分）

■料　金
ＳＳ席（指定席） １０，０００円（一般料金　１３，０００円）
●一会員２枚までお申込みできます。
●こども料金はありません。

■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「プリンスアイスワールド東京公演」・申込枚数・送付先
（自宅or 勤務先）を明記してお申し込みください。

■締　切 ５月２５日（木）午後５時必着

■その他
６月中旬にチケットをお送りさせていただきます。
申込者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。
落選者への通知はありません。

さくらんぼ  味の宅配便

商 品 さくらんぼ（佐藤錦）

料 金

（Ａ）ばら詰め５００g ≪粒サイズ：大粒≫　３，６００円（一般料金４, ６００円）
（Ｂ）ばら詰め　  １㎏ ≪粒サイズ：標準≫　４，１００円（一般料金５，４００円）
※（Ａ）（Ｂ）ともに送料、税込みの料金です。
　ただし、送り先が、九州の場合６００円、北海道・四国の場合５００円、中国地方の
　場合は４００円の別途料金がかかります。

申込口数 （Ａ）・（Ｂ）あわせて一会員 2口まで

商品発送 ６月中下旬から順次発送（予定）天候・実り等により多少ずれる場合もあります。

締 切 ５月２６日（金）午後５時必着

支 払 い ５月３０日（火）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。

そ の 他

さくらんぼは大変痛みやすい果物です。
予めご了承頂いた上でご注文いただければ幸いです。
●出荷にあたっては、万全のチェック体制で品質の良いものを選別して発送しています。
●品種は出来具合により紅秀峰に変更となる場合もあります。

初夏の味覚上品な甘さ！！
「フルーツ王国・福島」からお届けします。

《お届先》ハガキ／ＦＡＸ／ホームへ―ジの通信欄に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）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。

ホームページ
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《広告》はせがわ

《広告》シアター１０１０

国立劇場７月歌舞伎鑑賞教室「一條大蔵譚」
歌舞伎は観てみたいけれどわかりづらくて・・・というあなたへおすすめの
歌舞伎鑑賞教室。「歌舞伎のみかた」の解説付きで楽しく鑑賞できます！

ホームページ

開催日時 ①７月７日（金）開演：午後7時　②７月１６日（日）開演：午前１１時
会　　場 国立劇場　大劇場　（半蔵門駅徒歩５分）

演　　目

解説「歌舞伎のみかた」　坂東亀蔵

鬼一法眼三略巻「一條大蔵譚」二幕
出演：尾上菊之助、中村梅枝、尾上右近、坂東彦三郎　ほか

募集人員 各回１０名　※一会員４枚まで（申込多数の場合は抽選）
料　　金 一等席　２，５００円（一般料金３，９００円）

申込方法 ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号・会員氏名・イベント名「歌舞伎鑑賞教室」・希望日（①・②の
いずれか）・申込枚数・チケット送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込みください。

締　　切 5月２５日（木）午後５時必着 通　　知 当選者のみ6月中旬までにチケットを発送します。
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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 ５月２５日（木）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に６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６／１５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」Ｐ３４をご覧ください。

ホームページ

　ブロードウェイミュージカル

ピーターパン

　角笛シルエット劇場

「ごんぎつね」「つのぶえのうた」「赤ずきん」

　ミュージカル

ビューティフル
　ミュージカル

RENT

ディズニー・オン・アイス

恐竜どうぶつ園～ティラノサウルスがやってくる！～

S席指定１０，４００円　（一般料金１３，０００円） S席指定９，２００円　（一般料金１１，５００円）

全席指定２，４００円　（一般料金３，０００円）

会場：帝国劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚
　　　（一会員２枚まで）

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

会場：東京国際フォーラム　
　　　ホールC（有楽町）
枚数：１０枚（一会員４枚まで）

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）

世界的なシンガーソングライター、キャロル・キングの半生を描く
感動の物語。
出演：平原綾香　中川晃教　伊礼彼方　ソニン　武田真治　剣 幸　ほか

NO�DAY�BUT�TODAY　過去もない未来もない。
今日という日、ただ精一杯愛し、生きるだけ。
演出：村井良大　ユナク（超新星）　青野紗穂　光永泰一朗　丘山晴己

愛され続けて３７年！！大人にならない永遠の少年（ピーターパン）
が大人になってしまったあなたの心を温かく、子どもたちの心を熱
くします。

夏休み、家族で楽しめる。見て、触れて、学べる体験型リアル恐竜ショー！
終焉後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ合えます。
その際には写真撮影も可能です！

８／２０（日）１７：３０ ７／１２（水）１９：００

７／２９（土）１５：３０

７／２２（土）１５：３０

※未就学児は入場不可 ※未就学児は入場不可

※Wキャストのため７／１２は堂珍嘉邦の出演はありません

©Disuney,©Disney/Pixer

©Photo�by�Leslie�kee

❶７／２２（土）１４：００　
❷７／２３（日）１０：３０

❶７／１５（土）１４：００　❷７／１６（日）１０：００

全席指定２，０００円
　  （一般料金３，０００円）

S席指定大　人５，０００円
　　　   （一般料金６，３００円）

S等指定大　人６，８００円
　　　   （一般料金８，５００円）

S席指定子ども４，０００円
　　　   （一般料金５，２００円）

S等指定子ども４，４００円
　　　   （一般料金５，５００円）

会場：日経ホール（大手町）
枚数：各回１０枚（一会員４枚まで）

会場：幕張メッセ
　　　幕張イベントホール（幕張）
枚数：各回２０枚（一会員４枚まで）

Everyone's Story

声の出演：市原悦子　ほか　
歌：たいらいさお　稲村なおこ　　　
声の出演：横沢啓子　肝付兼太　ほか

※3歳以上有料

※子ども料金は 3歳から小学生まで

日本語上映／上映時間６０分

※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。
　ただし座席が必要な場合は有料

※子ども料金は 3歳から小学生まで。
　2歳以下のお子様は保護者 1名につき 1名まで
　膝上に限り無料　但しお席の必要な場合は有料
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医療法人健育会 Presents

　東京バレエ団

『ラ・バヤデール』

　東急シアターオーブ5周年記念公演　ブロードウェイ・ミュージカル

ウエスト・サイド・ストーリー

綾戸智恵コンサート2017
～ＤＯ ＪＡＺＺ～還暦スペシャル

美輪明宏　
ロマンティック音楽会～生きる～

ふるあめりかに袖はぬらさじ

秋川雅史コンサートツアー
～ＡＭＯＲＥ～

アルフレッド・ハウゼ・タンゴオーケストラ

ｌｉｖｅ ｉｍａｇｅ 17 ｄｉｘ-ｓｅｐｔ

デビュー20周年

❶７／１８（火）１９：００　❷７／２３（日）１３：００
❸７／２９（土）１３：００
S席指定１０，４００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）

世界中を虜にし続ける、ミュージカルの傑作！
2017 年東急シアターオーブに再来日！！

S席指定７，０００円
　   （一般料金８，８００円）

S席指定８，０００円　（一般料金１０，０００円）

S席指定９，５００円
　 （一般料金１３，０００円）

全席指定６，８００円
　　　（一般料金８，６４０円）

S席指定５，７６０円
　   （一般料金７，２００円）

全席指定５，０００円　（一般料金６，５００円）全席指定５，０００円
　   （一般料金６，５００円）

会場：すみだトリホニーホール
　　　（錦糸町）
枚数：１０枚
　　　（一会員２枚まで）

会場：東京文化会館（上野）
枚数：１０枚
　　　（一会員２枚まで）

会場：明治座（浜松町）
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：１０枚（一会員２枚まで）

会場：中野サンプラザホール（中野）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

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

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

コンチネンタル・タンゴの王様　アルフレッド・ハウゼ・オーケストラ、２年
ぶりの来日公演！流麗なストリングス情熱的なアコーディオンが魅了する！
演奏予定曲：ジェラシー　ラ・クンパルシータ　碧空　エル・チョクロ　黒い瞳　ほか

濃厚なエキゾティシズムとドラマ、クラシック・バレエの美が見事に溶け合っ
た壮大なスペクタル「ラ・バヤデール」！絢爛豪華な輝きの中、実力と華やか
さをあわせもつダンサーたちが客席を夢の世界に誘います。

出演：大地真央　浜中文一（関西ジャニーズ Jr.）　中島亜梨沙　
　　　鷲尾真知子　未沙のえる　斉藤暁　佐藤Ｂ作　横内正　ほか

出演：石丸幹二（ヴォーカル）　沖�仁（フラメンコギター）　小松亮太（バンドネオン）
　　　ゴンチチ（ギターディオ）　高嶋ちさ子（ヴァイオリン）　羽毛田丈史（ピアノ）
　　　宮本笑里（ヴァイオリン）　LE�VELVETS（ヴォーカルグループ）

生き抜く為の勇気、癒し、歓び、心の歌が貴方を満たします。選曲はもとより、
舞台美術、照明、衣装に至るまで趣向を凝らし繰り広げられる、美輪明宏の
世界をご堪能ください。

笑わせたり、泣かせたりのトークを交えながら、ジャズ、ポップスなどの幅
広いレパートリーを巧みに取りれた、個性的なステージをお楽しみください！ 予定曲目：アマポーラ　函館山から　ソーラン節　つぐない　千の風になって　ほか

７／８（土）１３：００ ７／１（土）１４：００

７／１５（土）１２：００

７／１４（金）１８：３０ ６／２９（木）１８：３０

７／１７（月・祝）１５：００ ６／２５（日）１５：００

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可
※生演奏 /英語上演 /日本語字幕付き

※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

©nilz�boehme

©Kiyonori�Hasegawa
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