
◇旅行主催　国際急行観光㈱さいたま営業所（観光庁長官登録旅行業第１１９９号　総合旅行取扱管理者　山崎　康司）

◇利用バス会社　　　　株式会社はとバス

日　 程 平成２９年１１月１２日（日）　 募集８０名（最少催行　３５名）
時 間 出発：足立区役所 午前７：３０　帰着：足立区役所　午後６：００頃　交通状況により到着時間が変わります。

コ ー ス
足立区役所→首都高・関越道→沼田 IC→道の駅川場田園プラザ ( 新鮮野菜等のお買い物 )→吉祥寺 ( 見学・
紅葉スポット )→酒蔵　誉国光（試飲と買い物）→かやぶきの源泉湯宿　悠湯里庵（昼食）→果実の里　
原田農園 ( りんご狩りと買い物 )→沼田 IC→関越道・首都高→北千住付近・足立区役所

旅行代金 ●代金には、食事代・バス代・吉祥寺拝観料・りんご狩り ( お土産付き ) を含みます。
●３歳以下のお子さんは、りんご狩り料金 ( ７５０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。旅行会社へお問い合わせください。
●家族は、会員の配偶者・子・実父母となります。（家族登録のある方）
●キャンセル料はすべて補助金なしの料金を基本として旅行会社の基準により算定されます。

申 込 先

●ハガキ送付先　〒３３６- ００１８　さいたま市南区南本町２ー２０ー１５ー２０５　
● FAX 送付先　 ０４８ー８３２ー３１０３　
　　　　　　　　国際急行観光株式会社　さいたま営業所「 」係　担当　山崎
●ＦＡＸ・ハガキに下記①～⑤を全て明記してください。
　①旅行名「足立ゆう秋のバスツアー」　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）　　

申込締切 平成２９年９月２９日（金）必着　　※申込多数の場合は抽選となります。（通知発送１０月１１日頃）

問 合 せ ☎０４８ー８３２ー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㈱さいたま営業所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、直接旅行会社にお願いします。
●添乗員は旅行会社の社員となり、ゆうの職員は添乗しません。
●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します。

会　員 家　族 関 係 者

大 人（ ４ 歳 以 上 ） ７，８００円 ８，８００円 ９，８００円
○補助金（会員 2,000 円　家族 1,000 円）が差引
　かれています。

サービスセンターニュース

９月１０日発行◎

８月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,932
12,550

２０１７年

９月号

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/

申込み　ハガキ／ＦＡＸで下記旅行社へ

群馬川場村で紅葉・買い物＆りんご狩り

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２０１７」Ｐ．９１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 ※９月の土曜営業は、２３日（９：００～１６：００）です。

群馬の雄大な山並みに囲まれた川場村の観光拠点「川場田

園プラザ」でお買い物の後は、創建６７０年になる花寺　吉

祥寺を訪ねます。関東名水百選の仕込み水で造る酒蔵見学、

昼食は、川場温泉の人気湯宿で地元素材を

活かした会席料理を味わいます。さらに観

光農園のお土産付き“りんご狩り”と盛りだ

くさんの秋の一日をお楽しみください。

秋のあっせんバスツアーはとバスで行く

写真はイメージです

東日本で人気ナンバー1
道の駅「川場田園プラザ」

豆腐とそば会席
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※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対象となりません。

※記念品は足立区内共通商品券又はクオカードから選択
会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で
９月３０日までに

会員様を追加入会していただくと
入会金無料＆記念品を進呈！

会費は月額５００円です。９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。（１０月以降は半期ごとに、
指定の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月からの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」を展開中！
足立区内全戸配布の「公社ニュースときめき」９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、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！

９月中に入会の場合は、入会者一人につき	 ５００円	 相当の記念品

日　 程   平成２９年１０月１日（日）　午前１０時３０分～正午 募集人数  ４８名

お問合せ 電話０３－３８３８－３５８６　　　※平日 ９：００～１７：００

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）綾瀬駅西口下車　徒歩３分

参 加 費 会員・家族・関係者　お一人５００円（水分補給用ドリンク付）　　※当日会場でお支払い

申 込 先
〒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ゆう宛
FAX ０３－３８３８－３５５６　ホームページは　足立区ゆう　より検索してください。

申 込 方 法

ハガキ／ FAX ／ホームページから下記①～⑥を全て明記のうえ「申込先」へ送付してください。
①行事名「ライフプランセミナー」　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）

（お電話での申込みはできません）

締　 切 ９月１９日（火）午後５時必着

そ の 他 当日は動きやすい服装でご参加ください。

暮 らしの 中 の 健 康 改 善
「運動による生活習慣病予防セミナー＆肩こり・腰痛改善セミナー」

ライフプランセミナー

　生活習慣病のリスク、肩こり・腰痛の要因などのお話しをしながら、姿勢の確認や日常生活に取
り入れることのできる簡単なストレッチ、筋力トレーニングを行います。イスに座ったままで行い
ますので、着替えをする必要もなく、どなたでも気軽に参加できます。
　講師はセントラルフィットネスクラブ竹の塚店よりインストラクターを招いて行います。スポー
ツクラブでの運動指導を実際に体感してみましょう！
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日曜健康診断（後期）
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、日曜健康診断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 １１月２６日（日）８：３０～１２：３０〈 B コースの所要時間　約４５分 〉
　●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１２月中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。

～ H ２９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．会員番号と会員氏名・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（年号） ③性別 ④申し込み区分（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 １０月３日（火）午後５時《必着》 通 知 １０月２６日頃振込用紙・受診案内をお送りします。

コース名 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

（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い合わせください。

ホームページ

食事チケット　ご案内中です
●ホテルオークラ東京ベイ
　　　　平成２９年９月３０日まで　詳しくは「From 」６月号をご覧ください。

●東武ホテル　レバント東京
　　　　平成２９年９月３０日まで　詳しくは「From 」７月号をご覧ください。

●グランドニッコー東京台場
　　　　平成２９年９月３０日まで　詳しくは「From 」７月号をご覧ください。

ホームページ
ゆう
窓口
受取
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《広告》シアター１０１０

味の宅配便 静岡産　次郎柿
果肉はコリコリとした食感のある完全甘柿です。
商 品 静岡産  贈答用次郎柿

料 金

（Ａ）２Ｌ・１２粒化粧箱入り  ２，３００円（一般料金  ３，２６０円）
（Ｂ）２Ｌ・２６粒　　箱入り  ４，１００円（一般料金  ５，５８０円）
※　（Ａ）・（Ｂ）ともに送料・税込の料金です。

（A）北海道・沖縄・伊豆諸島については、別途送料５４０円がかかります。
（B）北海道は５４０円、沖縄・伊豆諸島は別途送料８８０円がかかります。

申込口数 １会員（Ａ）・（Ｂ）合わせて一会員２口まで
商品発送 １１月中旬発送予定　天候や収穫等の変動により多少前後する場合もあります。
締 切 １０月２日（月）午後５時必着　　　
支 払 １０月５日（木）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。

ハガキ／ＦＡＸ／ホームペー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）それぞれお書きください
 ※送り先　… 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。

ホームページ

《お届け先》

有効期間 １０月９日（月・祝）まで
時 間 午後７時１５分 竹芝客船ターミナル出航  ～ 東京湾周遊 ～ 午後９時 竹芝客船ターミナル着

料 金
●大人 ２，０００円 （一般料金 ２，６００円）
●中・高校生 ８００円 （一般料金 １，０５０円）
●小学生 ４００円 （一般料金 　　　　 ５５０円）　※一会員６枚まで

販売期間

●ゆう窓口 １０月５日（木）まで
●ハガキ／ FAX ／ホームページ ９月２９日（金）午後５時必着
　※ 申込・購入後のキャンセル・払戻はできませんので、必ず東海汽船に予約してからお申込みください。
　※ 申込時に予約日、予約番号（パーティープランを除く）をお知らせください。

毎年大好評!! 東京湾納涼船チケット販売中です！
５, ０００t クラスの大型客船で東京湾をクルージングしながら、美しい夜景とお食事、そして音楽やダンスなどで、
楽しい夏のひとときを過ごしていただける「東京湾納涼船」をご家族、グループで楽しんでみませんか？
生ビール・ワイン・サワー・ソフトドリンク等飲み放題（フード類は別途料金）です。
ゆかた着用割引等、他の割引サービスとの併用はできません。「足立区勤労福祉サービスセ
ンター」の会員であることを告げ、東海汽船０３（３４３７）６１１９（受付時間 午前９時３０分～
午後８時）に予約後（乗船日の１か月前から可）、 に申し込んでください。

ホームページゆう
窓口
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映画鑑賞券 ［通年販売］
「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（後期分）を発売開始！
TOHOシネマズ各館で利用できる大変便利な映画鑑賞用「パスポートチケット（TCチケット）」です。
使い方は簡単！劇場窓口で直接使用するほか、事前にインターネットで座席予約も可。チケットに記載
のIDとパスワードを入力してお使いください。

販売開始 ９月２０日（水）から　（同日より郵送分も随時発送）

利用期間 １０月１日（日）から平成３０年３月３１日（土）まで

販売枚数 一会員前期・後期合わせて６枚まで

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

料 金 １枚１，１００円　大人・小人共通（一般価格１，８００円【大人】）

そ の 他

●チケット 1 枚につき、１作品の鑑賞が出来ます。
●各種割引との併用はできません。
●特別興行作品など一部ご利用できないものがあります。
●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、返金及び再発行はできません。

ホームページ☎ ゆう
窓口

●「入学祝金」の請求はお済みですか？
平成２９年３月２日までにご入会の方で、今年度小・中学校に入学されたお子様がいる場合、「入学祝金」
の請求ができます。受付期限の９月２９日（金）が迫っておりますので、お早目にご請求ください。

映画鑑賞券「TOHO シネマズパスポートチケット」
前期分（利用期間９月３０日まで）も引き続き好評発売中！！
すぐに映画を見たい方！ぜひこちらをお求めください。

●「ザ・グランリゾート箱根」はリニューアルのため９／４（月）から１１／３０（木）まで営業しておりません。
　１２／１（金）オープン予定です。

●「セントラルフィットネスクラブ竹の塚」「朝日スポーツクラブ　BIG-S 竹の塚」「ゴールドジム北千住東京」    
　の利用券は完売しました。

●抽選とならない各種チケット等は郵送の場合、原則、ご注文頂いた翌営業日に郵便局に持ち込みます。余裕
　をもってご注文ください。

●「宿泊施設利用補助」をご利用ください。
では、会員の皆様が宿泊をともなう旅行をした場合、年度内２泊まで１泊２，０００円の補助を行っ

ています。請求の方法、添付書類などは、「利用ガイド ２０１７」Ｐ２２をご覧ください。
なお、添付書類の「領収書」や「 指定の宿泊証明書」のいずれもご用意が難しい場合（例えば、海外
旅行・インターネットでの申し込み・ご旅行前にクレジットカード、銀行振込等で精算した場合など）は、
お手続きに必要な書類を個別にご案内いたしますので、旅行会社から預かった書類等は破棄せずにでき
るだけご出発前に必ず にご相談ください。

Information
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スパリゾート・ハワイアンズ
入場券（後期分） ホームページゆう

窓口

販売開始 ９月２０日（水）から　（同日より郵送分も随時発送）

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

販売枚数 一会員　８枚まで

料　　金 １枚　７００円 （大人通常料金 ３，２４０円）　
　※３歳以上から有料（幼児通常料金　１，４５０円）

利用期間 １０月１日（日）から平成３０年３月３１日（土）まで

そ の 他
●チケット申込後のキャンセル・枚数変更はできません。
●ハワイアンズにお泊りの場合は、1 泊一名２枚の入館券が必要となります。詳しくは、
　「利用ガイドゆう２０１７」P ２０をご覧ください。

☎

有効期限 平成３０年３月３１日まで

販売枚数 一会員　１０枚まで

金　　額 １枚　２, ２００円（大人）　１, ２００円（小人）
※小人　３歳～小学生、３歳未満は無料

その他
交通：西武池袋線「池袋駅」から直通１４分「豊島園駅」下車
休園日等はとしまえんホームページでご確認ください　http://www.toshimaen.co.jp

有効期限 平成３０年３月３１日まで

販売枚数 一会員前・後期合わせて　１０冊まで

金　　額 １冊　（１０ポイント）２，２００円　（大人・小人共通）

その他
アトラクションワンデーパスポートに引換えて利用するほかスパラクーア、東京ドームホテル「リラ
ッサ」のバイキング、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。

遊園地チケット【後期券】を販売！
１０月１日（日）から利用できるゆうえんちフリーパスの販売を９月２０日（水）から販売・発送いたします。

東京ドームシティアトラクションズ「得１０チケット」【前期分】も好評発売中！
９月中にご利用の方はこちらをお求めください！
東京ドームホテル「リラッサ」でのバイキングにもご利用できます！！

ホームページ☎ ゆう
窓口

としまえん一日 フリーパス［後期券］

東京ドームシティアトラクションズ「得１０チケット」［後期券］
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アンケート調査結果
「Ｆｒｏｍ 」６月号でご協力をお願いいたしましたアンケート調査につきまして、大変多くの会員の皆様か
らご意見ご要望をいただくことができました。ご協力ありがとうございました。
※ご回答いただきました方々の中から、抽選で合計５７０名の方々へ記念品をお送りしております。（８／２９発送済み）

アンケート調査時（6 月１日）現在の会員数　　１２，４７１人　　回答率　２０. ６％

回答数 ２, ５７５
性 

別

男性 １，２２１
女性 １，３４５

未回答 　　　９
年代別

～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代～ 未回答

１１６ ３３６ ７０７ ６１７ ５８０ ２１０ ９

1　今まで利用して良かったもの、また利用したいと思うものは何でしょうか？

2　スポーツ観戦チケットで取り扱ってほしいもの

レジャー施設
①東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券　１,６４３件
②遊園地フリーパス　１,１５４件　③レジャー施設補助券　１,０３７件

旅行等 ①宿泊利用補助　９７４件　②日帰りバスツアー　４０７件　③会員制リゾートホテル　１７８件

チケット ①観劇・コンサート　７０４件　②映画鑑賞券　６２４件　③図書カード　４７３件

グルメ ①ホテル食事チケット　６３９件　②ジェフグルメカード　５４４件　③味の宅配便　２８４件

健康・スポーツ ①健康ランド補助券　７０７件　②健康診断・人間ドック　５５６件　③スポーツクラブ　２４２件

その他 ①給付金　１,１２９件　②美術展チケット　５４１件　③資格取得補助　２２４件

多数意見 ①大相撲　８０１件　②フィギュアスケート　６７８件　　③サッカーＪリーグ　４２２件

3　” ”の電話・窓口での接客について

3　” ”の事業内容について、どの程度満足していただいていますか？

非常に良い まあまあ良い ふつう あまり良くない 悪い 未回答
９３０ ８６３ ６３２ １６ ６ １２８

大変満足 満足 ふつう やや不満 不満 未回答
４７０ １, ３００ ６２２ １０４ ２０ ５９

4　” ”へのご意見ご要望（各ジャンルで多数ご意見・ご要望をいただいたもの）

●としまえんフリーパスの料金が値上がりして残念
●遊園地のフリーパスが年々値上がりしているので、もう少し安くしてほしい。
●健康ランド利用補助券の枚数を増やしてほしい。「竜泉寺の湯」を補助対象に入れてほしい。
●東京ディズニーリゾート特別利用券の枚数を増やしてほしい。
●ＵＳＪ、スカイツリー展望台、サンシャイン水族館等の割引チケットを扱ってほしい。
●観劇コンサートの種類や枚数をもっと増やしてほしい。
●大相撲のチケットを取り扱ってほしい。
●サッカーの観戦（又はＪリーグ）チケットを取り扱ってほしい。
●北千住のスポーツクラブ「ルネサンス」のチケットを取り扱ってほしい。
●宿泊利用補助の利用数を増やしてほしい。
●日帰りバスツアーをもう少し増やしてほしい。
●ホテル食事チケットのレストランをもっと増やしてほしい。

5　” ”事務局から

今回のアンケート調査でいただきましたご意見ご要望は、各種サービスとのバランスや利用実績等を十分
に踏まえ、来年度の事業計画作成の際に参考とさせていただきます。
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ゴ　ッ　ホ　展

「 フランス人間国宝展 」

改組　新　第４回　日　展

巡 り ゆ く 日 本 の 夢

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ファン・ゴッホが描いた浮世絵の模写、日本美術の構図や色彩表現を取り入れた作
品、理想郷として夢見ていた日本のイメージを反映した作品など、さまざまな角度
からファン・ゴッホ作品への日本の影響をひも解きます。『タラスコンの乗合馬車』・

『夾竹桃と本のある静物』は本展で日本初公開となります。

フランス伝統工芸の最高技能者に与えられる“メートル・ダール”は、日本の重要無形文化財認定（通称
“人間国宝”）にならってフランス文化・通信省が策定した称号です。本展は、その称号を持つ作家を中心に、
伝統を継承しつつ革新的に芸術的工芸の世界を牽引する作家１５名による革、鼈甲、羽細工、傘、扇、壁紙
など珠玉の作品およそ２００件を紹介する海外初の展覧会です。

開催日時

●１０月２４日（火）から平成３０年１月８日（月・祝）まで
午前９時３０分～午後５時３０分（入室は閉室の３０分前まで）
※会期中の金曜日、１１／１（水）、２（木）、４（土）は午後８時まで

●休室日　月曜日、年末年始１２／３１（日）、１／１（月・祝）
※１／８（月・祝）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　９００円 （当日券 １，６００円）
●中学生以下は無料
●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いの方 (１名まで ) は無料
●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。
●１１／１５（水）、１２／２０（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。
※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 １２月２２日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２月１５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

●９月１２日（火）から１１月２６日（日）まで
●午前９時３０分～午後５時　( 入館は閉館の３０分前まで )
　※金曜・土曜日および１１／２（木）は午後９時まで
　※９／１７（日）、１８（月・祝）２４（日）、は午後６時まで
　※９／２２（金）、２３（土・祝）は午後１０時まで

●休館日…月曜日　※９／１８日・１０／９（月・祝）は開館、９／１９（火）は休館

会　 場 東京国立博物館　表慶館　（東京・上野公園）

料 金
一　般　９００円 （当日券 １，４００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
※障がい者とその介護者 1 名は無料 ( 入場の際に障がい者手帳などをご提示ください。)

申込方法
●ゆう窓口 １１月２２日（水）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １１月１７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
平成２９年１１月３日（金・祝）から１２月１０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…毎週火曜日

会　 場 国立新美術館　（六本木）

料 金 一　般　７００円 （当日券 １，２００円）
※中学生以下は無料 ( 学生証提示 )　※１１／１０（金）は日展の日。入場無料

申込方法
●ゆう窓口 １２月８日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２月１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

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

《花魁》（渓斎英泉による）
フィンセント・ファン・ゴッホ
1887 年　油彩・綿布　ファン・ゴッホ美術館
( フィンセント・ファン・ゴッホ財団 ) 蔵 
(c)Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)
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日  程 ９／８（金） ９／９（土） ９／１０（日） ９／１６（土） ９／２６（火） ９／２７（水） １０／１（日）

対  戦 ヤクルト ヤクルト ヤクルト DeNA ヤクルト 中　日 阪　神

券
種

ビームシート 完売 完売 1 完売 ２ ２ 1

スカイ４ 1 1 1 １ 1 1 1

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２時

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（前回募集分・販売中）

◉ 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。

☎
◆随時電話で受付中（先着順）

※�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。

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

ボストン美術館の
至宝展 １０／９( 月・祝 ) まで

ゆう窓口　～９／２９
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／２２ From ６月号

ベルギー奇想の系譜
　９／２４( 日 ) まで

ゆう窓口　～９／２２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／１５ From ７月号

興福寺中金堂再建記念
特別展「運慶」 １１／２６( 日 ) まで

ゆう窓口　～１１／２２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／１７ From ８月号

オットーネーベル展 １２／１７( 日 ) まで
ゆう窓口　～１２／１１まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／８ From ８月号

パリ❤グラフィック
ロートレックとアートに
なった版画・ポスター展

H ３０・１／８( 月・祝 ) まで
ゆう窓口　～１０／１３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１０／１３ From ８月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中　☆☆ ホームページゆう
窓口

《広告》はせがわ

残数僅少
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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、必ず希望日時（番号）をご記入ください。
◆締　　切 ９月２５日（月）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１０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１０／１６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 ２０１７」Ｐ３４をご覧ください。

ホームページ

   ミュージカル

メンフィス

　劇団四季ミュージカル

『アラジン』

　タクフェス第 5 弾

『ひみつ』

会場：サンシャイン劇場（池袋）
枚数：各回１０枚 ( 一会員２枚まで）

１２／１０（日）１３：００

１２／１６（土）１３：００ １１／３（金・祝）１５：３０

※未就学児は入場不可

※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。

❶１１／１０（金）１８：３０　❷１１／１１（土）１３：３０
❸１１／１２（日）１３：３０

❶１１／２５（土）１５：００　❷１１／２６（日）１５：００

❶１１／４（土）１３：００
❷１１／１０（金）１９：００
Ｓ席指定６，５００円
　 （一般料金８，０００円）

全席指定４，４００円
　　　（一般料金５，８００円）

S 席指定　９，３００円
　　（一般料金１１，５００円）

Ｓ席指定 　　１０，０００円
　　　　　　　　（一般料金１１，８８０円）
Ｓ席指定 子ども　４，８００円
　　　　　　　　（一般料金  ５，９４０円）

全席指定 　６，５００円
　　　（一般料金　 ８，５００円）

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）

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：２０枚 ( 一会員４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）

白石加代子と佐野史郎という強力なタッグなくして
実現し得なかったこの企画。２年の歳月を経て、待
望の第２弾が堂々上演決定です。

演出：小野寺修二
出演：白石加代子　佐野史郎

第一ラウンド：筒井康隆作「乗越駅の刑罰」（新潮文庫刊『懲戒の部屋より』）
第二ラウンド：井上荒野作「ベーコン」（集英社文庫）

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚 ( 一会員２枚まで） 会場：シアター１０１０（北千住）

枚数：各回１０枚 ( 一会員２枚まで）
写真：渞　忠之

芸術家支援の財団。来年の助成対象者の選定に集まった男女。ところが
彼らの頭の中は、崇高な芸術どころか、プライド、嫉妬、嘘、名声、金、
など自分の問題で一杯・・・。未来どころか目の前の現実で精一杯な大
人たちへ人気劇作家・倉持 裕が贈るコメディドラマ！

出演：田辺誠一　木村佳乃　片桐 仁　倉科カナ　福田転球　富山えり子

© 宝塚歌劇団

※未就学児は入場不可

　白石加代子　女優生活 50 周年記念公演

笑った分だけ、怖くなる vol.2 誰か席に着いて

　宙組公演
ミュージカル・プレイ『神々の土地』～ロマノフたちの黄昏～

レヴューロマン　『クラシカル　ビジュー』

BON JOVI デヴィッド・ブライアンが放つソウ
ルフルな音楽が炸裂！！世界を動かしたのはいつ
も音楽だった。　

演出・振付：ジェフリー・ペ―ジ　演出・主演：山本耕史
出演：山本耕史　濱田めぐみ　ジェロ　米倉利紀　伊礼彼方　栗原英雄
　　　根岸季衣　

宅間孝行、4 年ぶりの新作書下ろし！主人公「渚」が
背負ったある“ひみつ”をめぐって、姉弟、母娘、そ
して地域の人々との、愛に溢れた心温まる純愛物語。
作・演出：宅間孝行　
出演：戸田恵子／福田沙紀／山崎静代（南海キャンディーズ）　東風万智子／
　　　松本利夫（EXILE) ／ベンガル／宅間孝行　ほか　

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

（プレビュー公演）
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　AI TOUR「和と洋」

　ミュージカル

屋根の上のヴァイオリン弾き

石川さゆり

おんなの家

2017年の神野美伽

CONCERT TOUR 2017 〜 alive ＆ arrive 〜
❶１１／１６（木）１２：００　❷１１／１６（木）１７：００

ＳＳ席指定４，８００円
　　　　（一般料金６，５００円）

全席指定７，０００円
　  （一般料金７，５００円）

Ｓ席指定９，３００円
　　（一般料金１２，０００円）

Ｓ席指定１０，５００円
　　 （一般料金１３，０００円）

全席指定５，６００円
　　  （一般料金６，８００円）

S 席指定５，２００円
　  （一般料金６，５００円）

Ｓ席指定７，０００円
　　  （一般料金８，５００円）

❶Ｓ席指定 ７，０００円
❷Ｓ席指定 ６，６００円
　　　（一般料金８，５００円）

会場：明治座（浜町）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：日生劇場（有楽町・日比谷）
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：かつしかシンフォニーヒルズ
　　　  モーツァルトホール（青砥）
枚数：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・水道橋・後楽園）
枚数：２０枚（一会員２枚まで）

会場：昭和女子大学人見記念講堂
　　　（三軒茶屋）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

会場：新宿文化センター
　　　大ホール（新宿）
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 A（有楽町）
枚数：２０枚 ( 一会員２枚まで）

炉端焼店「花舎」を舞台に、 三人姉妹が繰り広げる、てんやわんや
の騒動記。
出演：高島礼子　熊谷真実　藤田朋子　錦織一清　鷲尾真知子　山崎銀之丞
　　　丹羽貞仁　吉村 涼

日本初演５０周年記念公演　親から子へ、子から
孫へと受け継がれる愛と旅立ちの物語 !

出演：市村正親　鳳 蘭　実咲凜音　神田沙也加　唯月ふうか　ほか

出演：新妻聖子 出演：石川さゆり

今年も葛飾からスタート！優しく語りかけるような歌声がグットと迫ります。目まぐる
しい日常から一瞬はなれて、ほっと一息つきませんか？

演目：芸談 ( 登壇　中村勘九郎　中村七之助）
　　　「棒しばり」 中村勘九郎　中村鶴松
　　　「藤娘」　中村七之助

毎年恒例の神野美伽の東京公演！圧巻の歌唱力、来場者を熱狂させる力強いス
テージ、妥協一切無しの神野美伽の歌世界を是非ご鑑賞ください。

４年ぶりのニューアルバム「和と洋」を引っさげ、
全国ツアーを開催。
抜群の歌唱力とパフォーマンスで、多くのファンを
魅了する AI のライブにご期待ください。

１０／２８（土）１２：００

１１／１４（火）１９：００

１２／１６（土）１７：００ １１／７（火）１５：３０

１０／２８（土）１８：００

１１／９（木）１８：３０ １０／２３（月）１４：００

※６歳以上有料　５歳以下入場不可

※未就学児は入場不可　
※クリスマスプレゼント付き

※未就学児は入場不可
　（ご入場されるお客様すべてにチケット必要）

※未就学児は入場不可

※公演時間によって金額が違います

※未就学児は入場不可

※４歳以上有料

※未就学児は入場不可

45 周年記念リサイタル
新妻聖子

　東建コーポレーション Presents

中村雅俊コンサートツアー
2017 ～ 2018「ON and ON]

　文京区区制 70 周年記念

中村勘九郎　中村七之助
特別公演2017
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