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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 ※10月の土曜営業は、２８日（９：００～１６：００）です。

１０月１０日発行◎

◇旅行企画・実施　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　総合旅行業務取扱管理者　山崎　康司

◇利用バス会社　　　　株式会社はとバス

日　 程 平成２９年１２月１６日（土）　 募 集 ８０名　※雨天決行（最少催行　３５名）

時 間 出発：足立区役所 午前７時３０分　帰着：足立区役所　午後５時頃 （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→首都高速道→水戸大洗 IC→那珂湊・ヤマサ水産（新鮮魚介のお買い物）→サングリーン旭（野
菜の詰め放題とお買い物）→水戸大洗 IC・水戸南 IC→昼食（梅み月：カニ食べ放題）→タカノフーズ水戸
工場納豆博物館（見学・試食・お買い物）→千代田石岡 CI→守谷 SA→北千住付近・足立区役所

旅行代金 ●４歳未満のお子様は無料となりますが、バス席なしで昼食は大人の方と一緒になります。
  バス席のご希望がある場合は、別途料金になります。旅行会社へお問合せ下さい。
●家族は、会員の配偶者・子・実父母です。（家族登録のある方）
●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

●国際急行観光株式会社　　さいたま営業所　「 」係　担当　山崎
●ハガキ　〒３３６- ００１８　　さいたま市南区南本町２ー２０ー１５ー２０５
●ＦＡＸ　　０４８ー８３２ー３１０３
●ＦＡＸ・ハガキに下記①～⑤を全て明記してください。
　①旅行名「 　年末バスツアー」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 １０月３１日（火）必着　　※申込多数の場合は抽選となります。（通知発送１１月１０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。
●この旅行の内容、旅行代金の支払いキャンセル等についてのお問い合わせは、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（ ４ 歳 以 上 ） ７，８００円 ８，８００円 ９，８００円

※料金はすでに補助金が差引かれています。
　（会員２, ０００円　家族１, ０００円）

申込み　ハガキ／ＦＡＸで下記旅行社へ

年末お買い物＆ズワイガニ食べ放題
新鮮な魚介と新鮮な野菜！
年末のお買い物と『カニの食べ
放題』をお楽しみください。
健康ブームで人気の 納豆の工
場見学とサングリーン旭では、
野菜の詰め放題もお楽しみいた
だけます。

年末バスツアーはとバスで行く

写真はイメージです
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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

アンケート調査結果
前号にてアンケートの集計結果をご報告しましたが、自由意見にて多数ご意見をいただきました
３つのご意見について、 からご説明させていただきます。

1　としまえんフリーパスの値上げに関するご意見について

　としまえんフリーパスの値上げについては、非常に多くの会員様から「大幅に値上がりして残念」等のご意見をい
ただきました。昨年度までは、１枚５００円～１，０００円の販売をしておりましたが、今年４月以降のチケットの取
り扱いについて、としまえん側からチケットの契約方法の変更（法人会員券の廃止）やチケット料金の大幅な値上げ
があったことが理由となっております。

2　宿泊利用補助請求方法等のご意見について

　宿泊証明書のご利用をお勧めします。
宿泊利用補助（１泊　２，０００円補助）のご請求の際には、会員様が２，０００円以上の宿泊をしたことが確認でき
る領収書等 ( 写し）を添えてご請求いただいていますが、会員様のお名前（フルネーム）がない領収書等など、その
確認ができない場合は、他の旅行関係書類も併せてご提出いただくようにお願いしています。
　領収書の代わりになるものとして、入会時と毎年４月にお送りする「ゆう利用ガイド」に「宿泊証明書」をご用意し
ています。この証明書に会員番号・氏名・勤務先を事前に記入して、宿泊当日に宿泊施設に証明印をもらっていただき、
ご請求の際に添付していただくと、領収書等は不要になります。
　詳しくは、「利用ガイドゆう２０１７」　２２ページをご覧ください。（宿泊証明書は、８３ページにあります）

3　遊園地フリーパスチケットの値上げや一部事業の廃止・縮小などに関するご意見について

　遊園地フリーパス券の値上げや事業の廃止や縮小させていただいたことについて、ご意見をいただきました。
　遊園地等の施設運営側で廃止された事業や仕入れ価格の値上がりにより販売価格を値上げさせていただいたケー
スと、ゆう全体のサービスバランスや利用実績等を踏まえまして事業の廃止や縮小（会員一人あたりの請求数の制限
や補助券枚数の変更）をさせていただいたケースがございます。
　今回のアンケートの結果からも会員の皆様からは、様々なサービスのご希望・ご要望をいただいております。ゆう
では、今後もより多くの会員の皆様に利用していただけるサービスを提供してまいりたいと考えておりますので、ご理
解をいただきますようお願いいたします。
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ゴルフ練習場回数券・プリペイドカードの販売 ホームページ

申込方法 ハガキ／ FAX／ホームページで会員番号・会員氏名・希望施設・枚数・
送付先（自宅or 勤務先）を明記の上、お申込みください。

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 １０月２７日（金）午後５時必着

発送予定 １１月中旬

利用期間 平成３０年３月３１日（土）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）を明記の上、
　お申し込みください。

販売枚数 一会員　後期分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）

そ の 他

●チケットは、随時発送いたします。
※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２０１７�P２０をご覧ください。

スパリゾート・ハワイアンズ入場券（後期分）販売中！ ホームページ

※申込み締め切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

ゆう
窓口☎

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 １３５枚

ロッキゴルフセンター 足立区六木２－２－２２
☎�３６２８－０１００

プリペードカード
５，４００円（５，５００円分)

４，４００円 １００枚
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料 金 会員・家族対象　一般 ２５０円　学生 １５０円�（通常料金：一般￥５００円・学生￥３００）
※小学生以下（要引率者）、６５歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方は無料。

開館時間 午前１０時～午後５時（但し入館は４時３０分まで）

休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）展示替期間、年末年始

ゆう会員証提示
ＳＥＫＩＤＯ　ＭＵＳＥＵＭ　ＯＦ　ＡＲＴ
石　洞　美　術　館

私立美術館「石洞美術館」は、（公財）美術工芸振興佐藤基金初代理事長の佐藤千壽氏が収集した世界各地
の土器や陶磁器・青銅器・玉器などを中心に展示しており、趣向を凝らした企画展を開催しています。

「石洞美術館」（足立区千住橋戸町２３番地）が、１０月より『ゆうの会員証』提示で割引料金にて
ご利用いただけるようになりました！

味の宅配便　りんご ＆
足立区の友好都市長野県山ノ内町、新潟県魚沼市からお届けします。

杵つき餅 ホームページ

◎長野県志賀高原で育った　りんご「サンふじ」
品 名 サンふじ（〇秀）

料 金
（Ａ）  　５㎏・１８玉…　２，８００円�（一般料金　３，３５０円��送料・税込み）
（Ｂ）１０㎏・３６玉…　４，９００円 （一般料金　５，６４０円��送料・税込み）
　※沖縄については別途、（A）１，７６０円　（B）２，０８０円の送料がかかります。

申込口数 （Ａ）（Ｂ）合わせて一会員２口まで

商品発送 １２月上旬より順次発送予定（天候、収穫時期により前後する場合もあります）

締　　切 １０月３１日（火）午後５時必着

支 払 １１月　７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。

《お届け先》ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの通信欄に下記事項を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　…　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

◎新潟魚沼産　杵つき餅（魚沼産こがねもち100％使用）
品 名 お餅（２９年魚沼産こがねもち）

料 金
（Ａ）２袋（８００ｇ×２）…２，４００円（一般料金　３，２００円��送料・税込み）
（Ｂ）３袋（８００ｇ×３）…３，３００円（一般料金　４，１００円��送料・税込み）
　※１袋（８００ｇ）は大判切り餅１１枚入り

申込口数 （Ａ）・（Ｂ）合わせて一会員２口まで

商品発送 １２月上旬より順次発送予定

締　　切 １１月　２日（木）午後５時必着

支 払 １１月　９日（木）頃に送付する振込票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

《お届け先》ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの通信欄に下記事項を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　…　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



5

開催日時
●１０月２１日（土）～平成３０年１月２８日（日）午前９時３０分　～午後５時３０分
　※金、土曜日は午後８時まで。ただし１１／１８は午後５時３０分まで　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日…月曜日　（ただし１／８は開館）１２／２８～１／１、１／９

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）
※中学生以下は無料　
※心身に障害のある方とその付添者 1名は無料（入館の際に障害者手帳をご提示ください。）
※平成３０年１月２日（火）～８日（月・祝）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）
※本展の観覧券で常設展示もあわせてご覧いただけます。

申込方法
●ゆう窓口販売� 平成３０年１月１９日（金）まで
●専用はがき／ＦＡＸ� 平成３０年１月１２日（金）必着
●一会員５枚まで� ㊟�完売をもって販売終了

開催日時

●１０月２１日（土）～平成３０年２月１８日（日）午前９時～午後５時��( 金・土曜日は午後８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…毎週月曜日、１２／２８(木 ) ～１／１(月・祝 )、９日 (火 )
　※１／８（月・祝）、２／１２日 (月・祝 )は開館

会 場 国立科学博物館　（東京・上野公園）

料 金
一般・大学生　１, ０００円　（当日券　１, ６００円）
※未就学児童は無料。　
※障がい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ご覧いただけます。

申込方法
●ゆう窓口販売� 平成３０年２月９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成３０年２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

開催日時
●１１月８日（水）～平成３０年１月１４日（日）※開催期間中無休
　※平日：正午から午後５時　土日祝：午前１０時から午後５時
　※最終入場は閉館３０分前
　※年末年始の営業時間については、ホームページ等参照

会 場 東京ドームシティ　ギャラリー�アーモ（水道橋）
料 金 前売券　一般７００円　（当日券　一般１, ３００円）※未就学児無料。

申込方法
●ゆう窓口販売� 平成２９年１１月７日（火）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成２９年１１月７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

ホームページ

ホームページ

ホームページ

　北斎とジャポニスム HOKUSAI が西洋に与えた衝撃

　古代アンデス文明展

　天野 尚　NATURE　AQUARIUM 展

１９世紀後半、日本の美術は西洋の人々を魅了し、“ジャポニスム”という現象が生まれました。なかでももっとも注目
を集めた存在が、天才浮世絵師・葛飾北斎。印象派の画家をはじめとして、欧米全域にわたり絵画だけでなく彫刻や装飾
工芸などあらゆる分野にまで影響を及ぼしました。本展は、北斎を切り口とした世界初の展覧会です。国内外の主要美術
館らが所蔵するモネ、ドガ、セザンヌ、ゴーガンをはじめ西洋美術の名品約２００点と、北斎の錦絵約３０点、版本約６０
冊（出品点数は予定、会期中展示替えあり）による“東西・夢の共演”で、北斎が西洋に与えた衝撃をご覧いただきます。

南米大陸太平洋沿岸に展開したアンデス文明は、エジプト文明と同じ時期からあったと言われ、地上絵を描いたナ
スカ、巨石の文明と言われるティワナク、マチュピチュを含む南北４０００㎞に及ぶ広範囲を支配したインカ帝国
など、数々の個性的な地方文化を生み出してきました。
本展覧会では、アンデス地域の先史時代から、滅亡までの約１５０００年間に花開いた９つの文化を取り上げ、黄
金の製品や、ミイラなどの古代遺物総数約２００点で紹介したします。

“水景クリエーター世界のアマノ”として世界から愛された天野氏にスポットを当て、同氏が生み出した自然の生態系を
再現する水草水槽（ネイチャーアクアリウム）と、著名写真家でもある同氏の大判写真作品を組み合わせ、独自の自然
観と水槽を融合した「生きたアート展」です。

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

《リャマが描かれた土器》ナスカ文化（紀元前 200 年頃から
紀元前 650年頃）ディダクティコアントニーニ博物館所蔵

撮影　義井�豊

エドガー・ドガ《踊り子たち、ピンクと緑》
1894年�パステル、紙（ボード裏打）　66× 47cm
吉野石膏株式会社（山形美術館寄託）

葛飾北斎『北斎漫画』十一編（部分）
刊年不詳
浦上蒼穹堂
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カード・商品券・回数券　好評販売中 ホームページゆう
窓口

郵送の場合は、代金引換郵便となります。代引手数料等が別途かかります。詳しくは、「利用ガイド２０１７」６ページをご覧ください。

種　類 一般価格 販売価格 年度内購入制限

足立区内共通商品券 ５，０００円（５００円×１０枚） ４，７００円 １０セット

クオカード ５，０００円 ４，７００円 １０枚

はるかぜ回数券 新日本観光自動車 ３，０００円（２１０円×１７枚） ２，８００円 １０冊

図書カード NEXT ３，０００円 ２，７００円 １０枚

足立区内共通公衆浴場入浴回数券
（有効期限：平成３０年６月３０日）

５，０６０円（４６０円×１１枚） ４，０００円 ６冊

ジェフグルメカード ３，０００円（５００円×６枚） ２，７００円 １０セット

☎

★チケット完売のお知らせ★
興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」・「ゴッホ展」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。

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

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まで From ８月号

フランス人間国宝展 　１１／２６（日）まで ゆう窓口　～１１／２２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／１７まで From ９月号

日展 　１２／１０（日）まで ゆう窓口　～１２／８まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／１まで From ９月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中　☆☆ ホームページゆう
窓口

好評販売中！ 「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（後期分）
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。

利用期間 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／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

　●  「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。

　●  西武園ゆうえんちフリーパス・東武動物公園フリーパス・国立演芸場入場券など通
年販売のチケット類も好評発売中です！

　●  東武トップツアーズ（株）北千住駅支店が１０月１日 ( 日）よりリニューアルオー
プン！指定店としてご利用できます。☎０３ー３８８１ー６１０７　※定休日なし

　●  鴨川シーワールドは、営業を行いながら耐震工事実施のため、一部施設が３月中旬
まで観覧できません。詳細は鴨川シーワールドホームページをご覧ください。

Information
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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
●直接ゆう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）を明記の上、お申し込みください。

利用料金 一枚　６００円　(ただしセントラルウェルネスクラブ西新井�７００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ウェルネス綾瀬　　☎０３－３６９０－７９９７
営業時間� 平　日� 　９：００～２３：３０／土曜日　９：００～２１：００／
� 日曜日・祝日�　９：００～１９：００
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（亀有）　　☎０３－５６８０－０３０３
営業時間� 平　日� １０：００～２３：００／土曜日　１０：００～２２：００／
� 日曜日・祝日� １０：００～１９：００
休館日� 毎週月曜日　　※利用は１６歳以上

●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� 　９：３０～２３：３０／土曜日　１０：００～２１：００／
� 日曜日・祝日� １０：００～２０：００�
休館日� 毎週金曜日・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〕、セントラルフィットネスクラブ竹の塚、
　　ゴールドジム　北千住東京　は完売しました。

そ の 他
●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　販売中！
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

体育館・プール利用回数券販売中
区内施設（１３施設）で利用できるお得な回数券を販売します。お好きなときに近隣の各施設でご利用ください。

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

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

そ の 他

●ご利用になる施設によって料金が異なります。また年齢・障がいの有無によって無料になる場合があります。
　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。
●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。

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）・電話番号を明記の上お申し込みください。

ホームページゆう
窓口

ゆう
窓口
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千代田区内幸町１-１-１　交通：東京メトロ銀座線日比谷線、千代田線、「日比谷駅」よりＡ３出口徒歩２分
帝国ホテル

利用期間　平成２９年１０月１０日（火）～１２月３０日（土） 【除外日：１２月２３日〜２５日】

●カジュアルレストラン パークサイドダイナー� ◆予約不要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本館１階
券　種 料　金 備　考

選べるランチ&ディナー
（時間：11:30 ～23:00）

３，４００円（通常５，５００～７，０００円相当）
前菜またはスープ５品・メインディッシュ７品・
デザート５種・コーヒーまたは紅茶のメニュー
より各１品をお選びください。

選べるランチ&ディナー
（時間：11:30 ～23:00）
120 分フリードリンク付

４，９００円（通常７，７００～９，２００円相当）

ダイナーステーキコース
（時間：11:30 ～23:00）

５，３００円（通常９，４０５円） ◉ワンドリンク付

◉このプランは予約不要です。チケットは直接「 」へお申込みください。◉問い合わせ　☎０３ー３５３９ー８０４６

●トラディショナルダイニング　ラ ブラスリー� 予約先：０３－３５３９－８０７３　タワー館地下１階
券　種 内　容 料　金 備　考

ランチ
フランス料理

コース

４，１００円（通常６，３８０円）
　（時間１１：３０～１４：３０ＬＯ）

◉�土曜日のディナーのご利用は、￥１, ５００円
増しになります。レストランでお支払いくだ
さい。
◉ディナーは１２０分フリードリンク付ディナー ７，０００円（通常１１，９４６円）

　（時間１７：３０～２１：３０ＬＯ）

帝国ホテル伝統のフルコース １０，３００円（通常１５，５１０円）
　（時間１１：３０～１４：３０ＬＯ／１７：３０～２１：３０ＬＯ）

◉１２０分フリードリンク付

◉このプランは予約が必要です。

●鉄板焼　嘉門� 予約先：０３－３５３９－８１１６　本館１７階
券　種 内　容 料　金 備　考

嘉門ランチ

USリブロース
ステーキ（140g）

５，０００円（通常６，３８０円）
　（時間１１：３０～１４：３０LO） ◉ USリブロースステーキの土日祝日の利用は

　５００円増しになります。レストランでお支
　払いください。和牛ロース

ステーキ（140g）
９，０００円（通常１０，７８０円）
　（時間１１：３０～１４：３０LO）

和牛フィレステー
キ（100g）

１２，５００円（通常１４，８５０円）
　（時間１１：３０～１４：３０LO）

◉このプランは予約が必要です。※「嘉門」は、４歳未満のご利用の場合は個室（６名様より）に限らせていただきます

●インペリアルラウンジ アクア� 予約先：０３－３５３９－８１８６　本館１７階
券　種 内　容 料　金 備　考

アフタヌーン
　　　ティー

アフタヌーン
　　　ティー

３，７００円（通常４，９８９円）
（時間：１１：３０～１８：００）

◉土日祝日は３００円増しになります。レストランでお支払い
　ください。

フリードリンク＆７プレートプラン ５，５００円（通常７，６９３円）
（時間：１８：００～２１：００）

◉平日前の休日は１８：００～２０：００

◉このプランは予約が必要です。

●上記料金には、税金・サービス料を含みます。●各レストラン、お子様の設定はありません。●催事期間中または特別営業中は除外となります。
●メニュー内容は、食材の都合で変更になる場合があります。●他の優待割引と併用はできません。

食事チケットの申し込み方法 （一会員各施設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、
ゆう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（自宅か事業所）、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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港区新橋１-２- ６　　　交通：JR・東京メトロ銀座線「新橋駅」より地下歩道直結徒歩２分
第一ホテル東京・第一ホテルアネックス 予約先 03-3501-4411

利用期間　平成２９年１０月１０日（火）～１２月３０日（土） 　　【除外日：１２月２３日〜２５日】

●世界バイキング　《エトワール》� 第一ホテル東京　Ｂ１Ｆ

券　種 区　分 料　金

ランチブッフェ
１１：３０～１４：３０ＬＯ
（１２０分制）

平日
●大　人 ２，３００円 （通常　３，５００円）
●小学生 １，２００円�（通常　２，０００円）
●幼児（４歳以上）６００円�（通常　１，３００円）

写真はすべてイメージです。

土日祝日 ●大人は平日料金に７００円増し
●小学生・幼児は平日同額

ディナーブッフェ
（１２０分制）

平日
１７：３０～２１：００
（２０：３０LO）

●大　人 ４，４００円�（通常　５，８００円）
●小学生 ２，３００円�（通常　３，２００円）
●幼児（４歳以上）１，２００円 （通常　１，９００円）

土日祝日
１７：００～２１：００
（２０：３０LO）

●大人は平日料金に７００円増し
●小学生・幼児は平日同額

●鉄板焼《一徹》� 第一ホテル東京　２１Ｆ

券　種 利用日 料　金

鉄板焼
ランチバイキング

　（９０分制）

土日祝日限定
●大　人 ５，０００円�（通常　６，０００円）
●お子様 ２，２００円�（通常　３，０００円）
　（４歳～１２歳）

◆時間　１部　１１：３０～１３：００　２部　１３：３０～１５：００

●《ラウンジ２１》� 第一ホテル東京　２１Ｆ

券　種 利用日 料　金

お散歩ランチ
ランチコース

土日祝日限定 ●１，５００円（通常２，５００円）

◆１１：３０～１５：００（１４：３０LO）

●トラットリア　《ラ・パランツァ》� 第一ホテルアネックス　Ｂ１Ｆ

券　種 利用日 料　金

ウィークエンド
ランチブッフェ
１１：３０～１５：００
（１４：３０ＬＯ）
（１２０分制）

土日祝日
限定

●大　人 ２，２００円�（通常　３，２００円）
●小学生 １，０００円�（通常　１，９００円）
●幼児（４歳以上）４００円�（通常　１，２００円）

◆ソフトドリンクバー付

●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、一部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。

浅草ビューホテル 予約先 03-3842-3751

利用期間　平成２９年１０月１０日（火）～１２月３０日（土）
台東区西浅草３-１７-１　交通：つくばエクスプレス「浅草駅」A2 番出口徒歩１分・東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩１０分。

●２６階　スカイグリルブッフェ　《武蔵》　 
　ランチブッフェ（９０分制） 時間：第１部　１１：３０～１３：００　第２部１３：１５～１４：４５

平　日 大人（中学生以上） ２，９００円 （通常３，７８０円）
小学生 １，９００円 （通常２，７３０円）

土日祝日 大人（中学生以上） ３，３００円�( 通常４，２８０円 )
小学生 ２，３００円 ( 通常３，０８０円 )

　ディナーブッフェ（１２０分制） 時間：第１部　１７：３０～１９：３０　第２部１９：４５～２１：４５
　【除外日 : １２月２２日〜２５日】

平　日 大人（中学生以上） ４，０５０円 ( 通常４，９８０円 )
小学生 ２，６００円 ( 通常３，４８０円 )

土日祝日 大人（中学生以上） ４，４５０円�( 通常５，４８０円 )
小学生 ２，９００円 ( 通常３，８３０円 )

●ドリンクバー付（アルコール類は別途になります）　●お席は、必ずしもスカイツリー側とは限りません。
●予約受付は１０：００～１９：００です。　●１２/２６（火）～１２/２９（金）は、ランチ、ディナー共に土日祝日料金となります。
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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、必ず希望日時（番号）をご記入ください。
◆締　　切 １０月２５日（水）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１１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１１／１５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

　ユーミン×帝劇　vol.3　

朝陽の中で微笑んで

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）

会場：Bunkamura シアターコクーン
　　　（渋谷）
枚数：各回６枚 (一会員２枚まで）

１１／２５（土）１２：００

１２／９（土）１９：００

１２／１６（土）１１：００

※未就学児は入場不可

夫婦漫才

京の螢火

❶１２／１（金）１４：００　❷１２／２（土）１２：００
❸１２／２（土）１７：００

❶１２／２３（土）１２：００
❷１２／２４（日）１２：００

❶１２／１５（金）１８：３０
❷１２／２０（水）１８：３０

１等A席　７，９００円
　　     （一般料金９，８００円）

Ｓ席指定　８，６００円
　　 （一般料金１０，５００円）

全席指定　７，５００円
　　�����　（一般料金９，５００円）

S席指定　９，４００円
　　 （一般料金１２，０００円）

Ｓ席指定　１０，５００円
　　　　　�（一般料金１３，０００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：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

会場：明治座（浜町）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

人生は、山あり“オチ”あり�笑いあり！？　激動の時代を生き抜くために夫婦
が始めたのは“漫才”だった！

原作：豊川悦司　演出：ラサール石井　脚本：池田テツヒロ
出演：大地真央　中村梅雀　川崎麻世　村上ショージ　竹内都子　朝倉伸二　
　　　未沙のえる　福本伸一　弘中麻紀　吉沢京子　正司花江

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚 (一会員２枚まで）

紅 ゆずる　　綺咲 愛里

© 宝塚歌劇団

　シアターコクーン・オンレパートリー2017

欲望という名の電車

　星組公演 ミュージカル『ベルリン、わが愛』
タカラヅカレビュー90周年

『Bouquet de TAKARAZUKA（ブーケ ド タカラヅカ）』

　12月歌舞伎公演 今様三番三
通し狂言「隅田春妓女容性―御存梅の由兵衛―」

船宿・寺田屋で行き交う人を出迎え、見送り、
ただひたすらに「幕末」を生きたお登勢。
その女ごころが、螢火のように静かに燃えあ
がる

出演：黒木 瞳　筧 利夫ほか　

俳優の演技と、ユーミンの歌、劇場空間が一体と
なり、観るものの想像力を無限に解き放つ、新た
な試み―。１９７６年発表のアルバム『14番目の
月』に収められた名曲がタイトルになりました。舞台は近未来。ある男と
女の、時を超えた純愛物語です。

出演：松任谷由実　寺脇康文　宮澤佐江　ほか
出演：大竹しのぶ　北村一輝　鈴木 杏　藤岡正明　少路勇介　栗野史浩　　
　　　明星真由美　上原奈美　深見由真　石賀和輝　真那胡敬二　西尾まり

大らかな女方舞踊『今様三番三』と、初代吉右衛門によって練り上げら
れた台本と演出を基にお届けする、名作『隅田春妓女容性』の上演！

※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

DISCOVER�WORLD�THEATRE�vol.3

「華やかな女方舞踊と吉右衛門が初役で挑む年末必見の舞台！」
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　ロシア国立モスクワ・クラシック・バレエ

くるみ割り人形

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：文京シビックホール
　　　大ホール　（春日・水道橋）
枚数：各回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：各回１０枚 ( 一会員２枚まで）

梅沢富美男＆研ナオコ 全国公演

鼓童 「打男 DADAN 2017」

テツ＆トモ　コンビ結成 20周年記念ライブ

ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2017

❶１２／１５（金）１３：００　❷１２／２３（土・祝）１２：３０

❶１１／２８（火）１４：００
❷１１／２８（火）１８：００

❶１２／２０（水）１８：３０  ❷１２／２４（日）１４：００

❶１２／２１（木）１９：００  ❷１２／２２（金）１９：００

全席指定　４，９００円
　      （一般料金７，５６０円）

Ｓ席指定　５，８００円
　     （一般料金７，０００円）

Ｓ席指定　７，０００円
　　  （一般料金８，３００円）

全席指定　３，９００円
　　　　  （一般料金５，５００円）

Ｓ席指定　１２，３００円
　　　　　（一般料金１５，０００円）

Ｓ席指定　８，９００円
　    （一般料金１０，８００円）

Ｓ席指定　７，６００円
　  　　   （一般料金９，５００円）

❶Ｓ席指定　７，３００円
❷Ｓ席指定　８，０００円

（一般料金８，８００円）
（一般料金９，８００円）

会場：東京文化会館
　　　 大ホール（上野）
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：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

会場：ヤクルトホール
　　　（新橋）
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）

選りすぐられた男性奏者が、ただひたすら叩く、叩く、叩く。生命の限りを尽
くして太鼓を打ち鳴らし、疾走する 120 分。2009 年の国内初演以来、進化
を続ける舞台の最新版。2014 年の夏にはヨーロッパツアーを遂げ、2015 年
には香港ツアーでアジアデビュー、2016 年はブラジルツアーで南米デビュー、
そして 2017 年にはアメリカツアーを開催、そしていよいよ日本国内に再上陸！

大劇場に現れるのは、巨大なクリスマスツリーや、ステン
ドグラスが美しく輝くクリスマスタウン、氷の世界などの
豪華なセット。そんな夢ののような空間で、ミュージカ
ル界で活躍するシンガー達による馴染みぶかいクリスマスソングやゴスペル。一流ダ
ンサー達による華やかなダンスやサンタクロースとのタップ、スケートリンクでのアイ
スショーも盛り込まれているスペシャル・クリスマスエンターテインメントショーです。

子どもから大人まで世界中で愛される聖夜のファンタジー！
全２幕５場－プロローグ・エピローグ付－

今年１５周年を迎えるディズニー・オン・クラシックのテーマは「Brillante ～
輝きの未来へ」。『塔の上のラプンツェル』をメイン演目として初めて取り上げ、
ディズニーの名曲の数々をスクリーンの映像やスペクタクルな演出とともに、フ
ルオーケストラとNYのヴォーカリストたちの演奏でお贈りします。

あのドミンゴが認めた若き三大テノール。クラシック界の新星イル・ヴォーロ、
ついに日本初上陸！
曲目：「グランデ アモーレ」(プルシェンコ 使用曲）「スワン」( 羽生結弦 使用曲）「グ
ラナダ」「アヴェ・マリア」　ほか

代名詞的鉄板ネタ「なんでだろう」をはじめとする「お笑い」とショーの２部
構成を予定しています。

出演：梅沢富美男　研ナオコ

ブラスト・キャストを中心に、最高の仲間達がクリスマスに贈る、音楽のおもちゃ
箱！ツリーのオーナメントの様に美しきく煌めく金管楽器、兵隊たちが奏でるパー
カッション、トイピアノにハンドベル。「くるみ割り人形」他、誰もが知るクリス
マスの名曲をユニークなブラスバンドスタイルでアレンジ。その厳かなハーモ
ニーに身を委ね、時には思わず席を立って踊りだしたなる。

１２／９（土）１５：００

１２／１７（日）１３：００

１２／２（土）１７：００

１１／２９（水）１８：３０

※３歳以下は入場不可
※演奏はオーケストラによる生演奏

※開場：開演６０分前※未就学児は入場不可
※車椅子席ご希望の場合は申し込みの際、その旨ご記載ください。

☆約３ヵ月間におよぶ夢のツアーを締めくくる感動のコンサート

※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
※希望時間❶または❷を記載願います

※未就学児は入場不可

※ 12/15 本田望結ゲスト出演公演　※日程によって金額が違います
※アメリカン・カンパニー来日公演／英語上演

※ 3歳以下は入場不可

～アッとおどろく夢芝居～

　時空を超えて三大テノールが甦る
IL VOLO/イル ヴォーロ
Notte Magica ～魅惑の夜～

～クリスマス・ミラクルズ～
バン！バン！ブラス　

まほうの夜の音楽会 2017
ディズニー・オン・クラシック

Presentation licensed by Disney Concerts 
©All rights reserved ©Disney
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《広告》はせがわ

開催日時 ❶　１２月１３日（水）　午前１１時開演
❷　１２月１５日（金）　午後６時３０分開演

会 場 国立劇場　小劇場（東京メトロ半蔵門線半蔵門駅下車徒歩５分）

演 目

日高川入相花王  渡し場の段
解説　文楽の魅力

傾城恋飛脚  新口村の段
プログラム・鑑賞のしおり無料配布

募集人数 各回１０枚　※一会員３枚まで（ただし、両日程のお申込みはできません）

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、希望日（備考欄等に第
２希望の記載可）、枚数、送付先（自宅or 勤務先）を明記してお申込みください。

申込期限 １０月２７日（金）午後５時必着 販売価格 指定席�２，５００円（一般料金�３，９００円）

そ の 他
●申込多数の場合には抽選です。当落については１１月６日（月）以降電話にてご照会ください。
●当選された方には１１月下旬までにチケットを発送しますので、到着後１週間以内に同封の払込取扱
　票にてチケット代をお支払いください。

ホームページ国立劇場平成二十九年　文楽鑑賞教室
初めて文楽をご覧になる方に楽しく過ごしていただくために、文楽の世界について実演を
交えてご紹介する解説と、文楽を代表する名作の舞台をご覧いただきます。

※「富士急ハイランド」のみ、当センターの「レジャー施設利用補助券」も併せて利用するとと、特別料金からさらに３００円割引！


