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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。

１１月１０日発行◎

◇旅行主催　株式会社五島トラベル　（東京都知事登録旅行業第　２－１８５８号　総合旅行業務取扱管理者　内山　暁央　）

◇バス会社　東京ヤサカ観光バス

日　 程 平成３０年１月１４日（日）　 募 集 ８０名　（最少催行人数３５名）※雨天決行

時 間 出発：足立区役所午前８時　帰着：足立区役所午後６時３０分頃　※交通状況により帰着時間が変わります。

行 程
足立区役所前→千住新橋ＩＣ→木場ＩＣ→富岡八幡宮【自由参拝】→築地場外【専任案内人付見学・買物】→
築地・すしざんまい奥の院【昼食】→六本木・東京ミッドタウン【散策】→東京湾・シンフォニークルーズ（５０分）
→東京駅舎＆丸の内【専任案内人付見学】→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。
●４歳未満のお子様で、バス席が必要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。
※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により算定されます。
※参加費には、バス代（高速、駐車場含む）、乗船代、昼食代、入場代、諸費用を含みます。

申 込 先
申込方法

株式会社五島トラベル　「 」係　　担当　岡島　大祐
●ハガキ送付先　　〒１０４－００４１ 東京都中央区新富２－１４－５ ＶＥＳＴＡビル７Ｆ
●ＦＡＸ送付先　　０３－５５４１－１１１０
●ＦＡＸ・ハガキ申込は下記①～⑤を全て明記してください。
　①旅行名「 新春初詣ツアー」　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すべての参加者氏名・年齢・続柄（会員・家族・関係者）　

締 切 １１月３０日（木）午後５時必着　※定員をこえた場合は抽選。（通知発送　１２月中旬頃 )

問 合 せ ☎０３－５５４２－３９１１　平日　午前９時３０分～午後６時　担当　岡島　　（電話での申込はできません）

そ の 他

● この旅行は、株式会社五島トラベルと参加者個人との契約で行われます。
●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わせは、旅行会社にお願いいたします。
●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旅行会社から１０日前までに連絡があります。

会　員 家　族 関 係 者

大人（４歳～）７，８００円 ８，８００円 ９，８００円

申込はハガキ・ＦＡＸで下記旅行会社へ あっせん新春初詣バスツアー  

※会員・家族は、旅行代金よりすでに補助金が差し引かれてます
※家族の対象は家族登録済みの、会員の配偶者・子・実父母です。

深川八幡宮初詣と東京駅舎見学＆
東京湾シンフォニークルーズ
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小海リエックス・スキーバレー	 長野県南佐久郡小海町　　　☎０２６７－９３－２５３７
	 利用期間　１２月８日（金）～平成３０年４月１日（日）予定

共通早割リフト１日券 １，８６０円（一般料金　４，０００円）　※大人　小人　共通

アクセス 	 　ＪＲ小海線「小海駅」下車　タクシー２０分　
	 　中部横断自動車道　佐久南ＩＣ　約３５分　　　	　中央道長坂ＩＣ　約５０分

イベント名 スキーリフト前売券
枚　　 数 一会員　１スキー場につき５枚まで

販 売 期 間

●１２月８日（金）午後５時必着　　
※シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳および小海リエックス・スキーバレーは
　１２／１（金）午後５時必着
※「シーズン券」は１２／１８（月）からの販売となります（１２月号でご案内）

申 込 方 法
●直接ゆう窓口でご購入いただいくか、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）を明記の上、
　お申し込みください。

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ＨＰ等で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や変更、また再発行はいたしません。
●施設によって、小学生の場合　シーズン券の方が安価になる事があります
●シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳および小海リエックス・スキーバレーは、共通券のため２スキー場で５枚
　までの申し込みとなります。

２０１７スキーリフト「前売券」の販売開始

湯沢中里スノーリゾート	 新潟県南魚沼郡湯沢町　　☎０２５－７８７－３３０１（総合案内）
	 利用期間　１２月１６日（土）～平成３０年４月１日（日）予定

リフト１日券
大人券（中学生以上）	 ２，４００円 （一般料金　４，２００円）　
小人券（小学生）	 １，２００円 （一般料金　２，２００円）　

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　約２０分
　　　　関越自動車道　湯沢ＩＣ　約１０分

ムイカスノーリゾート	 新潟県南魚沼市小栗山　　☎０２５－７７３－３３１１（総合案内）
	 利用期間　１２月１５日（金）～平成３０年４月１日（日）予定

リフト１日券 ２，０００円（一般料金３，９００円）※大人　小人　シニア　共通

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　約１０分
	 　関越自動車道　六日町ＩＣ　約５分

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　　　☎０２６７－９１－１００１
利用期間　１２月１５日（金）～平成３０年３月２５日（日）予定

共通早割リフト１日券 １，８６０円（一般料金　４，０００円）　※大人　小人　共通

アクセス 	 　ＪＲ小海線「野辺山駅」下車　タクシー５分
	 　中央自動車道長坂ＩＣ　約２５分　　　　　須玉・小淵沢ＩＣ　約３５分

舞子スノーリゾート	 新潟県南魚沼市舞子　　　　☎０２５－７８３－３２１１（総合案内）
	 利用期間　１２月１５日（金）～平成３０年４月８日（日）予定

１ｄａｙパス ２，６００円（一般料金４，７００円）　※大人　小人　シニア　共通

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　約２０分
　　　　関越自動車道　塩沢石打ＩＣ　約１分

ホームページゆう
窓口

※シャトレーゼスキーリゾートと共通券です

（旧六日町スキーリゾート）

（旧湯沢中里スキー場）

※小海リエックス・スキーバレーと共通券です
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大相撲一月場所観戦チケット ホームページ

日 時 イスＡ席：平成３０年１月１５日（月）

会 場 両国国技館

料 金
イスＡ席　　６，０００円（一般料金　　８，５００円）
募集席数２０席

申込方法
ハガキ・ＦＡＸ・ホームページにて下記の必要事項を記入してお申し込みください。
「大相撲一月場所」・会員番号・会員氏名・送付先（自宅または勤務先）・電話番号・枚数
※一会員　イスＡ席　４枚まで

締 切 １１月２０日（月）午後５時必着

そ の 他
応募者多数の場合は抽選。当選者にのみ１２月中旬以降にチケットを簡易書留で送付いたし
ます。落選者への通知はありません。

大相撲、一月場所の観戦チケットのご案内です。
迫力のある本場所をお楽しみください。
今回はイス席のご案内ですが、入手が困難のためチケットが確保できない場合もあ
ります。ご了承の上、お申し込みください。
（その際は個別にご連絡いたしますので、必ず昼間連絡のつく電話番号をご記入願います）

事　　業　　名 利用期限 販売状況 そ　の　他

商
品
券･

カ
ー
ド
等

クオカード 利用期限なし ○

※郵送希望の場合、代金引換

　郵便でのお送りとなります。

　代引手数料は、ＨＰ又は利

　用ガイドをご覧ください。

足立区内共通商品券 発行日～約５年 ○

図書カード 発行日～約１０年 ○

はるかぜ回数券 利用期限なし ○

ジェフグルメカード 利用期限なし ○

足立区内共通公衆浴場入浴回数券 Ｈ３０．６．３０まで ○

遊
園
地
チ
ケ
ッ
ト
等

としまえん（のりもの１日券）（後期券） Ｈ３０．３．３１まで ○

詳しくは、ＨＰ又は利用ガイ

ドをご覧ください。

西武園ゆうえんちフリーパス券 Ｈ３０．４．３０まで ○

東武動物公園フリーパス Ｈ３０．３．３１まで ○

東京ドーム得１０チケット（後期券） Ｈ３０．３．３１まで ○

スパリゾートハワイアンズ入園券（後期券） Ｈ３０．３．３１まで ○

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 Ｈ３０．３．３１まで ○

そ
の
他

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット（後期分） Ｈ３０．３．３１まで ○

足立区立体育館・プール個人利用回数券 利用期限なし ○

商品券・カード、遊園地等、映画チケットの販売状況

○	販売中　△	残り少ない　×	完売
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開催日時
平成３０年１月１３日（土）から４月１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　※ただし２／１２（月・祝）は開館、翌１３日（火）は休館

会 場 世田谷美術館　１・２階展示室（世田谷区砧公園・用賀）

料 金
一　般　９００円 （当日券　１，５００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	 平成３０年２月２３日（金）まで
●はがき／ＦＡＸ／ホームページ	 平成３０年２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

●平成３０年１月６日（土）から３月１１日（日）まで
●午前１０時～午後６時		夜間開館：毎週金・土曜日午後９時まで
　※いずれも入館は閉館の３０分前まで

●休館日　　１／１６（火）・２／１３（火）のみ休館

ー
会 場 Bunkamura	ザ・ミュージアム（渋谷　東急本店横）

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のみの取扱いです。
※障害者手帳のご提示で割引料金あり、詳細は窓口でお尋ねください。

申込方法
●ゆう窓口販売	 平成３０年２月２３日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 平成３０年２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
１１月１日（水）から平成３０年１月８日（月・祝）まで
●午前１０時～午後８時（火曜日は午後５時まで）
　※会期中無休　※入館は閉館の３０分前まで

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１，２００円 （当日券　１，８００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。※３歳以下は入場無料
※障がい者手帳をお持ちの方と介助者（1名まで）は当日入場料半額（要手帳提示）

申込方法
●ゆう窓口販売	 １２月２７日（水）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 １２月２２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

ホームページ

ホームページ

ホームページTHE ドラえもん展　TOKYO 2017

パリの女性を総称した“パリジェンヌ”彼女たちは時代を映す多様な生き方を見せています。本展では、ボストン美術
館所蔵品約１２０点によって、１８世紀から２０世紀のパリの文化を体現してきた女性たちの姿をご紹介します。豪華なド
レス、時のファッションを手彩色で表現した版画のほか、ルノワールによるエキゾチックなコスチュームの女性像、マネ
が描く街角の凛々しい女性歌手、あるいはカサットの作品など、多彩な作品をお楽しみいただけます。

ローマ帝国皇帝として君臨したハプスブルグ家のルドルフ２世は、稀代の収集家として、また芸術の庇護者として知られ
ています。本展ではアルチンボルドを始め、彼が愛好した芸術家たちの作品を中心に、占星術や錬金術にも強い関心を
示した皇帝の、時に魔術的とも言える魅力に満ちた芸術と科学の世界をご紹介します。

「あなたのドラえもんをつくってください」２０１７年１１月ＴＯＫＹＯで、このコンセプトに共鳴した世界を舞台に活躍す
る２８組のアーティストが集い、「ドラえもん」への思いが詰まった世界にひとつだけのアート作品を発表します。
「アート」が「ドラえもん」と出会う、その特別な瞬間を一緒に夢見ましょう。

時 代 を 映 す 女 性 た ち

神 聖 ロ ー マ 帝 国 皇 帝

ボストン美術館　パリジェンヌ展

ルドルフ２世の驚異の世界展

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ハンス・フォン・アーヘン作のコピー《ハプスブルク家、神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ２世の肖像》
1600年前後、油彩・キャンヴァス、スコークロステル城、スウェーデン
Skokloster	Castle,	Sweden

村上隆「あんなこといいな　出来たらいいな」（部分）
©2017	Takashi	Murakami/Kaikai	Kiki	Co.,Ltd.All	Rights	Reserved.
©Fujiko-Pro

エラスムス・ビーアンブルンナー《象の形をしたからくり時計》
1580年頃、鉄、真鍮、銅、鍍金、エナメル他、エスーターハージ財団、

フォルヒテンシュタイン城宝物殿
Photo:Manfred	Horvath,	Vienna
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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

北斎とジャポニスム 平成３０年１／２８(日 )	まで ゆう窓口～平成３０年１／１９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ～１／１２まで Ｆｒｏｍ １０月号

古代アンデス文明展 平成３０年２／１８(日 )	まで ゆう窓口～平成３０年２／９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ～２／２まで Ｆｒｏｍ １０月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆ ホームページゆう
窓口

全国から選抜した祭り・伝統芸能を、スタンド席から観覧できるライブスペー
スにて披露します。「五所川原立佞武多」「青森ねぶた祭」「秋田竿燈まつり」他

小規模な祭り・伝統芸能、観光ＰＲ、ミニコンサートなど多彩なステージを展開します。

○「にぎわい市」　
　日本の“美味い”が約３００ブース出店する他、１０周年特別企画など
○「第９回全国ご当地どんぶり選手権」
　予選会を勝ち上がったどんぶりが一堂に集結し、お客様の投票で「No.１　
　ご当地どんぶり」を決定！

開催日時 平成３０年１月１２日（金）から１月２１日（日）まで　１０日間
　時間　午前１０時から午後９時	（最終日は午後６時閉場）※入場は閉場３０分前まで

会　　場 東京ドーム（水道橋）

料　　金 大　人（中学生以上）　９００円（当日券　１，７００円）　
　※小学生以下のお子様は、大人１名の付添につき４名まで無料

申込方法
●窓口販売	 平成３０年１月１０日（水）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 　　　１２月２６日（火）午後５時必着
※一会員４枚まで			完売をもって販売終了

ふるさと祭り東京2018
～日本のまつり・故郷の味～

ホームページ

◆「お祭りひろば」…

◆「ふるさとステージ」…

◆ ふ る さ と の 味 …

祭

市

ゆう
窓口

《広告》孝行舎

（バックネット前）

（バックスクリーン前）

※「お祭りひろば」「ふるさとステージ」の内容は日によって異なります。
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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 グランリゾート加賀は、設備の老朽化のため平成３０年１月４日をもって営業
終了となります。また、リニューアル工事のため休館中のザ グランリゾート箱根
のオープンは、１２月中旬頃になる予定です。

　●  「ゆう」１２月の土曜営業日は１２月１６日（第三土曜日）となります。

　●  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。

　●   「ゆう」の指定店が増えました。会員証提示で割引料金にてご利用いただけます。
　　　☆「麻雀　蓮」（足立区江北４－１－２ 陽川ビル２・３Ｆ　０３－３８９８－５９８０）火曜日定休

Information

対象施設

●８０の美術館 ･博物館・動物園 ･水族園・植物園
　※各施設指定の展示を１回ずつ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「割引券として利用できる展示」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　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

●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）

ゆう
窓口

東京の美術館･博物館等共通入館券＆割引券
「東京・ミュージアムぐるっとパス２０１７」

ホームページ

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。
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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・変更はできません。
●ハワイアンズに宿泊をする方は、直接予約センターへお申込みください。１泊１名につき
　２枚のチケット（入館券）が必要となります。
　詳しくは、利用ガイドゆう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 ホームページゆう
窓口☎

一般社団法人　全国中小企業勤労福祉サービスセンター
　　　　　「こどもが主役の街」キッザニア東京　特別ご優待

【優待内容】対象期間の平日第２部及び日曜・祝日第２部が５００円ＯＦＦ
【対象期間】　２０１８年３月１６日（金）まで
　※除外期間及び除外日：１１月３日（金・祝）・２０１８年２月１１日（日・祝）および１２月２３日（土・祝）
　　　　　　　　　　　　～２０１８年１月８日（月・祝）のホリデーシーズン（Ｈ.Ｓ）期間
　※サービスコード予約サイトの予約状況カレンダーで、その他除外日及び空き状況をご確認ください。

【優待料金】（税込）　
園児（３歳～） 小学生 中学生 大人（１６歳～） シニア（６０歳～）

平　日
第２部

２，６８６円
（通常 ３，１８６円）

３，０１０円
（通常 ３，５１０円）

３，１１８円
（通常 ３，６１８円） １，６０６円

（通常 ２，１０６円）
５２６円

（通常 １，０２６円）
日曜・祝日
第２部

３，０１０円
（通常 ３，５１０円）

３，３３４円
（通常 ３，８３４円）

３，４４２円
（通常 ３，９４２円）
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《笹かまぼこ》
新鮮な魚介類から作りだされる本物の味を宮城県女川からお届けします。

商 品

笹かまぼこ詰め合わせ　商品内容
（Ａ）	笹かまぼこ：１１枚（吉次３枚・石持４枚・チーズ笹かまぼこ４枚）
（Ｂ）	笹かまぼこ：１０枚（吉次４枚・石持３枚・チーズ笹かまぼこ３枚）
	 あげかまぼこ：８枚（たかまさ・五目・海老・貝柱×各２枚）
㊟賞味期限：笹かまぼこ・あげかま：出荷日＋６日　※クール便にて配達します

料　　 金 （Ａ）１，９００円　（一般料金２，５７６円）
（Ｂ）２，５００円　（一般料金３，５２０円）　（Ａ）（Ｂ）とも送料・税込

申込口数 （Ａ）（Ｂ）合わせて１会員２口まで

商品発送 １２月２６日（火）～２８日（木）の発送となります。
※上記日程のお受け取りができる方の申込をお願いします。

締 切 １１月３０日（木）午後５時必着
支 払 い １２月５日（火）頃に送付する払込み票にて、到着後１週間以内にお支払いください。
≪お届先≫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）と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。

味の宅配便 ホームページ

（Ａ）

（Ｂ）

《広告》はせがわ

《広告》シアター1010
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ホテル椿山荘東京 

「2017年イヤーエンドブッフェ」
文京区関口２－１０－８　交通：東京メトロ有楽町線「江戸川橋」１ａ出口徒歩約１０分

ホテル椿山荘東京恒例の「２０１７年イヤーエンドブッフェ」を開催します。ご家族
でお楽しみください。

開催期間 平成２９年１２月１日（金）～１２月２８日（木）

時　　間
●	受　付　１８：３０～
●	お食事　１９：００～２１：００（１２０分制）

予 約 先 ０３－３９４３－１１４０
（９：００～２０：００）

利用料金

●大　人	 ８，０００円（通常料金　９，０００円）
●小学生	 ３，２００円（通常料金　３，８００円）

●幼　児		１，６００円（通常料金　２，２００円）（３歳以上）
　金額は、消費税・サービス料が含まれます。

内　　容
和洋中ブッフェ（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）

そ の 他
●日によって時間が異なる場合がございます。
●仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます。
●最少催行人数に満たない場合は、開催を取りやめる場合がございます。

１会員６枚まで

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

食事チケット　ご案内中です
● 第一ホテル東京・第一ホテルアネックス
　　～平成２９年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

● 帝国ホテル
　　～平成２９年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

● 浅草ビューホテル
　　～平成２９年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。
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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を別にお書きください）。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 １１月２４日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１２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１２／１１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

　蜷川幸雄三回忌追悼公演

ムサシ

 新派１３０年　初春新派公演

　

会場：三越劇場（三越前）
枚数：各回１０枚
　　　(一会員２枚まで）

会場：日生劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：各回８枚
　　　(一会員２枚まで）

２／４（日）１５：３０

１２／１５（金）１９：００

２／１７（土）１８：００

１／６（土）１８：００

柳家三三「月例  三三独演２０１７」 桂文枝　新春特撰落語会

黒蜥蜴
❶１／１０（水）１３：００　❷１／１６（火）１３：００ ❶１／２０（土）１１：３０

❷１／２１（日）１１：３０
全席指定　６，３００円
　 　  （一般料金９，０００円）

Ｓ席指定　１１，０００円
　　    （一般料金１２，５００円）

Ｓ席指定　７，０００円
　　　　　（一般料金８，８００円）

全席指定　２，８００円
　　　　　（一般料金３，４００円）

Ｓ席指定　９，２００円
　　　　（一般料金１１，０００円）

全席指定　４，２００円
　　   （一般料金５，０００円）
会場：有楽町朝日ホール
　　　（有楽町）
枚数：１０枚
　　　(一会員２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：イイノホール
　　　（霞ケ関・虎ノ門）
枚数：６枚 (一会員２枚まで）

会場：Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
　　　シアターコクーン（渋谷）
枚数：８枚 (一会員２枚まで）

望海　風斗　　　真彩　希帆

© 宝塚歌劇団

　雪組公演
ミュージカル『ひかりふる路

みち

～革命家、マクシミリアン・ロペスピエール～』
レヴュー・スペクタキュラー　『ＳＵＰＥＲ ＶＯＹＡＧＥＲ！）』－希望の海へ－

第１２９回演目「言訳座頭」「猫と金魚」		ほか 出演：桂	文枝

日本を代表する才能が集結し、世界が絶賛した最高傑作。藤原竜也主演、
伝説の舞台が復活再演！！
作：井上ひさし　演出：蜷川幸雄
出演：藤原竜也　溝端淳平　鈴木 杏　六平直正　吉田鋼太郎　白石加代子　ほか

山田洋次監督が贈る喜劇、１３０年の歴史をほこる新派がみせる２１世
紀の現代な家族物語。あのドタバタ家族が、新年早々ショーゲキ事件を
巻き起こす！？

演出：山田洋次　出演：水谷八重子　波乃久里子　喜多村緑郎　ほか

美貌の女盗賊”黒蜥蜴”が繰り広げる耽美と闇の世界。江戸川乱歩の傑
作を、三島由紀夫が戯曲化した究極のエンターテインメント！

出演：中谷美紀　井上芳雄　相楽 樹　朝海ひかる　たかお 鷹　成 河　ほか

☆１／１０（水）は終演後、演出家デヴィッド・ルヴォーによるアフタートークあり。

※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
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国民の叔母・清水ミチコ のひとりジャンボリー
～祝 武道館 ５回目スペシャル～

クリスマス☆ゴスペル２０１７
グローリー・ゴスペル・シンガーズ

　東京労音第１２９回演奏会

ヴェートーヴェン第九
(合唱付 )

会場：東京文化会館大ホール（上野）
枚数：各回１０枚 (一会員２枚まで）

１／２０(土）１１：００

１２／１８（月）１９：００ １２／２３（土・祝）１４：００

１２／３０（土）１６：００ １／２０（土）１８：３０

１２／２３（土・祝）１７：００ １２／１５（金）　１８：３０

加山雄三　祝！80 歳

❶１／５（金）１３：００　❷１／６（土）１１：３０

❶「ドン・キホーテ」
❷「白鳥の湖」

Ｓ席指定　１１，０００円
　　    （一般料金１５，０００円）

１等席指定　７，０００円
　　　　　　（一般料金９，０００円）

Ｓ席指定　５，６００円
　　　　　（一般料金６，８００円）

Ｓ席指定　６，０００円（一般料金７，５００円）

指　　定　５，５００円
　　　　　（一般料金６，５００円）

Ｓ席指定　６，５００円
　　　　　（一般料金８，０００円）

Ｓ席指定　６，５００円
　　　　　（一般料金８，０００円）

全席指定　９，８００円
　　　　（一般料金１２，０００円）

会場：浅草公会堂 (浅草）
枚数：２０枚 (一会員２枚まで）

会場：すみだトリフォニーホール	大ホール (錦糸町）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

会場：東京文化会館
　　　大ホール（上野）
枚数：１０枚
　　　(一会員２枚まで）

会場：日本武道館（九段下）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

会場：相模女子大学グリーンホール
　　　大ホール（小田急線	相模大野）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

会場：すみだトリフォニーホール
　　　大ホール (錦糸町）
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）

　劇場創立１５０周年記念　ウクライナ国立歌劇場来日公演フェスティバル

キエフ・バレエ
－タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ－

　日本カバヤ・オハヨーｐｒｅｓｅｎｔｓ

村井邦彦作曲活動５０周年記念コンサート
 ＬＡ ｍｅｅｔｓ ＴＯＫＹＯ

辛島美登里
Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｃｏｎｃｅｒｔ　冬の絵本 2017

～赤ずきんの恋～

出演：尾上松也　中村歌昇　坂東巳之助　坂東新悟　中村種之助　
　　　中村米吉　中村隼人　ほか

演目：お年玉年始ご挨拶　義経千本桜　鳥居前
　　　元禄忠臣蔵　御浜御殿網豊卿

来日１０周年アニバーサリーツアー！今年も本場ニューヨークからやってくる！全米トッ
プ・ゴスペル・グループとエキサイティングなクリスマスを！ステージでは時に温かく
厳かに、時に生き生きとパワフルに、ゴスペル・ファンのみならず、音楽を愛するす
べての人々をＨＡＰＰＹな気持ちにしてくれる感動と興奮のショーが展開されます。

予定曲：Ｈａｐｐｙ	Ｘｍａｓ（ジョン・レノン）　ホワイトクリスマス　アメイジング・グレース
　　　　アイ・ウィル・フォロー・ヒム　ほか

次世代を担う若手歌舞伎俳優たちの熱演を、
新春の浅草でぜひお楽しみください

市民参加型第九の元祖！

５回目の武道館公演、年末に開催決定！

指揮：岩村 力　管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
ソリスト：田村麻子（Ｓ） 杣友惠子（Ａ） ジョン・健・ヌッツオ（Ｔ） 青山  貴（Ｂｒ） 

出演：清水ミチコ　

幸せだぁ。若大将一夜限りの“全箇所”スペシャルライブ！
～ＢＩＧなスペシャルゲストが駆けつける！？～

予定曲目：君といつまでも　海	その愛　ほか

出演：辛島美登里　演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団
ピアニスト：扇谷研人　ギタリスト：伊藤ハルトシ
音楽監督・指揮：千住	明　
スペシャルゲスト：伊礼彼方

Andres Sautal & Celesta Medina/ 生田絵梨花 /Asiah/Vasko Vassilev/
海宝直人 / 川久保賜紀 / 小坂忠 / サラ・オレイン /Tierney Sutton/
Tierney Sutton Band（Christian Jacob / Kevin Axt / Ray Brinker）/
tekkan/ 浜口茂外也 /Jorge Calandrelli/ 三浦一馬 / 村井邦彦 / 山田姉妹 /
吉田美奈子　ほか

出演：

豪華絢爛！芸術の古都キエフが誇る名門劇場が贈る不朽の名作古典バレエ！

※日程により演目が違います。
※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

※お土産付
※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

※４歳以上チケット必要
　４歳未満でも席が必要の場合、チケット必要

※４歳以上有料

※未就学児は入場不可
Photo:Yuu Kmamimaki
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《広告》花サロン

利用期間　２０１７年１２月１日（金）～１２月２９日（金）の平日および
　　　　　２０１８年　１月５日（金）～　２月２８日（水）の全日
１　パスポート料金
「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日ご利用いただけます。
※入園制限中のパークではご利用いただけません。」

大人（１８歳以上）　　　　　　　　　６，４００円　《通常料金：７，４００円》
中人（中学・高校生　１２～１７歳）　５，５００円　《通常料金：６，４００円》
小人（幼児・主学生　　４～１１歳）　４，１００円　《通常料金：４，８００円》

２「パスポート購入申込書」に必要事項をもれなく記入の上、チケット販売窓口にご提出ください。
　１枚で５名まで購入できます。
　有効期間内のコーポレートプログラム利用券との併用も可能です。

第 2回 東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
『サンクス・フェスティバル』のご案内


