
サービスセンターニュース １１月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,907
12,466

２０１７年

１２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　　
【ホームページ申込】　http://www.yuu.or.jp ※１２月の土曜営業は、１６日（９：００～１６：００）です。

１２月１０日発行◎

日 月 火 水 木 金 土

１２／１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

３１ １／１ ２ ３ ４ ５ ６

当センターの土曜日営業は毎月第４土曜
日ですが、１２月は第３土曜日１６日

（９：００～１６：００）とさせていた
だきますので、ご了承願います。
また、年末の営業は１２月２８日（木）
まで、年始は１月４日（木）から営業い
たします。
※カレンダーの朱書きの日はお休みです。

 ●サービスセンターゆう　年末年始の営業カレンダー

ゆう会員事業所を「公社ニュースときめき」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１０.５ｃｍ
● 掲載内容 事業所の紹介や の利用状況についての記事・写真

❶ へ掲載申込み
 ⬇
❷ 掲載が決定
 　⬇
❸ 編集担当が取材
 　⬇
❹ 記事の作成・校正
 　⬇
❺ 毎月１日発行

掲載までの流れ

事業所紹介やゆうの利用
状況などを、取材させて
いただき、記事掲載いた
します。

写 真

写 真

○○○○○○○株式会社

足立区全戸配布
発行部数　３２０, ０００部
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会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で

H ３０年１月１日から３月２０日までに
追加入会していただくと

入会金無料＆記念品を進呈！

　キャンペーン期間中の１月１日（月・祝）から３月２０日（火）までに同一事業所で追加入
会されますと、入会金２００円が無料となり、さらに入会月に応じて、記念品（足立区内共通

商品券又はクオカード）をプレゼントいたします！

　１月中に入会の場合、入会者一人につき	 １，５００円 相当の記念品

　２月中に入会の場合、入会者一人につき	 １，０００円 相当の記念品

　３月（3/20まで）に入会の場合、入会者一人につき	 ５００円	相当の記念品

会員拡大キャンペーン手続き

ゆうに加入している

事業所様

①“ ”へ「会員拡大キャンペーン」手続き書類を
請求する（会員番号をお伝えください）

「会員拡大キャンペーン」手続き書類を送付します

②“ ”から届いた必要書類を記入し返送する
振込用紙で郵便局から会費を振り込む

書類返送と入金確認ができ次第、会員カードや
利用ガイドなどと一緒に記念品を送付します

会費は月額５００円となります。１月加入の場合は１，５００円、２月加入の場合は１，０００円、３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。（４月以降は半期ごとに指定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段階で、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」を展開予定！
足立区内全戸配布の「公社ニュースときめき」１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、「会員拡大キャンペーン」手続き書類をお送りします。
問い合せ先　TEL 03-3838-3586　FAX 03-3838-3556

“ ”窓口でもお手続きできます！　

※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の対象となりません。
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施設の詳細は利用ガイドブックをご覧ください。

残数僅少

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

スポーツクラブ利用券　販売中！ ホームページゆう
窓口

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・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クラブ綾瀬　　☎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

●今年度すでに各施設の販売枚数上限を購入された方は申込みできません。
●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。
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◆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。

◆ 申　 込 ◆ 下記を参照のうえ次ページの「FAX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FAX専用申込書またはホームページ専用申込フォームの記載事項を
　もれなく記入してください。
　※ に家族登録がない場合は、料金区分①に該当しません。お申し込み前に必ず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、
　抽選券配付・パーティー会場内の席・イベント用グッズ（旗）の配付はござ
　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。
★㈱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。
★強風等の荒天時に、パーク開園中であっても、㈱オリエンタルランドが来園者
　に危険が及ぶと判断したときには、本会場付近を封鎖してパーティーの開催を
　中止する場合があります。その際の参加費の返金はできませんのでご了承のう
　えお申し込みください。

◆締切日◆ 平成３０年１月１２日（金）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３０年１月下旬にお送りします。

「１ＤＡＹパスポート」および「パーティー入場券」は平成３０年２月下旬の発送
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
（中高生 12 ～ 17 歳）

小人
( 幼児 ･ 小学生 4 ～ 11 歳 )

① 会員と配偶者・子 ･
　 実父母 ６, ９００円 ６, １００円 ４, ６００円

② その他の家族
　 （会員の孫・兄弟姉妹） ９, ７００円 ８, ４００円 ６, ４００円

ワンデー
パスポート付き！

開催日	 平成３０年３月１１日（日）
会　場	 東京ディズニーシー
　　　	「ケープコッド・クックオフ」
時　間	 午前９時１０分〜９時４０分
	 （開場は午前８時４０分）

募集定員　２７０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
東京ディズニーシーⓇ

「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。
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イベント名 スキーリフトシーズン券

枚　　 数 一会員　１スキー場につき５枚まで

販 売 期 間
●ゆう窓口：１２月１８日（月）から平成３０年３月１６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：１２月１８日（月）
　　　　　　　　　　　　　　から平成３０年３月９日（金）午後５時必着

申 込 方 法
●直接ゆう窓口でご購入いただいくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・会員氏名・
　スキー場名・券の種別・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。

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。施設に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・変更および再発行はいたしません。

2017〜スキーリフトシーズン券の販売開始12/18より ホームページ

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）
（旧六日町スキーリゾート） 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
大　人 ２，７００円（一般料金　３，９００円）　
中高生・シニア（５５歳以上） ２，２００円（一般料金　３，０００円）
小学生 １，２００円（一般料金　２，０００円）未就学児は無料（保護者同伴）

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

湯沢中里スノーリゾート 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽　　☎０２５－７８７－３３０１（総合案内）
（旧湯沢中里スキー場） 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 ３，１００円（一般料金　４，２００円）　
中高生・シニア（５５歳以上） ２，３００円（一般料金　３，３００円）
小学生 １，３００円（一般料金　２，２００円）未就学児は無料（保護者同伴）

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

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
大　人 ３，１００円（一般料金　４，７００円）　
中高生・シニア（５５歳以上） ２，８００円（一般料金　４，２００円）
小学生 ２，０００円（一般料金　２，９００円）未就学児は無料（保護者同伴）

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

石打丸山スキー場 新潟県南魚沼市石打　　　☎０２５－７８３－５５７１
 利用期間　１２月２３日（土・祝）～平成３０年３月２５日（日）予定

１日券

大人券　　　　　　　　３，５００円（一般料金　４, ５００円）
シニア券（６０歳以上）　　 ３，２００円（一般料金　３，８００円）
ジュニア券（小学生）　  ２，８００円（一般料金　３，４００円）
　●未就学児は無料（保護者同伴）

アクセス
　　　　ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」よりバス１０分
　　　　関越自動車道　湯沢ＩＣ　約６分　・　塩沢石打ＩＣ　約５分

４か所のスキー場のリフト券（シーズン券）を販売します。通常よりお得なチケットです。どうぞご利用ください。

ゆう
窓口
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会員証の提示により優待料金で利用できます
群馬県　丸沼高原スキー場 群馬県利根郡片品村東小川　　　☎０２７８－５８－２２１１
 開設期間　１２月１６日（土）から平成３０年５月６日（日）まで

リフト１日券

●スキーパック特別割引〔リフト１日券（ゴンドラ利用可）＋食事券（１，２００円分）付き〕
大　人（１８歳以上） ４，９００円（一般料金　６，１００円相当）※中高生は学生証提示で学割料金あり。
シニア（５５歳以上） ４，４００円（一般料金　５，６００円相当）※年齢を証明する必要あり。
小学生 ２，２００円（一般料金　３，４００円相当）未就学児童はリフト乗車無料（保護者同伴）

●ゆう窓口に、会員証提示と同額優待パック（レンタル割引付き）券があります。ご利用下さい。
●３／１９から、大人・シニア料金はさらに６００円引きとなります。

アクセス
　　　　ＪＲ上毛高原駅または沼田駅より路線バス（鎌田乗換え）
　　　　関越自動車道　沼田ＩＣより国道１２０号を日光方面へ　約５０分
　　　　( 駐車場平日無料、場内駐車場は土・日・休日・特定日有料　一般車￥１,０００）

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御所平　　　　☎０２６７－９１－１００１
小海リエックス・スキーバレー 長野県南佐久郡小海町豊里５９０７　☎０２６７－９３－２５３７
 開設期間　１２月２３日（土・祝）～平成３０年３月２５日（日）

リフト１日券

大　人 平日 ２，５００円（一般料金　３，５００円）
 土日祝 ３，０００円（一般料金　４，０００円）
子ども（小・中学生）・マスター（５０歳～５９歳）
 平日 １，５００円（一般料金　２，５００円）　
 土日祝 ２，０００円（一般料金　３，０００円）
※キッズ（小学生未満）・シニア（６０歳以上）は現地チケットと同価格となります　※１２／２９～１／３は土日祝日料金となります

アクセス

　　　　シャトレーゼ八ヶ岳：ＪＲ小海線野辺山駅よりタクシー５分
　　　　小 海 リ エ ッ ク ス：ＪＲ小海線小海駅よりタクシー２０分　
　　　　シャトレーゼ八ヶ岳：中央自動車道路　長坂ＩＣより約２５分
　　　　小 海 リ エ ッ ク ス：中部横断自動車道　佐久南ＩＣより約３５分

軽井沢スノーパーク 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢　　　☎０２７９－８４－１２２７
 開設期間　１２月９日（土）～平成３０年４月８日（日）　

リフト１日券
大　人（中学生以上） ３，０００円（一般料金　３，５００円）
子ども（４歳～小学生）・シニア（５５歳以上要証明書） ２，０００円（一般料金　２，５００円）

アクセス
　　　　北陸新幹線　軽井沢駅より　無料シャトルバス４０分（前日１７時まで要予約）
　　　　上信越自動車道　碓氷軽井沢ＩＣより１４６号経由約４５分

会津高原 たかつえスキー場 福島県南会津郡南会津町高杖原　　　☎０２４１－７８－２２２０
 開設期間　１２月１６日（土）～平成３０年３月３１日（土）

リフト１日券
大　人（中学生以上） ３，２００円（一般料金　４，２００円）
子ども（５歳～小学生）・シニア（６０歳以上要証明書） ２，５００円（一般料金　３，２００円）

アクセス
　　　　会津鉄道・野岩鉄道「会津高原尾瀬口駅」よりバスで３０分
　　　　東北自動車道・西那須野塩原ＩＣより約９０分

猪苗代スキー場 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００
( 中央×ミネロ ) 利用期間　１２月２３日（土・祝）～平成３０年３月２５日（日）予定

リフト１日券
大　人（中学生以上）　４，０００円（一般料金４，７００円）
子ども（小学生）　　　３，０００円（一般料金３，９００円）　未就学児は無料（保護者同伴）

アクセス
　　　　JR 磐越西線「猪苗代駅」より無料シャトルバス有 ( 要予約 )
　　　　磐越道　猪苗代磐梯高原 IC より約８㎞

※ 1　利用方法の詳細は各スキー場にお問い合わせください。
※ 2　会員証は１枚５名まで利用できます。
※ 3　開設期間及び営業時間は、天候等により変わることがあります。施設に確認のうえご利用をお願いします。
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浅草ビューホテル 2018 年新春和食&中国料理バイキング 会員証提示

台東区西浅草３－１７－１　交通：つくばエクスプレス「浅草駅」直結。東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩約１０分

本格中国料理で新たな年のスタートを ! 調理人が目の前で料理を仕上げる特設ライブキッチンスペ
ースもご用意し、できたてあつあつのお料理を提供 !! バイキング会場にはお正月ならではの獅子
舞が登場いたします。

期　　 間 平成３０年１月１日（月・祝）　～　平成３０年１月３日（水）　

会　　 場 ホテル４階　大宴会場「飛翔の間」

予 約 先 ０３－３８４２－２１２７　　（１０：００～１８：００）

予約方法 予約先へ「足立区勤労福祉サービスセンター 」の会員と告げて、日程や時間の予約をしてください。

時　　 間 ①１１：３０～１３：００　②１３：３０～１５：００　③１５：３０～１７：００　④１７：３０～１９：３０

料　　 金
大　人　５，０００円　（一般料金　前売５，５００円、当日６，３００円）
小学生　２，０００円　( 一般料金　２，５００円 )
幼　児　　  ７００円　※乳幼児 ( ４歳未満 ) は無料です

内　 容
● 和食・中国料理バイキング
● ソフトドリンクフリーです。（アルコールは別料金）
● 料金は、税金・サービス料を含みます。

会 員 証 会員証を忘れずにお持ちください。

支払方法 お支払時に会員証を提示し料金をお支払いください。
※会員証の提示がない場合は一般料金となります。

そ の 他 ● このプランは、勤労福祉サービスセンター「 」の食事チケットは発行しません。
● 駐車場は入庫から３時間まで無料となります。

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　スカイグリルブッフェ「武蔵」
～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。

● ホテル椿山荘東京「２０１７イヤーエンドブッフェ」
～平成２９年１２月２８日まで　詳しくは「From 」１１月号をご覧ください。

写真はイメージです
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　●  平成３０年１月９日より「ゆう」のホームページを一部リニュ－アルします。詳細
は次号「From ゆう１月号」をご覧ください。

　●  ザ グラン リゾート箱根はリニューアルオープン後、お食事が和食からフレンチに
変更となります。

Information

国立演芸場入場券　販売中 ホームページ

～落語・講談・漫談等を楽しんで頂けるようゆう窓口で入場券を販売しています～
この入場券は定席（じょうせき）公演のみ使用できます。

　　　　　上席（上席）　毎月　１～１０日

　　　　　中席（中席）　毎月１１～２０日
各共通券になりますので、各席期間は使用できます。（全席指定）
※事前にお席をご予約いただけます。　0570-07-9900
※貸切日を除く。（公演予定はホームページでご確認ください。　http://www.ntj.jac.go.jp/ ）
※公演演目は前月末に発表になりますので、国立演芸場へ電話、またはインターネットでご確認ください。

申込方法 ゆう窓口、ハガキ、FAX、ホームページ
会 場 国立演芸場　地下鉄永田町駅　徒歩５分
料 金 １，０００円（一般２，１００円）　演目１回につき　一会員５枚まで
利用期間 平成３０年３月中席期間まで

ゆう
窓口

（ただし１月は中席のみ）

購入方法 ●ゆうの会員証提示が必要です。
場 所 ●「法人サービスカウンター」（東京ドームシティ ミーツポート２F）

営業時間 ●午前１０時～午後７時

お問合せ ●☎０３ー３８１７ー６３６４

お支払方法 ●現金またはクレジットカード決済（JCB、VISA、MASTER）

東京ドームシティの施設が利用できる下記
チケットは、現地でご購入できます。
㊟サービスセンターゆうの補助金はつきません。

＊ご購入は、一日各券１０枚までとなります。（TDC グルメチケット、トリートメント＆ビューティ利用券は除く）
＊チケットにはすべて有効期限がございます。ご確認ください。
＊お客様のご都合による返品・交換・キャンセルは一切お受けできません。
＊転売目的でのご購入はお断りします。

法人サービスカウンター取扱い商品

便利です！

商品名 定価相当 会員価格
得１０チケット 最大 ６, ２００円（相当） ２, ５００円

東京ドームホテル レストランランチ券 　　 ３, ０００円（相当） ２, ６００円

スパ ラクーア入館券
※土・日・祝日・特定日および深夜は要割増

　　 ２, ８５０円 １, ７５０円

スパ ラクーア　
トリートメント＆ビューティー利用券 　　 １, ０００円 　  ９００円

TDCグルメチケット 　　 １, ０００円 　９００円

宇宙ミュージアムTeNQ 入館引換券 １, ２００～１, ８００円 ９００～１, ３５０円
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開催日時

平成３０年２月２４日（土）から５月２７日（日）まで
　午前９時３０分～午後５時３０分（金・土曜日は午後８時まで）
　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日…月曜日、（ただし、３／２６（月）、４／３０（月・祝）は開館）

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）※中学生以下無料
※２／２４（土）～３／４（日）は、高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）
※心身の障がい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提示）
※本展の観覧券で常設展示も併せてご覧いただけます

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

ホームページ

日本スペイン外交関係樹立１５０周年を記念し、スペイン・マドリードにあるプラド美術館の数多くある至宝のなかから、
１７世紀スペイン絵画の黄金時代を築いた巨匠ベラスケスの作品を中心に、ティツィアーノ、ルーベンス、ムリーリョら
の作品など６１点の油彩画と９点の資料を展示いたします。

プラド美術館展　ベラスケスと絵画の栄光 ゆう
窓口

第17回となる本フェスティバルは、日本最大のキルト展としてキルト作家の育成を目指すとともに、キルトの優れ
た技法や可能性を多くの人々に伝えていきます。特別企画「四大作家がつづる若草物語」や中山富美子の全仕事「モ
ラ礼賛」、絵本きると「エリック・カールの世界」等、キルトの楽しさ・素晴らしさを分かち合える祭典です。

開催日時
平成３０年１月２５日（木）から１月３１日（水）まで
●午前９時３０分～午後６時　　※入場は閉場の３０分前まで
　（初日は午前１１時から、最終日は午後５時３０分まで）

会　 場 東京ドーム（水道橋）

料 金 一　般　１, ２００円（当日券　２，１００円）※小学生以下は無料。但し大人の付添いが必要

申込方法
●ゆう窓口販売 平成３０年１月２４日（水）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成３０年１月１９日（金）午後５時必着
●一会員４枚まで ㊟ 完売をもって販売終了

第１7回東京国際キルトフェスティバル～布と針と糸の祭典～

１６世紀フランドルを代表する画家、ピーテル・ブリューゲル１世に始まり１５０年にわたって画家を生み出したブ
リューゲル一族。その系譜を辿りながら、一族の画家達が手がけた風景画、風俗画、花などの静物画を通して、フラ
ンドル絵画の魅力に光をあてる本展は、通常見ることができない個人所蔵の絵画など約１００点により構成されます。

ブリューゲル展　～画家一族 150 年の系譜～ ホームページ

開催日時

平成３０年１月２３日（火）から４月１日（日）まで
　午前９時３０分～午後５時３０分
　※会期中の金曜日は午後８時まで（いずれも入室は閉室の３０分前まで）
●休室日　月曜日、２／１３（火）、※ただし２／１２（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　 １，０００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
※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

ヤン・ブリューゲル 1 世と 2 世
≪机上の花瓶に入ったチューリップと薔薇≫
1615-1620 年頃　Private Collection

ディエゴ・ベラスケス≪王太子バルタサール・カルロス騎馬像≫
1635 年頃　マドリード、プラド美術館蔵
©Museo Nacional del Prado

ゆう
窓口

ホームページゆう
窓口
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

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

開催日時

平成３０年２月８日（木）から平成３０年５月２０日（日）まで
午前１０時～午後６時　※入館は閉館の３０分前まで

（祝日を除く金曜日と会期最終週平日、第二水曜日は午後９時まで）
●休館日　月曜日
　（ただし、祝日の場合、５／１４とトークフリーデーの２／２６、３／２６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）

料 金 一　般　１，２００円　（当日券　１，７００円）

申込方法
●ゆう窓口販売 平成３０年２月７日（水）まで
●はがき／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

ホームページ

オディロン・ルドンは、印象派の画家たちと同世代でありながら、幻想的な内面世界に目を向け、その特異な画業は
今も世界中の人の心を魅了して止みません。なかでも本展は、植物に焦点を絞った前例のない展覧会で，出品作およ
そ９０点のうち大半は、オルセー・ボルドー・シカゴ・プティ＝パレ等海外の主要美術館の所蔵作品により構成する、
大規模なルドン展となります。

ルドン−秘密の花園 ゆう
窓口

■募集要項を無料で送付いたします

東京足立学習センタ一
足立区千住５－１３－５学びピア２１（６階）（北千住駅西口から徒歩１５分）
午前１０時～午後６時（月曜・祝日を除く）

☎ 03−5244−2760

《広告》　 が教養学部の入学を補助します 詳しくは  利用ガイド 2017 参照

放送大学はテレビやインターネットを通
じて授業を行う通信制の大学です。放送
大学はあなたの生涯学習を応援します。

保育学・臨床心理学の専門家が伝える、赤ちゃんや子どもを育て
るために知っておきたいこと。

４月入学生募集中（入試不要）

好評につき第２弾！

入学相談会 【事前予約制】
　各日とも①１０時～１２時 ②１４時～１７時　（１回あたり３０分程度）
　平成３０年１月１３日（土）　
　平成３０年２月　３日（土）
　平成３０年２月１３日（火）　～３月１８日（日）
　（※毎週月曜日、祝日及び�平成３０年３月３日（土）・３月４日（日）は除く。）

看護師向け個別相談会【事前予約制】
　各日とも①１０時～１２時 　②１４時～１７時
　（１回あたり３０分～１時間程度）
　平成３０年１月１２日（金）　
　平成３０年２月　８日（木）

願書受付　インターネット ・ 郵送いずれも
　第１回募集　平成３０年２月２８日（水）まで　
　第２回募集　平成３０年３月２０日（火）まで　
　※郵送の場合は放送大学本部（千葉市）必着のこと。

①「センス・オブ・ワンダー」を大事にする子育て
　日時：平成３０年２月４日（日）　午後２時～３時３０分
　講師：宮里�暁美�先生（お茶の水女子大学教授）

②親子関係について考える～心理学から見る子育て・親育ち～
　日時：平成３０年２月１０日（土）　午後２時～３時３０分
　講師：井梅�由美子�先生（東京未来大学講師）

③ ３歳までのおもちゃと遊びの世界～人とものに出会う～
　日時：平成３０年２月１７日（土）　午後２時～３時３０分
　講師：私市�和子�先生（文京区立お茶の水女子大学こども園施設長）

※公開講演会は一時預かりも含め保育室の用意はありません。お子様
　を連れて来られる場合は一緒に参加していただくことになります。

会場：足立区生涯学習総合施設（学びピア２１）４階　講堂
定員：①②③いずれも１５０名（先着順で定員に達し次第締切り）
申し込み・問い合わせ：放送大学東京足立学習センター事務室　
窓口又は電話で申し込み

詳しくは放送大学東京足立学習センターの公開講演会のホームページ
をご覧ください。
URL��https://www.sc.ouj.ac.jp/center/adachi/about/open.html

公開講演会
子育てシリーズ

Mystery,ca.1910,oil on canbas,73X54cm.
The Phillips Collection.
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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 １２月２２日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１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１／１５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

キラキラ☆プリキュア アラモード
ドリームステージ

　劇団四季　　

ジーザス・クライスト＝スーパースター
エルサレムバージョン

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：紀伊國屋サザンシアター

　　　ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡ（新宿）
枚数：各回８枚 ( 一会員２枚まで）

２／４（日）１７：３０

２／２４（土）１２：００

２／２４（土）１４：００

梅沢富美男千住新春公演

ズーラシアン
フィルハーモニー管弦楽団 大演奏会

TERROR テロ

❶１／１８（木）１４：３０　❷１／１９（金）１４：３０

❶１／２５（木）１８：３０  ❷１／２６（金）１８：３０  ❸１／２７（土）１４：００

❸１／２０（土）１４：３０　❹１／２１（日）１０：３０

❶１／１４（日）１１：００　❷１／１４（日）１４：００

Ｓ席指定　１０，８００円（一般料金１３，０００円）全席指定　６，０００円
　　    （一般料金７，８００円）

全席指定　４，７００円
　　　　　（一般料金６，０００円）

Ｓ席指定　２，０００円
　　　　　（一般料金２，７００円）

Ｓ席指定　７，５００円
　　　　  （一般料金８，６４０円）

Ｓ席指定　３，０００円（一般料金４，０００円）

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：２０枚 ( 一会員４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）

会場：新宿文化センター（新宿）
枚数：各回１２枚 ( 一会員４枚まで）

会場：サンシティ越谷市民ホール
　　　大ホール（新越谷・南越谷）
枚数：６枚 ( 一会員２枚まで）

© ＡＢＣ－Ａ・東映アニメーション

人気アニメ、キラキラ☆プリキュアアラモードが、楽しい舞台になって登場！
ドリームステージとして生まれ変わり、会場内は踊りと歌と可愛い熱気ム
ンムンの参加型ミュージカルショーです。

映画「ズートピア」の日本語版エンドソングを担当するなど、大活躍のズー
ラシアンフィルのみんながやってくる！！
出演：オルコット　ズーラシアンブラス　ことふえパピヨン　白ヤギさんと
黒ヤギさん　クラリキャット　黒うさぎ・弦うさぎとその仲間たち　ほか　

第一部　時代人情芝居「新春！大笑い勧進帳」
第二部　梅沢富美男・歌謡オンステージ
第三部　梅沢劇団揃い踏み「華の舞踊絵巻」
出演：梅沢富美男　梅沢富美男劇団　後見人：梅沢武生　ゲスト：門戸竜二

「イエス・キリストの最後の７日間」を描いた意欲作！
それぞれの愛、扇動されやすい民衆の心、権力者の思惑。人々の想いが交錯
する中、苦悩の果てのユダの裏切りが、運命の大きな渦に呑まれ、抗えない
力となって歴史の波を動かしていく。　そして、ジーザスの運命は、十字架
へとゆっくりとすすんでゆくのだった・・・。

１９９４年アカデミー賞７部門ノミネー
トの名作映画をウディ・アレンが自ら
ミュージカル化！ソング＆ダンスに溢れ
た極上のエンターテインメント！！     

出演：浦井健治　城田 優　平野 綾　保坂知寿　鈴木壮麻　愛加あゆ
　　　ブラザートム　前田美波里　ほか

唯一無二の法廷劇，有罪か無罪か。舞台の結末を決めるのは”あなた”　
法廷で弁護士（橋爪 功）と検察官（神野三鈴）が丁々発止の論戦を繰り
広げるリーガルサスペンス。前代未聞の鮮烈な法廷劇にして眼も耳も心
も奪われる知的エンターテインメント！

出演：橋爪 功　今井朋彦　松下洸平　前田亜季　堀部圭亮　原田大輔　神野三鈴

※３歳以上同一料金　要チケット
※チケット購入者は、ドリームステージだけの限
　定オリジナルアニマルケーキポップを当日プレ
　ゼント！

※３歳以上　要チケット
※３歳未満は大人１人につきおひとりまで膝上可

※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



13

　ミュージカル

ジキル＆ハイド

　ミュージカル

マタ・ハリ

　平成３０年２月喜劇名作劇場

喜劇　有頂天一座

　新春初笑いエンターテインメント SHOW

コロッケ特別公演 DRUM TAO
２０１８新春「ドラムロック 疾風 総出演」

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）

１／２１( 日）１８：００ ３／１５( 木）１８：３０

３／２２（木）１８：３０

２／１１（日）１１：３０

１／２０( 土）　１３：００

初春歌舞伎公演

❶２／７  （水）１８：３０
❷２／１６（金）１８：３０

❶１／２０（土）１１：００
❷１／２１（日）１６：３０

❶２／４（日）１１：００　❷２／１０（土）１１：００

Ｓ席指定　１０，０００円
　　    （一般料金１３，０００円）

Ｂ席指定　８，０００円
　　　　　（一般料金８，０００円）

Ｓ席指定　１０，０００円
　　　　　（一般料金１３，０００円） Ｓ席指定　１０，８００円

）円０００，３１金料般一（  　　　　　

一等席指定　１２，０００円
）円０００，６１金料般一（  　   　　　　

一等席指定　１０，０００円
　　　　　  　（一般料金１２，０００円）

Ｓ席指定　９，５００円（一般料金１２，０００円） Ｓ席指定　６，８００円
）円００５，８金料般一（  　　　　

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：日生劇場（有楽町・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：各回６枚 ( 一会員２枚まで）

会場：新橋演舞場
　　　（東銀座・築地市場駅）
枚数：各回１０枚 (一会員２枚まで）

会場：新橋演舞場（東銀座・築地市場駅）
枚数：１０枚 ( 一会員２枚まで）

会場：明治座（浜町）
枚数：各回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）

作・構成・演出：ジャニー喜多川
出演：Ｍｒ．ＫＩＮＧ　Ｐｒｉｎｃｅ　ＨｉＨｉ Ｊｅｔ　東京Ｂ少年
　　　Ｌｏｖｅ-ｔｕｎｅ　Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ 　ＳｉｘＴＯＮＥＳ 　Ｓｎｏｗ Ｍａｎ
　　　東山紀之（特別出演）

１０年の熟成を経たヴィンテージ公演をご堪能ください！

出演：鹿賀丈史　市村正親　木村達成　愛原実花　真島茂樹　新納慎也
　　　香寿たつき　今井清隆　森公美子　ほか

演目：❶昼の部：一、天竺徳兵衛韓噺　二、寿初春　口 上
　　　　　　　　三、鎌倉八幡宮静の法楽舞
　　　❷夜の部：新作歌舞伎　通し狂言　日本むかし話
出演：市川海老蔵　中村 獅童　市川 右團次　ほか

女剣劇の世界に巻き起こる協奏曲。座長の座を巡っ
ての壮絶な女いくさが・・・。愚かな業・欲を愛お
しく包み込む人間賛歌！
北條秀司 作「女剣劇朝霧一座」より　演出：齋藤雅文
出演：渡辺えり　キムラ緑子　林 翔太（宇宙Ｓｉｘ／ジャニーズＪｒ．）
　　　広岡由里子　村田雄浩　段田安則　

２３カ国・５００都市、世界観客動員７００万人。
美しくも圧倒的なパフォーマンスと最新の映像テクノロジーが融合した
２０１７年新作「ドラムロック　疾風」が年明け２０１８年１月、アーティ
スト総出演で更に進化した公演をお届けします！

第一部：「初笑い水戸黄門漫遊記　特別出演ウルトラマン」　出演：コロッケ
　　　　佐藤Ｂ作　奈良富士子　水町レイコ　横内 正（友情出演）
第二部：ものまねオンステージ　出演：コロッケ　
　　　　日替わりショーゲスト：コージー富田（２／４）ミラクルひかる（２／１０）

石丸×ジキル、再び蘇る！手にするのは、愛か破滅か―
出演：石丸幹二　笹本玲奈　宮澤エマ　田代万里生　畠中 洋　花王おさむ
　　　福井貴一　ほか

実在した女スパイ、マタ・ハリの数奇な運命を日本でも人気の高いワイ
ルドホーンの楽曲に乗せて描いた日本初演ミュージカル！
出演：柚木礼音　加藤和樹　佐藤隆紀（２／７出演）　東 啓介（２／１６出演）
　　  和音美桜　福井晶一　ほか

※定価での販売となります

※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　
※６歳児未満入場不可

ラ・カージュ・オ・フォール
籠の中の道化たち



14

《広告》はせがわ

《広告》ペンタくん

足立区内公衆浴場回数券販売中

足立公衆浴場組合に加入している公衆浴場の回数券を割安で販売しています。

１１枚つづり４, ０００円（通常価格　５, ０６０円）
一会員年度内　６冊まで
※現在販売中の回数券の使用期限は、平成３０年６月末日です。

※ゆう窓口以外のご注文は、代金引換郵便での送付となり、
　手数料がかかります。（利用ガイド「ゆう」2017 P6 をご覧ください。）

熱いお湯が恋しい季節になりました。

☎ ホームページゆう
窓口


