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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２０１８」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　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 ※４月の土曜営業は、２８日（９：００～１６：００）です。

４月１０日発行◎

申込みはハガキ／ FAX で下記旅行社に

◇利用バス会社　　　　東栄観光バス（他同等クラス）

◇旅行企画・実施　㈱タビックスジャパン　さいたま支店　観光庁長官登録旅行業第 2056号　総合旅行業務取扱管理者　古川　浩司

日　 程 平成３０年６月１７日（日） 募 集 ８０名（最小催行人数３５名）※雨天決行

時 間 出発：足立区役所前 午前８時　帰着：足立区役所前　午後６時頃（交通事情により到着時間が変わります。）

行 程
足立区役所 → 首都高速・関越道 → 月夜野ＩＣ → 月夜野びーどろパーク（見学）→ 原田農園（３０分
食べ放題のさくらんぼ狩りと昼食・野菜の詰め放題）→ 吹割の滝（見学・散策）→ 沼田ＩＣ →
関越道・首都高速→千住新橋ＩＣ→足立区役所到着

旅行代金 ●３歳～未就学児はこども料金。３歳未満のお子様は、バス席なしで昼食は大人
　の方とご一緒になります。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。
※キャンセル料は、基本料金９，１００円をもとに旅行会社の基準で算定されます。
※参加費には、バス代（高速・駐車場代金含む）、昼食代、さくらんぼ狩り、入場料、諸費用を含みます。

申 込 先
●（株）タビックスジャパン　　さいたま支店　「ゆう」係　担当　織井紗矢香
●ハガキ　〒３３０－０８４６　　さいたま市大宮区大門町３－４２－５ 太陽生命大宮ビル７Ｆ
●ＦＡＸ　 ０４８ー６４４ー８７０７　

申込方法
●ＦＡＸ・ハガキに下記①～⑤を明記してください。
　①旅行名「 初夏のバスツアー」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）　　

締 切 ４月２７日（金）必着　※申込み多数の場合は抽選となります。結果及び詳しい旅行通知は５月１５日発送予定

お問合せ ☎０４８－６４４－８２２９　午前９時００分～午後５時４５分　　　（電話での申込はできません）

そ の 他
●�この旅行は、㈱タビックスジャパン　さいたま支店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が同行し、ゆうの職員は同行しません。
●最少催行人員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（小学生以上） ７，１００円 ８，１００円 ９，１００円
こども（３歳～未就学） ７，６００円 ８，６００円

ゆう初夏のバスツアー

写真はイメージです

※料金はすでに補助金が差引かれています。
※家族の対象は家族登録済みの配偶者・子・実父母です。

※食事条件（朝×昼○夜×）

 ゆうバスツアー久々のさくらんぼ狩り
果実の里「原田農園」で、食べ放題のさくらんぼ狩りと新
鮮な野菜の詰め放題、月夜野びーどろパークで、ガラス職
人の作業を間近で見学など盛りだくさん！お腹を満たした
後は、別名“東洋のナイアガラ”とも呼ばれ、日本名瀑百
選にも登録されている「吹割の滝」にご案内します。この
時期ならではの味覚と爽快感を体感してみませんか。

さくらんぼ狩り・野菜詰め放題＆吹割の滝
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平成３０年度事業計画・収支予算
　平成３０年度の事業計画・収支予算が決定しましたので、そのあらましをお知らせします。
なお、事業計画は昨年６月に実施した会員アンケートを参考に策定しました。（太字は要望
に応えて実施するもの）
　下記①～⑥の参加費や売り上げなどによる収入よりも、支出のほうが大きくなっていま
すが、この差額は⑦の皆さんからの入会金・会費と、⑧ の設立時に足立区が出資した
基本財産（５億円）の運用利子などでまかなわれます。⑨の事務局の運営経費などは、足
立区からの補助金でまかなわれます。

総　　　　額 収入 ３４３，４１２ 支出 ３４３，４１２

①生活や暮らしの事業 収入 ３０，４２０ 支出 ５６，１５１
給付金（祝金・見舞金・弔慰金）の支給、生活資金の融資あっせん
クオカード・区内共通商品券・アマゾンギフト券・コミュニティバス回数券、
産地直送品のあっせん、ライフプラン事業（健康と生涯設計などのセミナー）など

②健康やスポーツの事業 収入 １２，５５３ 支出 ２７，９２６
健康診断・人間ドック・健康ランド（竜泉寺の湯 草加谷塚店等）・スポーツクラブの利用補助、
ゴルフ練習場回数券、スキーリフト券、区内公衆浴場回数券の販売、
区営体育館・プール等回数券の販売など

③趣味や教養の事業 収入 １１，９３２ 支出 １４，２９３
図書カード、ぐるっとパス、美術展チケットなどの販売、
放送大学の通信教育及び指定店・区公社等の文化教養講座・教室に対する受講料補助、
資格試験の受験料及び資格取得のための講習会受講料の補助など

⑤生活産業広報紙発行事業 収入 ６７，４５６ 支出 ６７，５７９
公社ニュース「ときめき」（月１回）　発行事業 公社等からの記事掲載料と広告収入により

発行しています。

⑥その他の収入・経費 収入 ０ 支出 １４，５０６
事業を実施するための経費（印刷・郵送・旅費など）、新規加入促進ＰＲの経費など

⑧基本財産の運用収入・経費など 収入 ６，６６０ 支出 １
基本財産等の運用収入、雑収入、積立金の支出など

⑦入会金・会費収入 収入 ７６，３５０ 支出 ０

④レジャーや余暇の事業 収入 ６７，３５９ 支出 ９２，２７４
宿泊施設・レジャー施設（アンパンマンミュージアム等）・東京ディズニーランド／シー・ホテル食事・
観劇等託児サービスの利用補助、としまえん・東武動物公園・西武園ゆうえんちのフリーパス販売、
スパリゾートハワイアンズの利用券販売・会員制リゾート施設の提供、
ジェフグルメカード・東京湾納涼船乗船券・プロ野球・スポーツ観戦チケット（大相撲本場所・
サッカー J リーグ等）・観劇コンサートチケット・映画鑑賞パスポート券・東京ドームシティ「得
１０チケット」などのチケット販売、あっせん日帰りバスツアーなど

●内　訳

単位：千円

⑨事務局の運営経費など 収入 ４５，４７６ 支出 ４５，４７６
事務局の人件費、運営費

⑩財形貯蓄 収入 ２５，２０６ 支出 ２５，２０６
　財形貯蓄の預り金収入及び会員の積立金融機関への預け入れ支出
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 ●「 利用ガイド２０１８」を同封いたしました。
のお得なサービスメニューの内容や利用方法が詳しく掲載されています。日頃からご覧いただき、

ご家族の皆さまで、 をご利用ください。

１55

１50１４ 8８

《会員の皆さんからいただいた１ヵ月の会費500円は､次のように使われます》

◆中小企業の事業主や従業員の福利厚生の事業を支えます◆

円

円 円円

⑥その他の事業に…

９3円

②健康やスポーツの事業に…

③趣味や教養の事業に…

①生活や暮らしの事業に…

④レジャーや余暇の事業に…

Information
 ●４月２６日（木）は会費自動引落日です。
４月～９月分の会費（５００円×６カ月×会員数）を自動引落しします。なお、３月までの会費に未納がある
場合には、その分が加算されます。また、平成２９年１０月１日から平成３０年３月３１日までの間に、一部
の会員様が退会した場合には、減額調整します。引落し口座が残高不足にならないようにお願いいたします。

 ●宿泊施設利用補助請求の改善点について（４月１日請求分から）
〇スパリゾートハワイアンズへの宿泊も補助の対象となりました。
〇宿泊証明書の証明が、旅行会社の証明でもOKとなりました。（これまでは宿泊した施設の証明のみ有効）。

 ● 会員証提示で割引が受けられる『指定店』に、あらたに２店舗が加わりまし
　 たのでご利用ください。詳しくは「 利用ガイド 2018」に掲載してあります。

〇オーダー紳士服『エフワン』
　　港区元赤坂１－１－７　モートサイドビル３Ｆ
　　TEL：０３－５７８６－２９５６　　PHS：０７０－６６９２－０９５２
〇マンツーマン英会話スタジオ『Ｇａｂａ』
　　TEL：０１２０－２８６－８１５（コールセンター）
　　ホームページ：http://www.gaba.co.jp

見 本

 ●各種手続の際にご使用いただく印鑑について
印鑑が必要な手続（宿泊補助金請求や各種給付金請求など）にご使用いただける印鑑は、朱肉を使用す
るものに限らせていただいております。ゴム印・スタンプ印（シヤチハタなど）では手続きができません。
また、窓口にて手続きをされる場合、印鑑をお忘れになられると、手続きができませんのでご注意ください。
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開催日時

３月１３日（火）から６月１７日（日）まで
●午前９時～午後５時　( 金・土曜日は午後８時まで )
　４／２９、３０、５／３は午後８時まで、５／１、２、６は午後６時まで
　※入館は各閉館時刻の３０分前まで
　※開館時間や休館日については変更する可能性があります。
　休館日…毎週月曜日　※３／２６(月 )、４／２(月 )、４／３０（月・休）、６／１１日(月 )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）
小・中・高校生　　　　  ３００円（当日券　　��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名は無料。（要証明）
※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� ６月１５日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ６月　８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１８日 ( 金 ) から５月２３日 ( 水 ) まで
　午前９時３０分　～　午後５時３０分　（入場は終了の３０分前まで）
　※　最終日２３日 (水 ) は午後５時終了

会 場 メットライフドーム（埼玉県所沢市）
アクセス：池袋線「西所沢駅」経由狭山線「西武球場駅」下車

料 金

一般券 ( 中学生以上 )　　１, ４００円 （当日券　２, ２００円）
○小学生以下無料。ただし、保護者の付き添いが必要。
○会場の当日券売場にて、障がい者手帳をご提示の方および同伴者1名まで各１,１００円になります。
　（対象：身体障がい者手帳、療育手帳「みどりの手帳」及び「愛の手帳」、精神障がい者保健福祉手帳）
○会期中、本券のご提示にて西武園ゆうえんちに、ご本人のみ半額で入園できます。

申込方法
●ゆう窓口� ５月１７日（木）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ５月１４日（月）午後５時必着
●一会員４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

本展は、先人たちの努力の歴史と功績を振り返りながら、人体の構造と機能を解説するとともに、それが最先端の
研究でどのように変わりつつあるのかを紹介します。古くはダ・ヴィンチの解剖手稿から４Ｋ映像で見せる最新の体
内構造まで、さまざまなアプローチでからだの神秘に迫ります。最も身近でありながら最も奥深い「人体」の世界へ！

今回の開催で２０回目を迎え、これまでの感謝と集大成としてのアニバーサリー企画での開催となります。バラのガーデン
に一歩足を踏み入れれば、様々な美しいバラとその香りに包まれ、夢のようなひと時をお過ごしいただけることでしょう。

横山大観の生誕１５０年、没後６０年を記念した本展は、重要文化財の４０メートルを
超える日本一長い画巻の《生々流転》や代表作《夜桜》・《紅葉》はじめ、数々の新出作
品や習作などの資料を合わせて展示し、制作の過程から大観の芸術の本質を改めて探り
ます。総出品数約９０点による大観の世界をご堪能ください。

開催日時
４月１３日（金）から５月２７日（日）まで　　※会期中展示替えあり
●午前１０時～午後５時 ( 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４／３０（月・休）は開館）

会　　 場 東京国立近代美術館（北の丸公園・竹橋）

料 金
一　般　　９００円 �（当日券一般　１，５００円）
※中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方とその付添者（１名）は無料。
　それぞれ入館の際，学生証等年齢のわかるもの、障がい者手帳をご提示ください。

申込方法
●ゆう窓口� ５月２５日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ５月１８日（金）必着まで
●一会員５枚まで� ㊟完売をもって販売終了

「生 誕 150 年　 横 山 大 観 展 」

特別展「人体―神秘への挑戦―」

第２０回 国際バラとガーデニングショウ

ホームページ

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

《山路》１９１２（明治４５）年
京都国立近代美術館蔵
［展示期間］５／８ー５／２７

※前回の様子

アンドレアス・ヴェサリウス『ファブリカ』
ファクシミリ版（１９６４年）より
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対象施設

●９２の美術館 ･博物館・動物園 ･水族園・植物園・庭園
　※各施設指定の展示に１回のみ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「割引券として使え
　　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
　�【最終有効期限は、平成３１年３月３１日（日）】

料 金 １，６００円　（一般料金２，２００円）　※大人料金のみとなります。
※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３１年１月２５日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成３１年１月２５日（金）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）
http://www.rekibun.or.jp/grutto/

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２０１８」

生誕60周年記念　くまのパディントン™展

ホームページ

ホームページ

都内を中心とする９２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便利でお得なチケットブッ
クです。都内からは新規参加５館、再参加４館、横浜から新規参加３館と１２館も増えてますますお得に！

『パディントン』シリーズ誕生６０周年記念、また昨年６月に逝去された作者マイケル・ボンド氏の追悼の意も
込めた本展は、世界中で出版された書籍や絵本・漫画の原画だけでなく、ボンド氏の貴重な仕事道具・インタビュー
映像などを通して、多くの人に親しまれているパディントンの世界をご紹介します。

開催日時
４月２８日（土）から６月２５日（月）まで（５／８、６／５は休館）
●午前１０時～午後６時　　　※入館は５時３０分まで
●夜間開館：毎週金・土曜日は午後９時まで　※入館は午後８時３０分まで

会　　 場 Bunkamura�ザ・ミュージアム（渋谷　東急本店横）

料 金

一　　　　般　９００円（当日券　１，４００円）
大学・高校生　５００円（当日券　　��９００円）
中学・小学生　２００円（当日券　　��６００円）
※障害者手帳のご提示で割引料金あり。詳細は現地窓口でお尋ねください。

申込方法
●ゆう窓口� ６月２２日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ６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

ゆう
窓口

ゆう
窓口

©アイバー・ウッド画�商品化のためのアイデア画、
　１９７０年代後半
　Illustrated�by�Ivor�Wood
©�Paddington�and�Company�Ltd�2018

クロード・モネ《草上の昼食》１８６６年
©�The�Pushkin�State�Museum�of�Fine�Arts,�Moscow.

開催日時
４月１４日（土）から７月８日（日）まで　午前９時３０分～午後５時３０分
●金曜日は午後８時まで　※入室は閉室の３０分前まで
●休室日　月曜日　※ただし４／３０は開室

会 場 東京都美術館　企画展示室　（東京・上野公園）

料 金

一般券　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
●４／１８、５／１６、６／２０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。
●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。※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� ７月　６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ６月２９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

―旅するフランス風景画 ホームページ

モスクワのプーシキン美術館が誇る珠玉のフランス絵画コレクションから、風景画６５点が来日します。神話の
物語、身近な自然、パリの喧騒、果ては想像の世界まで、様々な情景を舞台に、１７世紀から２０世紀のフラン
ス近代風景画の流れをたどります。初来日となるモネ《草上の昼食》をはじめ、ルノワール、セザンヌ、ゴーガン、
ルソーら、巨匠たちが愛した光と色彩が躍る美しい風景の「旅」をどうぞお楽しみください。

プーシキン美術館展 ゆう
窓口
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新江ノ島水族館　前売券発売！ ホームページ

スパリゾートハワイアンズ入場券（前期分）

小中学入学祝金

ホームページ☎
利用期間 ９月３０日（日）まで

申込方法 �直接 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・送付先（自宅or 勤務先）を記入のうえお申込みください。

販売枚数 一会員　前期分８枚まで　（無くなり次第　販売終了）

料　　金 １枚７００円（大人通常料金：３，５００円　税込）
　※３歳以上から有料（幼児通常料金　１，６００円�税込）

そ� の� 他

●チケット申込後のキャンセルはできません。
●ホテル宿泊を予定している方は直接予約センターへお電話ください。
　宿泊の場合、入場券は１泊一名２枚必要となります。
　詳しくは、「 利用ガイド２０１８」をご覧ください。

対 象 者
平成３０年３月２日現在会員で、４月１日以降も引続き会員の方。　※３月３日以後入会の方は対象外です。
ご夫婦で会員のときは、それぞれ請求できます。

請 求 に
必要なもの
(請求書類 )

�①送付した通知書　または　給付金請求書（ 利用ガイド２０１８�P. ６５）
②添付書類：就学通知書、在学証明書、健康保険証など、お子様の生年月日の確認ができるもの
　　　　　　いずれか一つ（コピー可）
③請求、受領者（会員）の認印　　　　　※シャチハタ印は使えません
④代理人による窓口受領の場合、会員証とその方の認印をお持ちください

請 求
受領方法

○ゆう窓口～請求書類に誤りがなければ、その場で受け取れます。
○郵送～振込先金融口座欄などを記入・署名押印のうえ、ご郵送ください。(ＦＡＸ不可 )
　※４～５月は申し込みが多いため、振込まで１～２か月ほどの時間をいただく場合があります。ご了承ください。

請求期限 ９月２８日（金）まで

東京ドーム６個分の敷地に５つのテーマパーク、３つのスライダー。あったかハワイアンズをご家族でお楽しみください。

４月に小・中学校へ入学したお子様がいる会員の方に「入学祝金」が給付されますので請求してください。お子様の家
族登録がある会員には、４月上旬に通知いたしました。

ゆう
窓口

利用期間 １１月３０日（金）まで 販売枚数 一会員４枚まで（限定２００枚）

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・枚数・送付先（自宅or 勤務先）
　を明記のうえお申込みください。
●募集枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知はいたしません。（抽選結果は、５月中旬以降
　に電話にてお問い合せください。）

販売価格

大　人　　　１，２００円（通常２，１００円）
高校生　　　　 ８００円（通常１，５００円）
※高校生は入場口で生徒手帳等の提示が必要。
小中学生　　　 ４００円（通常１，０００円）
※幼児（３歳以上）券の取扱いはありません。

申込期限 ５月１０日（木）午後５時必着

発 送 当選された方には、５月下旬に払込用紙と一緒にチケットを郵送いたします。代金はチケット到着後１週間以
内にお支払いください。

そ の 他
●申込期限後のキャンセル・枚数変更はできません。チケット送付後の紛失等による再発行はできません。
●営業時間・休館日は新江ノ島水族館ホームページでご確認ください。
●前売券の転売・譲渡は禁止です。

湘南海岸に位置し、富士山や景勝地江の島が控える絶好のロケーションを活用した水族館。２万匹の魚が泳ぐ相模湾大
水槽や癒しのクラゲ空間、ウミガメの浜辺など見所満載です。人気のイルカ・アシカショー、ペンギンショー、世界初の
３Ｄプロジェクションマッピングクラゲショーも毎日お楽しみいただけます。
３月３日（土）より新展示「カワウソ～木漏れ日のオアシス～」オープン！ “えのすい ”に新しい仲間が加わりました。
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足 立 区 立 郷 土 博 物 館

入 館 料
 一般（高校生以上）１００円（一般２００円）
※中学生以下と７０歳以上は無料
※障害者手帳をお持ちの方とその介護者１名は無料

交　通

●JR亀有駅北口より
・東武バス「八潮駅南口」行→「足
　立郷土博物館」下車　徒歩１分
・東武バス「六ツ木都住」行→「東
　淵江庭園」下車　徒歩４分
●JR・千代田線�綾瀬駅西口より
・東武バス「六ツ木都住」行→「東
　淵江庭園」下車　徒歩４分

開館時間 午前９時から午後５時まで（入館は午後４時３０分まで）

休 館 日
月曜日（月曜日が休日の場合は、その翌日）
年末年始・その他館内消毒日

所 在 地 足立区大谷田５－２０－１　☎０３－３６２０－９３９３

４月から「ゆう会員証」を提示すると割引料金で入館できるようになりました。
足立区立郷土博物館では「江戸東京の東郊」をテーマに大都市東郊で発展してきた足立区の歴史・生活・文化などを紹
介しています。

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。近隣の各施設でご利用ください。

販売期間 通年販売 利用期間 利用期限なし
販売枚数 一会員５シート 販売価格 １シート　４，７００円（１シート３００円券×２０枚綴り）

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）を記入してお申し込みください。

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

●施設により利用料金は異なります。
●現金と回数券は併用できますが、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。
●利用者の年齢や障害手帳の有無によって無料になることがあります。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。

ホームページゆう
窓口

大相撲五月場所観戦チケット

日 時
❶マスＣ席：５月２１日（月）　
❷イスＢ席：５月１５日（火）

会 場 両国国技館

料 金

❶マスＣ席　３４，０００円（一般料金　３８，０００円）
　募集席数５マス（２０名）　※１マス単位（４名）での販売です。
❷イスＢ 席　  ４，３００円（一般料金　　５，１００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。
「大相撲五月場所」・会員番号・会員氏名・送付先（自宅or 勤務先）・電話番号・席種（❶マスＣ席
❷イスＢ席）・枚数
※一会員　❶マスＣ席　１マスまで　❷イスＢ席　２枚まで

締 切 ４月２３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４月下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、五月場所の観戦チケットのご案内です。入手困難な人気のチケットです。迫力のある本場所をお
楽しみください。今回はマス席とイス席のご案内です。

ホームページ

ゆう会員証提示
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有効期限 平成３１年３月３１日（日）まで
販売枚数 一施設　一会員 ５枚まで（年度内）
利用料金 1枚　６００円　　(ただしセントラル西新井７００円・ゴールドジム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・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た さ゚い。

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）

●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

●セントラルフィットネスクラブ竹の塚 ☎０３－５８５１－００５０
　・営業時間　平　日９：００～２３：００／土曜日９：００～２１：００／
　　　　　　　日曜日・祝日１０：００～１９：００
　・休��館��日　毎週月曜日・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〕 ☎０３－５２４２－１３３１
　・営業時間　平　日９：３０～２３：００／土曜日９：３０～２２：００／
　　　　　　　日曜日・祝日９：３０～１９：００　　※利用は１６歳以上
　・休��館��日　毎週金曜日

●ゴールドジム北千住東京　　　　　　 ☎０３－５２８４－３６３６
　・営業時間　平　日　７：００～２３：３０／土曜日　９：００～２３：３０／
　　　　　　　日曜日・祝日　９：００～２０：００
　　　　　　　プール　平日・土曜日１０：００～２３：００、日曜日１０：００～２０：００
　・休��館��日　第３月曜日（祝日営業）　　　※利用は１６歳以上

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！
区内他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２０１８」をご覧ください。

ホームページゆう
窓口

ホームページ遊園地フリーパス　販売中 ！　
としまえん１日フリーパス【前期券】
有 効 期 限 ９月３０日まで 販 売 枚 数 一会員　前期・後期ごと１０枚まで

料 金 １枚　大人（中学生以上）２，２００円、小人（３歳～小学生）１，２００円

そ の 他 このチッケトでは、プールの利用はできません。
※プール開設中の「夏の 1日券」は Fromゆう５月号で募集予定

東京ドーム得１０チケット【前期券】
有 効 期 限 ９月３０日まで 販 売 枚 数 一会員前期・後期合わせて１０冊まで

料 金 １冊（１０ポイント）　２，２００円（大人・小人共通）

そ の 他 アトラクションズ、レストラン、スパ、野球観戦など、東京ドームの施設を選んで使えるお得なレジャーチケットです。

西武園ゆうえんち１日フリーパス【通年券】
有 効 期 限 平成３１年３月３１日まで 販 売 枚 数 一会員あたり年度内１０枚まで

料 金 １枚　８００円（大人・小人共通）要３歳以上

東武動物公園１日フリーパス【通年券】
有 効 期 限 平成３１年３月３１日まで 販 売 枚 数 一会員年度内２０枚まで（１回１０枚まで）

料 金 １枚　１，４００円（大人・小人共通）要３歳以上

☎

と く て ん

ゆう
窓口
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東京ドーム巨人戦チケット第２弾！

日　　程
６／５ ６／６ ６／７ ６／８ ６／９ ６／１０ ６／２２ ６／２３ ６／２４

( 火 ) (水 ) (木 ) ( 金 ) ( 土 ) (日 ) ( 金 ) ( 土 ) (日 )

対　　戦 楽　天 楽　天 楽　天 西　武 西　武 西　武 ヤクルト ヤクルト ヤクルト

開始時間 １８時 １８時 １８時 １８時 １８時 １４時 １８時 １４時 １４時

日　　程
７／３ ７／４ ７／５ ７／６ ７／７ ７／８ ７／２７ ７／２８ ７／２９

( 火 ) (水 ) (木 ) ( 金 ) ( 土 ) (日 ) ( 金 ) ( 土 ) (日 )

対　　戦 ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ 広　島 広　島 広　島 中　日 中　日 中　日

開始時間 １８時 １８時 １８時 １８時 １８時 １４時 １８時 １４時 １４時

ホームページ

ビームシート・スカイ４　日程表

◉�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。

◉�申込み

①会員番号・会員氏名　②開催日　③希望の座席名（ＡビームシートまたはＢスカイ４）
④チケット送付先（自宅or 勤務先）�⑤日中連絡のつく電話番号
※�ご希望の方に「グランド見学会参加券」（４組８名様）をさしあげます。枚数に限りがありますので、
希望者多数の場合は抽選となります。

◉�締　切 郵送・FAX及びホームページ共　４月２７日（金）　午後５時必着です。

◉�発　送 ５月上旬の予定

◆随時受付中（先着順）

日  程
４／１０ ４／１２ ４／１３ ５／８ ５／９ ５／１０ ５／１８ ５／１９ ５／３０

( 火 ) ( 木 ) ( 金 ) ( 火 ) ( 水 ) ( 木 ) ( 金 ) ( 土 ) ( 水 )

対  戦 ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ 広　島 阪　神 阪　神 阪　神 ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ 日本ハム

券
種

ビームシート １ １ １ １ １ １ ２ １ １

スカイ４ １ 完　売 完　売 完　売 完　売 完　売 完　売 完　売 １

開 始 時 間 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（前回募集分） ☎

※�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。

◉�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）
◉�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。

●同日試合の重複申込はできません。
　（同日以外の試合は申し込めますが、当選した場合は、すべて購入していただきます。）
●申込が多数の場合は抽選となります。【落選の通知は致しません】
●締切り後の変更やキャンセルはできません。

【申し込みの注意点】

※８月以降は後日募集となります。

東京ドーム「巨人戦チケット」第２弾の発売です。会員とご家族の皆さまでお楽しみください。
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利用期間　　４月１０日（火）～６月３０日（土）

レストラン名 スーパーブッフェ《グラスコート》　本館２階　除外日：４月２８日～３０日、５月３日～６日

券　種 区分 料　金

ディナーブッフェ
（２時間制）

平日

●大　人　　　　　　　　　４，５００円（通常５，６００円）
●シニア（６５歳以上）　　  ３，５００円（通常４，５００円）
●小学生　　　　　　　　　２，２００円（通常３，１００円）
●幼　児（４歳～小学生未満）　 １，１００円（通常１，８００円）
　（時間１７：３０～２１：３０）

土日
祝日

●大　人は平日料金に１，０００円増し
●シニアは平日料金に　��８００円増し
　（時間１７：００～２２：００）

※小学生・幼児は
　平日と同じ

○常時７０種類以上のお料理とスイーツ各種をご用意、客席中央のライブキッチンではシェフが目の前で調理する新スタイルのブッフェレストラン。
○飲み放題は、２，５２０円（通常２，８００円）で用意します。

レストラン名 中華料理《南　園》　本館２階
券　種 内　容 料　金

ランチコース
（午前１１時３０分～午後２時３０分）

飲茶ランチ ２，０００円（通常３，０００円）

ディナーコース
（午後５時～午後９時）

中華料理コース ５，３００円（通常６，５００円）

◇２名様以上でご利用ください。

○伝統を受け継ぎながらの親しみやすい本格広東料理をお楽しみください。

レストラン名 イタリアン《デュオ　フルシェット》　南館２階
券　種 内　容 料　金

ランチコース
（午前１１時３０分～午後３時）

シェフおすすめ
イタリアンランチ

３，２００円（通常４，５００円）

レストラン名 スカイラウンジ《オーロラ》　本館４５階
券　種 内　容 料　金

アフタヌーンティー
（午後２時～午後４時３０分）

※土日祝：午後１時～

オーロラスタイル
（バーテンダー特製カクテル付）

３，８００円（通常５，４００円）

　京王プラザホテル� 予約先�０３－３３４４－０１１１
新宿区西新宿２－２－１　　交通：都営大江戸線「都庁前駅」Ｂ１出口よりすぐ、新宿駅西口（ＪＲ・京王線・小田急線・地下鉄）徒歩５分

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

○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、季節や仕入れ状況により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。

写真は、イメージです

（ 　　　　　　　）
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千代田区永田町２－１４－３　　　交通：東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」１０番出口より徒歩１分、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半蔵門線・有楽町線・南北線「永田町駅」８番出口より徒歩２分　

港区高輪４－１０－３０　　　交通：JR「品川駅」高輪口の信号を渡ってすぐ

レストラン名 《赤坂スクエア　ダイニング》　３階
券　種 区分 料　金

ランチブッフェ
利用時間（二部制）

１部　１１：３０～１３：００
２部　１３：３０～１５：００

平日
●大　人　　　１，８００円（通常２，８００円）
※グランエイジの料金設定はありません。

土日
祝日

●大　人　　　２，６００円（通常３，８００円）
●グランエイジ　　 ２，３００円（通常３，３００円）

全日
●小学生　　　　  ９５０円（通常１，８００円）
●幼　児　　　　  ３００円（通常　  ８００円）

ディナーブッフェ
利用時間（１２０分制）
１７：００～２２：００

全日
●大　人　　　４，３５０円（通常６，０００円）

●グランエイジ　　 ４，０５０円（通常５，５００円）

●小学生　　　１，３５０円（通常２，２００円）

●幼　児　　　　  ４５０円（通常１，２００円）
※混雑時は２部制でご案内します。

○グランエイジは６０歳以上､ 幼児は４歳以上就学未満児になります。　　○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、季節や仕入れ状況により変更になる場合があります。　○料理写真はイメージです。
○全席禁煙となります。

レストラン名 リュクスダイニング《ハプナ》　メインタワー１階
券　種 区分 料　金

ランチ

（９０分・２部制）
　①１１：３０～１３：００
　②１３：３０～１５：００

平日
●大　人　　３，５７６円（通常４，２９０円）
●小学生　　２，５３１円（通常３，１９０円）
●幼　児　　１，４８６円（通常２，０９０円）

（９０分・４部制）
　①１１：００～１２：３０
　②１１：３０～１３：００
　③１３：００～１４：３０
　④１３：３０～１５：００

土日祝
●大　人　　３，７８５円（通常４，５１０円）
●小学生　　２，８４４円（通常３，５２０円）
●幼　児　　１，７９９円（通常２，４２０円）

ディナー
※

（１２０分制）
　１７：３０～２２：００

平日
●大　人　　５，７７０円（通常６，６００円）
●小学生　　３，４７１円（通常４，１８０円）
●幼　児　　１，５９０円（通常２，２００円）

（１２０分・４部制）
　①１７：００～１９：００
　②１７：３０～１９：３０
　③１９：３０～２１：３０
　④２０：００～２２：００

土日祝
●大　人　　６，２９３円（通常７，１５０円）
●小学生　　３，６８０円（通常４，４００円）
●幼　児　　２，１１３円（通常２，７５０円）

※ハプナデー：４月１０日、２４日、５月８日、２２日、６月５日、１９日のディナーは除外日となります。
○和洋中の美食の数々をプレミアムブッフェでお楽しみください。
○幼児＝（３歳～未就学児）
○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、食材の仕入れ状況などにより変更になる場合があります。
○料理写真は、イメージです。
○全席禁煙です。

　赤坂エクセルホテル東急� 予約先�０３－３５８０－２３３１

　品川プリンスホテル� 予約先�０３－５４２１－１１１４

利用期間　　４月１０日（火）～６月３０日（土）

利用期間　　４月１０日（火）～６月３０日（土）　【除外日：４月２８日～５月６日】
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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し込みください（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 ４月２５日（水）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に５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５／１５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 ２０１８」Ｐ３８をご覧ください。

ホームページ

　ミュージカル

シークレット・ガーデン

　シルク・ドゥ・ソレイユ 創設３０周年記念作品

『ダイハツ キュリオス』大人のけんかが終わるまで
（プレビュー公演）

レインマン

ＳＳ席指定　��１０，０００円
　　　　　　　（一般料金１３，５００円）

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：お台場ビッグトップ（台場・東京テレポート）
枚数：３０枚 (一会員４枚まで）

会場：新国立劇場�中劇場（初台）
枚数：各回６枚 (一会員２枚まで）

会場：東京芸術劇場プレイハウス（池袋）
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：シアタークリエ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

「アート」「大人は、かく戦えり」劇作家の最新作が豪華キャストに
より日本初上陸！ヤスミナ・レザの最新コメディ。一夜限りの男女
のバトル、開戦！滑稽な大人たちのけんかの結末、乞うご期待。

出演：鈴木京香　北村有起哉　板谷由夏　藤井�隆　麻実れい

好奇心に満ちた不思議の世界への扉が開く。２０１４年の開幕以来、モントリ
オール、シカゴ、ニューヨークなどで２８０万人以上の観客を魅了してきた珠
玉のサーカス・エンターテインメント、「キュリオス」。これぞ、シルクの集大成！

今まで他人同然に生きてきた兄弟―自閉症の
兄と自由奔放な弟の出会いによって変化して
ゆくそれぞれの人生を描くヒューマン・ドラマ。
映画史に残る名作「レインマン」がこの夏、舞台で甦る！
出演：藤原竜也　椎名桔平　中越典子　ほか

幕が開いたら最後まで !!Show�must�Go�On!
全国ツアーアンコール上演！歌にダンス、笑
いも満載！これぞミュージカルの王道♥ハッ
ピーエンド確約！
�出演：松平�健　一路真輝　大山真志　水�夏希　川崎麻世　ちあきしん
　　　�杉山英司（スギちゃん）　太川陽介　ほか

トニー賞３部門受賞！世代を超えて読み継がれる感動名作のミュー
ジカル化！
出演：石丸幹二　花總まり　石井一孝　昆�夏美　松田�凌　ほか

※未就学児は入場不可

※３歳以上有料

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

※日程によって金額が違います

※３歳未満でも席が必要な場合はチケットが必要です
※演出機材により舞台の一部が見づらい席があります

※未就学児は入場不可

Photos:Martin Girard Pierre Manning/shootstudio.ca©2014 Cirque du Soleil

© 宝塚歌劇団

紅　ゆずる 綺咲 愛里

❶６／３０（土）１３：３０　❷７／１（日）１３：３０ ６／３（日）１５：３０

７／３（火）１８：００

７／７（土）１１：００

６／２３（土）１２：００

東京公演

全席指定　６，３００円　（一般料金８，５００円）
ＳＳ席子ども　���７，０００円
（３歳～小学生）���（一般料金９，５００円）

Ｓ席指定　５，６００円
　　　　（一般料金７，０００円）

Ｓ席指定　７，０００円
　　　　�（一般料金８，８００円）

Ｓ席指定　９，８００円
　　　�（一般料金１２，５００円）

タカラヅカ・ワンダーステージ『Killer Rouge（キラールージュ）』
RAKUGO MUSICAL『ANOTHER WORLD』

　ミュージカル・コメディ

キス・ミー・ケイト
劇中劇♦シェイクスピア作じゃじゃ馬ならし

星組公演

❶７／２６（木）１８：３０　❷７／２８（土）１２：３０
❶Ｓ席指定　７，０００円　（一般料金９，８００円）
❷Ｓ席指定　７，９００円　（一般料金９，８００円）
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　ミュージカル

ＥＶＩＴＡ

秋川雅史コンサート
聞いてよくわかるクラシック

ディズニー・オン・クラシック
春の音楽祭 2018

熱海五郎一座
船上のカナリアは陽気な不協和音

〜 Don't stop singing 〜

６／９（土）１７：００

ＬＥＴ IT ＢＥ ～レット・イット・ビー～

談ス・シリーズ 第三弾

５／３０（水）１９：００

６／１４（木）１８：３０ ５／２６（土）１４：００

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：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：東京芸術劇場
　　　プレイハウス（池袋）
枚数：各回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：よみうり大手町ホール（大手町）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

会場：草加市文化会館ホール
　　　（獨協大学前〈草加松原〉）
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：１０枚 (一会員２枚まで）

アルゼンチン大統領夫人としてエビータの愛称で慕われたエヴァ・
ベロン。彼女の生涯を描いたミュージカルがオリジナル演出版で初
来日！日本公演限定でラミン・カリムルーがチェ役として出演決定！

三宅裕司率いる「熱海五郎一座」新橋演舞場シリーズ第５弾。５周年記念公演の
ゲストは、なんとラスボス小林幸子！連続爆笑ギャグ・歌・ダンス・アクション
を織り交ぜた感動の一大エンターテインメント！乞うご期待！！
出演・構成・演出：三宅裕司　　
出演：渡辺正行　ラサール石井　小倉久寛　　
　　　春風亭昇太　東�貴博／深沢邦之（交互出演）※６／１０・１９は東�貴博出演
ゲスト出演：小林幸子

国士無双の韓信が入らば最弱の劉邦に勝機が見える　最強の覇王項羽
が月夜に唸る―一虞や虞や汝を如何せん

ビートルズトリビュートライブの決定版「レット・イット・ビー」２０１８年再来日！永
遠の名曲約４０曲でつづる、熱狂と感動のステージ！誰もが知る大ヒット曲が、目
の前で次々に再現されるステージは圧巻。声や演奏はもちろん、ちょっとした仕
草までそっくりで、本物のビートルズのライブに来ているかと錯覚するほどです。

それぞれの道を歩んだ３人のダンサーが、ストックホル
ムに集まり新たな談スを創り始めた！対話と身体、駆使
して創作。ダンスでもなけりゃ格闘技でもなし、ましてや演劇でもない。相
乗効果絡み合い肉体労働か肉団子、運が良ければ肉体美！それが談ス！
構成：大植真太郎　振付・出演：大植真太郎　森山未来　平原慎太郎

４００年に渡る音楽の歴史をわかりやすく解説しながら進めていく誰かに自
慢したくなるコンサートです。誰もが納得する音楽の仕組みを紹介します。
予定曲目：カロ・ミオ・ベン（イタリア古典歌曲）　最後の歌（トスティ）　　
　　　　　カタリ・カタリ（カンツォーネ）　千の風になって（新井�満）　ほか

出演：沖�仁（フラメンコギター）　小松亮太（バンドネオン）
　　　ゴンチチ（ギターデュオ）　高嶋ちさ子（ヴァイオリン）
　　　羽毛田丈史（ピアノ）　春畑道哉（ギター）
　　　宮本笑里（ヴァイオリン）

ディズニーの悪役たち（『ライオンキング』『美女と野獣』『ノートルダムの鐘』
より抜粋）その他、『魔法にかけられて』や、開園３５周年を迎える東京ディ
ズニーリゾートRの楽曲など盛り沢山のプログラムをお届けします。

※未就学児は入場不可 ※チケットホルダー付　

※未就学児は入場不可
※日本語字幕

2017 Evita International Tour  Company-Photograph by Pat Bromilow-Downing.

Presentation licensed by Disney Concerts  ©Disney

※ 2歳以下は入場不可

※未就学児は入場不可

※３歳以下入場不可、4歳以上有料

※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、その旨をご記載ください。

※未就学児は入場不可
※出演者・曲目等が変更になる場合があります。

❶７／２０（金）１９：００　
❷７／２２（日）１２：３０

❶６／１０（日）１２：３０　❷６／１９（火）１６：３０ ❶６／１４（木）１９：００　❷６／１６（土）１３：００

❶６／１５（金）１９：００　❷６／１７（日）１３：００

Ｓ席指定　１０，８００円
　　　　　�（一般料金１３，５００円）

一等席指定　８，７００円
　　　　�（一般料金１１，０００円）

全席指定　７，０００円　�（一般料金８，８００円）

❶Ｓ席指定　５，８００円　（一般料金７，５００円）
❷Ｓ席指定　６，６００円　（一般料金８，５００円）

全席指定　４，６００円
　　　　�（一般料金６，０００円）

全席指定　４，４００円
　　　　�（一般料金５，５００円）

全席指定　６，８００円
　　　　�（一般料金８，６４０円）

Ｓ席指定　７，２００円
　　　　�（一般料金８，７００円）

　日中平和友好条約締結 40 周年記念

京劇「項羽と劉邦～覇王別姫」
湖北省京劇院日本公演

医療法人　健育会 presents

非売品
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《広告》はせがわ

�検索エンジン（YAHOO!JAPAN・Google�等）で
『足立区　ゆう』を入れて検索！

新トップページ

会員専用ページ

まずはトップページ（右上の図）の『会員専用ページ』
の青色ボタンをクリック。なお、抽選結果はオレンジ色
の『当選結果』ボタンをクリックしてご覧いただけます。

①で青色ボタンをクリック後、会員専用ページ（右下の
図）へ移ります。Fromゆう最新号掲載の申込みは赤色
ボタン、他の販売中のチケット等の申込みは黄色ボタン、
健康診断・人間ドック利用承認書の申込みはいずれかの
緑色ボタンをクリックします。

②のボタンをクリック後、さらに画面が変わり、事業一
覧が表示されます。一覧の中から注文をしたい事業をク
リックすると枚数選択画面までジャンプ！→希望枚数を
選択→「カートに入れる」ボタンをクリック→内容確認
→会員情報入力→内容確認→送信の手順です。

※一部事業で専用入力フォームのため、上記手順と異なる場合があります。

①

②

③

【会員の皆さまへのお願い】
スマートフォン・パソコンに迷惑メール防止などをされている場合、
「ｙｕｕ－ｊｉｇｙｏ２＠ｙｕｕ．ｏｒ．ｊｐ」から自動返信されるメールの受信設定をお願いいたします。

ホームページ
マークのある事業は、『ゆう』ホームページからお申し込みができます。
パソコンはもちろん、スマホからでもOK!

『　　 』ホームページの探し方

『　　 』ホームページからのお申し込み方法

足立区　ゆう

『　　 』ホームページからお申込みができます！

こちらからでもどうぞ！

「ゆう」ホームページQRコード


