






商 品 「魚沼産　コシヒカリ１００％」　（３０年度産）
（Ａ）５Ｋｇ　  …　２,８００円　（一般料金 ４,３００円送料・税込）
（Ｂ）１０Ｋｇ  …　５,５００円　（一般料金 ７,９００円送料・税込）
※１０Ｋｇ申し込みの場合の商品発送は、５Ｋｇ詰袋２つとなります。

料 金

申込口数 （Ａ）・（Ｂ）あわせて１会員２口まで
１０月上旬から順次発送予定
８月３１日（金）午後５時必着
９月６日（木）頃に送付する振込用紙にて、到着後１週間以内にお支払いください。

商品発送
締 切
支 払

申込方法
・

お届け先

味の宅配便「魚沼産コシヒカリ」味の宅配便

１．パスポートチケット料金
　　「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。
　　※入場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）　　            　　  ６,８００円　《通常料金：７,４００円》
　　中人（中学・高校生　１２～１７歳）５,９００円　《通常料金：６,４００円》
　　小人（幼児・小学生　　４～１１歳）４,４００円　《通常料金：４,８００円》

２．「パスポート購入申込書」にもれなく記入の上、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。また、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。購入申込書と併せてご提出ください。

３.　転売及び会員の方以外への譲渡はおやめください。

利用期間　９月１日（土）から３０日（日）まで  ※土・日・祝日を含みます。

「魚沼産コシヒカリ」

ハガキ /FAX/ ホームページで①～⑤を明記の上、お申し込みください。
①味の宅配便「魚沼産コシヒカリ」申込み　②会員番号　③会員氏名
④送り先　⑤送り先ごとの口数
●送り先の書き方
　ご本人の場合…自宅 or 事業所を明記
　ご本人以外の場合…送り先の「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」を明記
●口数の書き方
　送り先ごとに（A）（B）それぞれの口数を明記

足立区の友好都市“新潟県魚沼市”からお届けします。
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公益財団法人
足立区勤労福祉サービスセンター
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Ⓒ2006 TK/FP　 Ⓒ2009 SW F.P.　Ⓒ2012 W.C.F.P　
Ⓒ2015 B.B.F.P　Ⓒ2018 CHIZU

　１９世紀末のフランスでナビ派の一員として出発した画家ピエール・ボナールは、浮世絵の影響が顕著な装飾的画面により、
「日本かぶれのナビ」の異名をとりました。２０世紀に入ると鮮烈な色彩の絵画を多数生み出します。本展覧会は、オルセー美
術館の豊富なコレクションを中心に油彩７２点、素描１７点、版画・挿絵本１７点、写真３０点といったさまざまなジャンル
を通じて、謎多き画家ボナールの魅力に迫ります。

　本展覧会は、この夏公開される細田守監督最新作『未来のミライ』の世界を体感型展示・テクノロジー・原画・背景画などを通じ
て立体的なイベントで再現。映画の中では紹介しきれない、壮大かつ繊細なストーリーも大公開！過去作の展示も盛りだくさん！
　細田守監督が描く『未来のミライ』の不思議な世界に、タイムリープ！

　京都にある醍醐寺は真言密教の拠点として、古くから歴史の表舞台で重要な役割を果たしてきた名刹です。本展は密教の世
界観を表す重厚な密教美術のほか、桃山時代に豊臣秀吉が行った「醍醐の花見」の関連作品や三宝院の襖絵、俵屋宗達による
屏風など、醍醐寺をめぐる華やかな近世美術も鑑賞できる貴重な機会となります。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　１１月７日（水）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　 １１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

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　９月１４日（金）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　 ９月７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

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　１２月１４日（金）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　 １２月７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

開催日時

開催日時

会　　場

会　　場

会　　場

料　　金

申込方法

申込方法

申込方法

料　　金

料　　金

ピエール・ボナール展

未来のミライ展～時を超える細田守の世界

京都・醍醐寺－真言密教の宇宙－
国宝約３５件、重要文化財約５０件　貴重な寺宝を一挙公開！

９月１９日（水）から１１月１１日（日）まで
　（作品保護のため、会期中に展示替えを行います）
○午前１０時 ～ 午後６時

サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア 3Ｆ）
一般　　１，０００円（当日券　１,５００円）

９月２６日（水）から１２月１７日（月）まで
○午前１０時～午後６時　毎週金・土曜日は午後８時まで。

○休館日…毎週火曜日　
国立新美術館　企画展示室 1Ｅ（東京・六本木）
一　般　　１,０００円（当日券　１,６００円）

９月１７日（月・祝）まで
午前１０時～午後６時（最終入場　午後５時３０分）
東京ドームシティ ギャラリーアーモ（水道橋）
大人 (大学生以上 ) １,１００円（当日券　１,７００円）
小人 (高校生以下 )　　５００円（当日券　９００円）
※３歳以下は無料。
※小学生未満のご入場には保護者（１８歳以上）のご同伴が必要となります。
※「障がい者手帳のご提示」により、「介護者１名様の入場券」が免除されます。
　ただし、ご本人様は入場券が必要となります。

※会期中無休

※９／２８日（金）・２９日（土）は午後９時まで。
※入場は閉館の３０分前まで　　　　　　　

※中学生以下は無料
※障がい者手帳をご持参の方（付添の方１名を含む）は無料

※金・土、9／ 23（日・祝）、10／ 7（日）は午後８時まで開館
※いずれも最終入館は閉館の３０分前まで

※中学生以下無料
※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方 1名様のみ無料

休館日　毎週火曜日（ただし１１／６は午後 6時まで開館）

オルセー美術館特別企画

時をかける少女｜サマーウォーズ｜おおかみこどもの雨と雪｜バケモノの子

重要文化財「如意輪観音坐像」
平安時代、醍醐寺蔵、
画像提供：奈良国立博物館、撮影：森村欣司

ピエール・ボナール　《猫と女性 あるいは 餌をねだる猫》　
1912 年頃　油彩、カンヴァス　78x77.5cm
オルセー美術館　© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / 
Hervé Lewandowski / distributed by AMF
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 検索エンジン（YAHOO!JAPAN・Google  等）で
『足立区　ゆう』を入れて検索！

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

☆☆「美術展チケット」好評発売中　☆☆
チケット名 開催日程 販売期間 詳細

From ５月号

From ６月号

From ６月号

From ７月号

From ７月号

From ７月号

モネ　それからの100年

没後50年　藤田嗣治展

縄文ー1万年の美の鼓動

特別展「昆虫」

９／２４(月・休)まで

９／２４(月・休)まで

１０／８(月・祝)まで

９／２(日)まで

１０／１８(木)まで

１０／８(月・祝)まで

窓口～９／２１まで
〒/FAX/ホームページ～９／１４まで

窓口～９／２１まで
〒/FAX/ホームページ～９／１４まで

窓口～１０／５まで
〒/FAX/ホームページ～９／２８まで

窓口～８／３１まで
〒/FAX/ホームページ～８／２４まで

窓口～１０／１２まで
〒/FAX/ホームページ～１０／５まで

窓口～１０／５まで
〒/FAX/ホームページ～９／２８まで

ミケランジェロと理想の身体
残 数 僅 少

残 数 僅 少

新トップページ

会員専用ページ

①「会員専用ページ」
　　　　　　をクリック

②新しく追加された
「会員専用ページ」です。
ご希望の事業をクリック
して先にお進みください。

デザインあ展 inTOKYO
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観劇・コンサート観劇・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
　　　　　　　せんので、ご希望には添えません。
◆注　　意　　公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日・時間（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　８月２４日（金）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に９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９/１４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　　　　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。利用補助

魔法使いの弟子
こどもオペラ

❶10/6（土）10：45　❷10/6（土）13：00 ❶10/6（土）16：30　❷10/7（日）10：00

10/6（土）11：00

全席指定小学生以上
（一般料金　2,000円）

（一般料金　500円）

会場 : かめありリリオホール（亀有）
枚数：各回１０枚 ( 一会員４枚まで）
仮装して集まれ！ハロウィンパーティ2018！音楽って魔法みたいにとっても
不思議！お姉さんと一緒に、たくさんの魔法でハロウィンを楽しんじゃおう！
仮装して遊びに来てね♡
ソングリスト：☆クラシックの名曲☆　魔法使いの弟子/はげ山の一夜　「ヘド
ヴィクのテーマ」（ハリーポッターと賢者の石より）☆一緒に手遊び！☆ハロ
ハロハロウィン　Ｉ’ｍ a pumpukin　ほか

待ってました！藤山直美が演じる天才漫才師ミス・ワカナの熱い生涯！涙をふ
いて笑ってください！
出演：藤山直美　渡辺いっけい　山本陽子　田山涼成　正司花江　
黒川芽以　篠田光亮　天宮良　佐藤正宏　小宮孝泰　ほか

胸に迫る、誇り高き猫たちの生きざま。11月に日本上演35周年。来年3
月には通算公演10000回達成！！ 進化し続ける、伝説のミュージカル、
キャッツ、東京へ。

劇団四季ミュージカル 花組公演

10/7（日）13：30

会場：キャッツ・シアター（大井町）
枚数：４０枚(一会員４枚まで）

おもろい女

１０,２００円

４,９００円
（一般料金 11,880 円）

（一般料金 5,940 円）

（一般料金８,８00円）
S席指定 7,０００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）

10/13（土）17：00

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）

（一般料金 12,800 円）

Ⓒ宝塚歌劇団

Ⓒやなせたかし /フレーベル館・TMS・NTV

１,２００円

３００円
全席指定未就学児

＊子ども＝公演日当日３歳以上、小学校６年生以下。
＊当日2歳以下のお子さまは、ご入場いただけません。　
＊ファミリーゾーンでのご案内となります。    

Ｓ席指定大人

Ｓ席指定子ども

ミュージカル『MESSIAH（メサイア）－異聞・天草四郎－』
ショー・スペクタキュラー

＊軽食付
全席指定１０,0００円

＊未就学児は入場不可

＊０歳児から入場可。要チケット。

クンツェ＆リーヴァイの最高傑作が名曲の数々と共によりゴージャスに！ より
ロマンティックに！よりドラマティックに！生まれ変わる―。　　　　　
出演：花總まり（10/25）/笹本玲奈（11/24）《Wキャスト》　ソニン（10/25）
/昆 夏美（11/24）《Wキャスト》田代万里生（10/25）　古川雄大（11/24）
《Wキャスト》　吉原光夫 ほか

新演出版ミュージカル

マリー・アントワネット

会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：各回10枚(一会員２枚まで）

❶10/25（木）18：00　❷11/24（土）12：00
10,9００円

11,2００円
（一般料金 13,500 円）

（一般料金 13,500 円）

＊未就学児は入場不可 ＊日程により金額が違います。

＊❷プチギフト付

❶S席指定

❷S席指定

『BEAUTIFUL GARDEN－百花繚乱－』

＊希望時間をご記入下さい。

『キャッツ』

それいけ！アンパンマン
アニバーサリーフェスティバル
ありがとう！みんなのキラキラパーティー！

＊❶は、最終公演だけの特別企画！
　歌とダンスを追加した特別公演です。

スタンド席指定３,000円
（一般料金 ３,９８０円）

会場：両国国技館（両国）
枚数：各回10枚
        (一会員4枚まで）
＊公演当日1歳以上有料。1歳未満の方は膝上1名まで無料。
　ただし席が必要な場合は要チケット。
30周年だけの特別なステージ！みんなでパーティーに参加しよう‼
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原作：山田風太郎（角川文庫刊）　
脚本：マキノノゾミ　　演出：堤 幸彦
出演：上川隆也　溝端淳平　高岡早紀　浅野ゆう子　松平健　ほか

小池修一郎の新演出で、早霧せいなの緋村剣心が蘇る！！　
原作：和月伸宏「るろうに剣心―明治剣客浪漫譚―」（集英社ジャンプ コミックス刊）
脚本・演出：小池修一郎（宝塚歌劇団）
出演：早霧せいな　上白石萌歌　廣瀬友祐　三浦涼介　上山竜治　松岡 充　ほか 

進化するミュージカル「タイタニック」待望の再演　
出演：加藤和樹　石川 禅　藤岡正明　戸井勝海　相場裕樹　
霧矢大夢 /安寿ミラ　ほか

仕事や学校帰りでも間に合う、およそ60分間のコンサート。パイプオルガ
ンの音色にゆったりと身を任せ、日頃の生活からリフレッシュしてみては
いかがでしょうか。世界最大級のオルガンの音色をお楽しみください。　
オルガン：シモーネ・ヴェッバー     

うっとりする音色に楽しいトークを交え、素敵な午後の昼下がりをお届け
いたします。クラシックに普段馴染みのない方もお楽しみいただけるコン
サート。芸術の秋、クラシックコンサート・デビューや小学生以上のお子
様も一緒にお楽しみいただけるコンサートです。
出演：高島ちさ子　12人のヴァイオリニスト　村松亜紀（ピアノ）

2015～2017年NHK紅白3年連続出場！
幼少のころより100以上のグランプリを手にした
演歌の申し子。抜群の歌唱力で演歌のみならず洋
楽・歌謡曲も披露！

文学座公演

女の一生

会場：
紀伊国屋サザンシアター
TAKASHIMAYA（新宿）

全席指定

魔界転生

会場：明治座（浜町）
枚数：１０枚 (一会員 2枚まで）

＊日程によって金額が違います。

タイタニック
ミュージカル

会場：日本青年館ホール（外苑前）
枚数：10枚 ( 一会員 2枚まで）

ナイトタイム・パイプオルガンコンサート

会場：東京芸術劇場
　　　コンサートホール（池袋）
枚数：20枚（一会員４枚まで）

東京芸術劇場 美川憲一＆コロッケ 

会場：サンシティ越谷市民ホール
　　　（南越谷 新越谷）
枚数：各回１０枚(一会員２枚まで）　　

高嶋ちさ子　12人のヴァイオリニスト

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：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：各回１０枚(一会員２枚まで）

島 津 亜 矢

日本テレビ開局 65年記念舞台

10/27(土）13：30

（一般料金 6,000 円）

＊未就学児は入場不可

＊未就学児は入場不可　

枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

❶11/10（土）17：00　❷11/1８（日）17：00
S席指定１０,8００円

（一般料金 13,500 円）

❶10/13（土）11：30　❷10/17（水）13：00     
１１,４００円 （一般料金 13,000円）

１０,７００円 （一般料金 13,000円）

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）

10/3（水）18：30
S席指定９,２００円

（一般料金 11,500 円）

10/25（木）19：30
全席指定７００円

（一般料金 1,000 円）

❶9/22（土）13：00　❷9/22（土）17：00
全席指定４,９００円

（一般料金 7,560 円）
＊希望時間をご記入ください。   

11/24（土）14：00
S席指定３,０００円（一般料金

  4,000 円）

❶10/4（木）11：30　❷10/4（木）15：30
全席指定５,３００円 （一般料金 6,500 円）

ⒸHikaru.☆

誰が選んでくれたのでもない自分で選んで歩きだした道ですもの…。
明治・大正・昭和を激しく生き抜いた女の一生。

❶一等席指定
❷一等席指定

＊未就学児は入場不可　
＊開演時間に遅れますと、しばらくの間ご入場できない場合や、ご自席にご案内出来ない
　場合があります。＊都合により出演者などが変更になる場合があります。

スペシャル ジョイントコンサート2018

＊希望時間をご記入ください。

＊未就学児は入場不可（小学生から入場OK　要チケット） 
＊未就学児は入場不可

４,０００円

＊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

美川憲一とコロッケが　魅せます！　聴かせます！　
そして、会場は笑いの渦に包まれるでしょう！！

コンサート2018 悠遊 

“豪華キャストが勢揃いしたエンターテインメント
時代劇の最高傑作を堤幸彦演出×上川隆也主演
で舞台化！！”
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