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パスポート
付き！

「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。

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３１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３１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。

★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。
　※ゆう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はございません。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。
★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の一環としてパーティーの映像等を使用することがあ
　ります。あらかじめご了承願います。
★強風等の荒天時でもパークが開園された場合は、パーティーを開催いたしますので、ご
　了承のうえお申し込みください。

平成３１年１月16日（水）午後５時必着（郵送申込も必着です）
◆通　知◆

◆締切日◆

◆申　込◆

◆参加費◆

◆対　象◆

下記を参照のうえ次ページの「ＦＡＸ専用申込書」にて、ゆうに持参・郵送・
ＦＡＸにてお申し込みください。ホームページでもお申し込みできます。

※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。

料金区分

①会員と家族（配偶者・子・実父母）

②その他の家族（会員の孫・兄弟姉妹）

６,９００円
９,７００円

（18歳以上）
中人

６,１００円
８,４００円

(幼児･小学生 4～11歳)

４,６００円
６,４００円

（中高生 12～17歳）
小人大人

①「会員と家族」及び ②「その他の家族」のみです。

®

開 催 日　平成３１年３月１７日（日）
会　　場　東京ディズニーランド
　　　　「トゥモローランド・テラス」
時　　間　午前９時４０分～１０時１０分

募集定員　２８０名
※応募多数の場合は抽選となります

（開場は午前９時１０分）

©Disney

東京ディズニーランド
　　パーク・ファン・パーティー

３０年７月２２日に開催されたパーク・ファン・パーティーに当選の方は、今回の
お申し込みはできません。今回のパーク・ファン・パーティーは、前回落選の方お
よび未応募の方のみお申込みができます。

★会員の皆さまへ重要なお知らせ★
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３月１７日

席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。

東京ディズニーランド
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食事チケット　ご案内中です

●　　窓口　　　　　　　　　　　　　　　　
●電話 /ハガキ /ＦＡＸ/ホームページから会員番号・氏名・チケット名・枚数・
　送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込みください。

利用期間 平成３１年３月３１日（日）まで
一会員　後期分　８枚まで　（完売をもって販売終了）

そ の 他
●チケット申込後のキャンセル・枚数変更はできません。
●宿泊施設をご利用の方は直接「予約センター」へお申込みください。
　宿泊の場合、入場券１泊２日で１人２枚（２泊３日で３枚）必要です。
　（詳しくは　　　利用ガイド２０１８　Ｐ２０参照）

販売枚数

申込方法

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

浅草ビューホテル ゆう会員証提示2019年　　　バイキング新春新春
台東区西浅草3－17－1　交通：つくばエクスプレス「浅草駅」A2出口徒歩1分。東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩10分
　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、できたてのお料理を提供!!　
バイキング会場ではお正月ならではの獅子舞等が登場いたします。

平成３１年１月１日（火・祝）～平成３１年１月６日（日） ※４日（金）の開催はありません。　
ホテル４階　大宴会場「飛翔」
０３－３８４２－２１２７　（10：00～18：00）
予約先へ「足立区勤労福祉サービスセンターゆう」の会員と告げて、日程や時間の予約をして
ください。

①11：30～13：00　②13：30～15：00　③15：30～17：00（3日,5日,6日の開催はありません)　
④17：30～19：30

大　人　５,５００円（一般料金　前売６,０００円、当日６,５００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
○和中ミックスバイキング　○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。○１日, ２日は獅子舞、３日、５日、６日は中国雑技変面が登場

会員証を忘れずにお持ちください。

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。

○このプランは、勤労福祉サービスセンター「ゆう」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。

期　　間
会　　場
予 約 先

予約方法

時　　間

料　　金

内　　容

会 員 証

支払方法

そ の 他

●第一ホテル東京・第一ホテルアネックス
　　　～平成３０年１２月３０日まで　
●帝国ホテル
　　　～平成３０年１２月３０日まで　
●浅草ビューホテル
　　　～平成３０年１２月３０日まで　
●ホテル椿山荘東京「イヤーエンドブッフェ 201８」
　　　～平成３０年１２月２8日まで　

From詳しくは「　　　　」10月号をご覧ください。

From詳しくは「　　　　」10月号をご覧ください。

From詳しくは「　　　　」10月号をご覧ください。

From詳しくは「　　　　」1１月号をご覧ください。
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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。

○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途料金がかかる場合があります。施設にご確認ください。

それぞれ各施設完売をもって終了

●ダンロップスポーツウェルネス綾瀬　　　☎０３－３６９０－７９９７
●セントラルフィットネスクラブ亀有　　　☎０３－５６８０－０３０３
●セントラルウェルネスクラブ西新井　　　☎０３－５８８８－３５６１
●セントラルフィットネスクラブ竹の塚　　☎０３－５８５１－００５０
　　　　　　　　　　　　　
●ゴールドジム　北千住東京　　　　　　　☎０３－５２８４－３６３６
●朝日スポーツクラブ〔BIG-S竹の塚〕・・・完売しました。

◆各施設とも、営業時間・休 館 日・利用条件などはFROMゆう１０月号をご覧ください

○直接窓口で購入できます
○ハガキ・ＦＡＸ・ホームページにて会員番号・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。

一　枚　６００円　(ただしセントラル西新井 ７００円・ゴールドジム ８００円）
一施設　一会員　５枚まで（年度内）

そ の 他

施 設 名

販売枚数

利用料金

申込方法

販売期間

残数僅少

日時：平成３１年２月２３日（土）

　　　　午後２時～３時３０分

講師：滝島 雅子氏（NHK放送文化研究所主任研究員）

会場：足立区生涯学習総合施設（学びピア２１）４階 講堂

定員：１２０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
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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　　１２月２５日（火）　<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　　　　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

２０１９年、劇団四季がお届けする最新ミュージカルは、心も踊る上
質なミュージカル。パリの空気をまとった小粋で華やかな舞台、大人
たちにふさわしい贅沢なひとときをお楽しみください。

日本最高齢の芸人、内海桂子の名人芸「銘鳥銘木」、笑点「大喜利メンバー」
三遊亭好楽、ご存じ玉川カルテット、内海桂子の弟子漫才師ナイツ。浅草公会
堂に笑いの達人たちが大集合。爆笑すること間違いなし！

悪党３人組 VS 盲目の若妻　　駆け引き、騙し合い、暗闇の対決！あの
名作サスペンス劇が甦る！
出演：加藤和樹　凰稀かなめ/高橋光臣　猪塚健太　松田悟志　ほか

６００年の伝統を持つ洗練された和楽の世界。出演者による解説付き。
出演：野村萬斎　ほか　
演目：「附子」「小傘」

華麗なドラァグクイーン達が往年のディスコ
ヒッツで歌い踊る、超ゴージャスなミュージカルが再び‼
演出：宮本亜門　
出演：山崎育三郎　古屋敬多（Lead） 陣内孝則　ほか

福岡弁のグルーヴがおかしさと切なさを彩る！
福岡出身の役者で描く青春の終わりとゾンビの物語。
企画・作・演出：入江雅人
出演：池田成志　田口浩正　坂田 聡　尾方宣久　岡本 麗　入江雅人

初春 爆笑！浅草演芸会

～内海桂子と名人芸～
❶1/30（水）11：00　❷1/30（水）15：00
全席指定　2,500円

出演：内海桂子　三遊亭好楽　玉川カルテット　ナイツ

劇団四季ミュージカル

パリのアメリカ人
❶３/29（金）13：30　
❷３/30（土）17：30

ミュージカル
プ リ シ ラ
QUEEN OF THE DESERT

3/9（土）17：00

Ｓ席指定　10,000円

舞台「暗くなるまで待って」
2/2（土）16：30

全席指定　6,400円

帰 郷
❶1/26（土）18：00　❷1/31（木）14：00

全席指定　4,900円

野村萬斎　狂言の夕べ
2/13（水）18：30

全席指定　4,000円

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：各回１０枚
　　（一会員２枚まで）

*必ず希望時間をご記入ください。

＊未就学児は入場不可

（一般料金　４,000円） S席指定　10,000円
（一般料金　11,880円）

会場：KAAT 神奈川芸術劇場〈ホール〉
　　（日本大通り/元町・中華街/関内）
枚数：各回６枚(一会員２枚まで）
＊3歳以上有料（膝上鑑賞不可）。2歳以下は入場不可

＊未就学児は入場不可

＊未就学児は入場不可

会場：日生劇場（日比谷・有楽町）
枚数：１０枚(一会員２枚まで）

（一般料金　13,000円）

＊未就学児は入場不可

会場：サンシャイン劇場（池袋）
枚数：１０枚(一会員２枚まで）

（一般料金　8,800円）

会場：船橋市民文化ホール（船橋）
枚数：１０枚(一会員２枚まで）

（一般料金5,500円）

会場：俳優座劇場（六本木）
枚数：各回8枚(一会員2枚まで）

（一般料金　6,800円）
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新年を寿ぐお目出たい演目でお届けします。
出演：市川海老蔵　中村獅童　市川右團次　中村児太郎　片岡孝太郎　市川左團次
　　　堀越麗禾　堀越勸玄
演目：①昼の部：一、義経千本桜　二、極付幡随長兵衛　三、三升曲輪傘売
　　　②夜の部：一、鳴神　二、牡丹花十一代　三、平家女護島俊寛　四、春興鏡獅子

新派、新喜劇　珠玉の名作が、装いも新たに豪華二本立て！新派１３０
年　松竹新喜劇７０年　合わせて２００年達成！夢の共演
出演：水谷八重子　波乃久理子　渋谷天外　藤原紀香　ほか
演目：一、華の太夫道中　二、おばあちゃんの子守唄

奇蹟の舞姫ヤン・リーピンが芸術監督に徹し、洗練の極致まで練り上げ
た渾身作が、待望の初来日！
中国の伝統とダイナミックなダンスで贈る本作に、どうぞご期待下さい。

世界２６カ国・５００都市・観客動員数８００万人に迫る。圧倒的な音表現を
持つ「和太鼓」そして、美しい旋律の篠笛・三味線・箏などを驚異のパフォー
マンスで表現するＤＲＵＭ TAOは、想像を完全に裏切る「最新の日本エンタ
ーテイメント」～ＦＩＮＡＬ公演！　　　出演：DRUM TAO

明治座初座長公演決定！演歌ひとすじで歩み続けて芸能生活５０年。
「とんち尼将軍　一休ねえさん」と歌謡ショーの２本立てでお届けします。
出演：水谷千重子　原田龍二　YOU 高橋ひとみ　田山涼成　
　　　あご勇（初代付き人）

涙あり、笑いあり、そしてダンスあり、エンターテイナー松本利夫
（EXILE）がひとりぼっちで繰り広げるENTERTAINMENT SHOW！
原案・主演：松本利夫

ロトシリーズと呼ばれ長年愛され続けている「ドラゴンクエストⅠ、Ⅱ、Ⅲ」
を上演！1986年に発売された初代『ドラゴンクエスト』から社会現象となっ
た『ドラゴンクエストⅢ』までの楽曲を、厳選してお届けします。演奏は日本
が世界に誇る吹奏楽の雄、東京佼成ウインドオーケストラ！あの感動が蘇る生
演奏をぜひお楽しみください！

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―。大地真央・中村梅雀がおくる「夫婦漫才」、再演決定！
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　川﨑麻世　村上ショージ　竹内都子　吉沢京子　
　　　正司花江　ほか

初春歌舞伎公演 二月競春名作喜劇公演

夫婦漫才 覇王別姫 ～十面埋伏～
ヤン・リーピンの

「ドラゴンクエスト」
～ウインドオーケストラコンサート～

DRUM TAO 2019
RHYTHM of TRIBE～時空旅行記～ FINAL

松本利夫ワンマンSHOW
「MATSU ぼっち 06」-STARS-

水谷千重子
50周年記念公演

❶2/16（土）16：00　❷2/17（日）11：00

2/16（土）12：00 ❶2/23（土）12：30　
❷2/24（日）12：30

2/2（土）14：00 ❶2/7（木）19：00　
❷2/8（金）13：00

❶2/14（木）19：00　❷2/15（金）15：00 2/23（土）16：00

❶1/13（日）16：00　❷1/14（月・祝）11：30
一等席指定　11,000円 一等席指定　7,000円

Ｓ席指定　8,400円
Ｓ席指定　9,000円

全席指定　3,400円
S席指定　6,000円

全席指定　8,000円 S席指定　9,300円

当選チケットは12月中に発送予定のため、
到着が年末年始にかかる可能性があります。

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）

（一般料金　16,000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）

（一般料金　12,000円）

＊未就学児は入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：１０枚(一会員２枚まで）

（一般料金　12,000円）

＊未就学児は入場不可

会場：Bunkamura オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回１０枚(一会員２枚まで）

（一般料金　12,000円）

＊未就学児は入場不可

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）

（一般料金　4,500円）

＊6歳児未満は入場不可

会場：Bunkamura 
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回10枚(一会員２枚まで）

（一般料金　8,500円）

＊6歳以上有料　5歳以下入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：１０枚(一会員２枚まで）

（一般料金　12,000円）

＊未就学児は入場不可

会場：品川プリンスホテル 
　　　クラブeX （品川）
枚数：各回10枚(一会員2枚まで）

＊グッズ付
（一般料金　9,000円）

じゅうめんまいふく
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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、2019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」2018 P6 をご覧ください。）

熱いお湯が恋しい季節になりました。

足立区内公衆浴場回数券販売中

1 0 6 7

公益財団法人
足立区勤労福祉サービスセンター

1.　実施期間（入園期間）

　　２０１９年１月７日（月）～３月２０日（水）全日　※土日祝日を含みます

2.　パスポート料金
　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）５,８００円《通常料金：６,４００円》
　小人（幼児・小学生　　４～１１歳）４,２００円《通常料金：４,８００円》
3.　パスポート購入方法
　「パスポート購入申込書」にもれなくご記入の上、
　チケット販売窓口にご提出ください。
　◎購入申込書１枚につき５名様まで購入できます。
　◎コーポレートプログラム利用券をお持ちの方は併用可能です。
　　購入申込書と併せてご提出ください。
　※購入申込書のご提示がない場合、特別料金は適用されませんのでご注意ください。
　※ご購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする場合があります。

◆期間中「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にはご利用いただけません。


