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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】「北千住駅」下車　「あだち産業センター」２階
【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  足立区千住１－５－７ あだち産業センター２階   足立区勤労福祉サービスセンター 　　宛」
【ＦＡＸ申込】 ０３－３８８１－８０５２「利用ガイド２０１９」Ｐ．９３の専用ＦＡＸ申込用紙をお使いください。
【電話申込】 ０３－６８１２－０８７１【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/　　　　※８月の土曜営業は、２４日（午前９時～午後４時）です。

８月１０日発行

申込みは　ハガキ／ＦＡＸ／ホームページライフプランセミナーライフプランセミナー 申込みは　ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ

募集人数
足立区勤労福祉会館（足立区綾瀬１－３４－７・綾瀬駅下車 西口より徒歩３分）
1階レクリエーションホール　※施設に駐車場はありません。

日 時

場 所

会員・家族・関係者　(関係者のみの参加はできません)対 象 者

申込方法

９月２日（月）午後５時必着　　※申込み多数の場合は抽選となります。当落のお知らせは９月１３日頃郵送にてご連絡します。締 切

１０月５日（土）　午前１０時から正午まで ３０名程度

参 加 費 無料

申 込 先 〒１２０－８５７５　足立区千住１－５－７　あだち産業センター２階　サービスセンター　　宛FAX  ０３－３８８１－８０５２   ホームページは「足立区　　　」より検索してください。
ハガキ／FAX／ホームページから下記①～⑥を明記のうえ「申込先」へ送付してください。
①セミナー名「ライフプランセミナー」　②会員番号　③氏名・年齢　④住所　⑤日中連絡のつく電話番号
⑥参加者全員の氏名・年齢・申込区分（会員、家族、関係者）
（お電話での申込みはできません）

正しい呼吸法や姿勢を学び、ココロと身体を癒しませんか !

「健康イスヨガ体操」「健康イスヨガ体操」
～暮らしの中の健康改善～

「腰掛座位」で安全で効果的なヨガのポーズを学びます。呼吸や
動作を意識することで、注意力、集中力、観察力を高め仕事、家
事の能率アップを図ります。

だれでも簡単

骨盤や肩甲骨の運動、からだほぐしをとおし不良
姿勢の改善や日常のストレス解消につなげます。

　本セミナーは、実際に体を動かしながら
行う講座です。講師はセントラルスポーツ
よりインストラクターを招いて行います。
日頃、仕事、家事に追われ運動不足やスト
レスを感じている皆さん、簡単なヨガを体
験してみたいと思う皆さんのご参加をお待
ちしております。

　本セミナーは、実際に体を動かしながら
行う講座です。講師はセントラルスポーツ
よりインストラクターを招いて行います。
日頃、仕事、家事に追われ運動不足やスト
レスを感じている皆さん、簡単なヨガを体
験してみたいと思う皆さんのご参加をお待
ちしております。

当日は、動きやすい服装でご参加ください。また、水分補給のための飲み物をご持参ください。当日は、動きやすい服装でご参加ください。また、水分補給のための飲み物をご持参ください。

事業所数
会 員 数

4,636
12,017
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９月１３日（金）【６日目】

両国国技館（両国）

イスＡ席　７,２００円（一般料金　８,５００円）
募集席数　３０席

　大相撲、九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。イスＡ席のご案内です。

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。
「大相撲九月場所」・会員番号・会員氏名・送付先（自宅 or 勤務先）・電話番号・枚数
＊一会員　４枚まで

大相撲九月場所観戦チケット

日 程

会 場

料 金

申込方法

８月２３日（金）午後５時必着

応募者多数の場合は抽選。当選者にのみ８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。

締 切

そ の 他

商 品 「魚沼産　コシヒカリ１００％」　（令和元年度産）

（Ａ）（５Ｋｇ）　 … ２,９００円（一般料金４,４５０円送料・税込）
（Ｂ）（１０Ｋｇ）… ５,７００円（一般料金８,１００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３０日（金）午後５時必着　※締切日以降のキャンセル・変更はできません

９月５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

お 届 先

味の宅配便 「魚沼産コシヒカリ」味の宅配便 「魚沼産コシヒカリ」

ハガキ /FAX/ ホームページの通信欄に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）を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…「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください。

「おうちでドック」のご案内
自宅でがんや生活習慣病のリスクをチェックしませんか？
☆☆ 「おうちでドック」を利用された場合 ☆☆

　　の健康診断受診料補助（会員５,０００円　家族３,０００円）
が受けられます。
注１） すでに日曜健康診断、委託健康診断、人間ドックを受診され補助を
　　　  受けた方及び今後受診予定の方は、補助の対象外です。
注２） 領収書の記載の方（購入者）のみ請求ができます。
　　　  例）足立太郎あて領収書の場合、足立太郎が会員なら５,０００円、
　　　  家族なら３,０００円の補助請求ができます。（２個セット購入の場
　　　  合でも２名分の補助請求はできません）

　補助金の請求は、検査器具納品の際に同封される領収書（写し）を添付し、「補
助金請求書」（利用ガイド２０１９ ８５ページ）にて窓口又は郵送でお願いします。

「おうちでドック」のご案内

詳細・申込先
はコチラ

４ページ

５ページ

をご覧ください

詳細・申込先
はコチラ
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８月１０日（土）から８月２６日（月）まで　
〇午前１１時～午後８時（入場は午後７時３０分まで）＊会期中無休
池袋 サンシャインシティ　文化会館ビル２F　展示ホールD
一般（大学生以上）　１,１００円（当日券　１,７００円）
小人（５歳～高校生）　６００円（当日券　１,２００円）
〇一会員　５枚まで　予定枚数を超えた時点で販売終了
〇ゆう窓口　８月２４日（土）午後４時まで
〇ハガキ/FAX/ホームページ　８月２０日（火）まで
※ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号・会員氏名・イベント名
 「ゲゲゲの妖怪１００物語」・申込枚数・チケット送付先（自宅 or勤務先）を
　明記してお申込みください。
※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

開催日時

会　　場

販売価格

販売枚数

申込方法

※4歳以下は無料

「ゲゲゲの妖怪 100 物語」
日本漫画界の巨匠にして妖怪文化の大御所、水木しげる先生の妖怪世界が体感できます。生涯かけて描き出した妖怪た
ちは怖いけれどどこか愛嬌があって憎めないキャラクターとして、世代を問わず愛され続けています。各地方固有の豊
かな伝承文化を夏休み、ご家族で、友達同士で、カップルでお楽しみください。

チケット販売中　

ⓒ水木プロダクション

会員拡大
キャンペーン

現在、　　 に加入されている事業所で

１２月２７日（金）までに
追加入会していただくと

入会金が無料になります

“　　”窓口でもお手続きできます！

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。

問合せ先　TEL03-6812-0871  FAX03-3881-8052

昨年度までのキャンペーン記念品（足立区内共通商品券又はクオカード）は終了いたしました。

まだ“　　”に入会していない事業所が同時に５名以上で入会される場合には、入会金や
最大９か月分の会費が無料になる「新規入会キャンペーン」を展開中です！
新たにご入会いただく事業所を、ご紹介いただくと、入会一人につき１,０００円分の図書カードを差し上げます。
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Information

◉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。
◉注　意　申込み後のキャンセルや変更はできません。

◆随時電話で受付中（先着順）

 ☎東京ドームプロ野球巨人戦チケット（前回募集分・発売中）☎

●としまえん「のりもの１日券」では、プールへの入場はできません。
　「のりもの１日券」をお持ちの方は、当日現地窓口で差額（大人 1,500 円　子ども 1,100 円）
  を支払えば「夏の一日券」（プール可）に引換できます。

券
種

対 戦
日 程

開 始 時 間
スカイ 4
ビームシート

8/16（金）
阪　神
完売
1

午後６時

９/５（木）
中　日
完売
1

午後６時

9/13（金）
広　島
完売
1

午後６時

食事チケット　ご案内中です

熱海にある日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua（フーア）入館券（特別優待券）」（一般
料金 2,700 円→割引料金 1,800 円）あります。ゆう窓口又は電話にてご請求ください。
※東京ドーム法人カウンターでも、会員証提示で割引料金（同額）にて販売しています。
　（利用ガイド 2019 9 ページ参照）

９月30日まで　詳しくは「From　　」６月号をご覧ください。
９月30日まで　詳しくは「From　　」７月号をご覧ください。
９月30日まで　詳しくは「From　　」７月号をご覧ください。

●ホテルオークラ東京ベイ
●グランドニッコー東京　台場
●東武ホテルレバント東京

武藏お盆休みスペシャルウィーク ゆう会員証提示浅草ビューホテル
期　　間

時　　間

料　　金

８月１０日（土）～８月１５日（木） 会　場 ２６階　スカイグリルブッフェ武蔵

①11：30～13：00　　②13：15～14：45　　③15：15～16：45（８月15日は無し）

④17：30～19：30　　⑤19：45～21：45
大　人　５,０００円（一般料金 ５,５００円）
小学生　３,６００円（一般料金 ３,８００円）
幼児(4～6歳)　１,１００円　※3歳以下は無料

大　人　６,０００円（一般料金 ６,５００円）
小学生　４,３００円（一般料金 ４,５００円）
幼児(4～6歳)　１,３００円　※3歳以下は無料

ラ
ン
チ

デ
ィ
ナ
ー

○料理は、和洋中ブッフェ　○ソフトドリンクフリーです。（アルコールは別料金）

●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
●駐車場は入庫から３時間まで無料となります　●料金は、税・サービス料込。

当日、会員証を提示し料金をお支払いください。
※「ゆう」から食事チケットの送付はありません。

①予約先　０３-３８４２-３７５１（レストラン予約課　受付時間；１０：００～１８：００）へ
　「足立区勤労福祉サービスセンター」の会員と告げて、予約してください。

ラ ン チ

ディナー

内　　容

申込方法

支払方法

交　　通

そ の 他

●東京ドームシティー　パートナーズメンバーズからのお知らせ

TOHOシネマズパスポートチケット（前期分）は完売 しました。
後期分の販売は、Fromゆう９月号でお知らせします。

◆左記の残券は７月２５日（木）正午現在の情
　報です。電話受付時点で完売となってる場
　合はご了承ください。

※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。      
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

本展では、「応挙寺」として有名な兵庫県・大乗寺から応挙の重文「松に孔雀図」、呉春の重文「群山露頂図」など円山応挙と
その一門が手掛けた最晩年の傑作を特別展示。江戸初期から戦前までの系譜を丁寧に追うことで、円山四条派の全貌に迫ると
ともに、日本美術史の中で重要な位置を占める京都画壇の様相の一端を明らかにします。

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

８月３日（土）から９月２９日（日）まで

東京藝術大学大学美術館（台東区・上野公園）

※前期後期で大展示替え！ただし「大乗寺襖絵」は通期展示
　前期：９/１（日）まで、後期：９/３（火）から
〇午前１０時～午後５時（入館は午後４時30分まで）
○休館日…月曜日
　（ただし、８/１２、９/１６、９/２３は開館、各翌日休館）

※中学生以下は無料　
※障がい者手帳をお持ちの方（介護者 1名様を含む）は無料

一　般　　９００円 （当日券　１,５００円）

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　９月２７日（金）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　 ９月２０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　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

桃山時代には、茶の湯のためのやきもの「茶陶」が日本各地の窯で創造されました。美濃（岐阜県）では、力強い姿、鮮やか
な色、斬新な意匠をもつ新しい茶陶「黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部」が一斉に花開き、もてはやされました。本展では、当時
の美術工芸諸分野との比較も試みながら、その大らかで個性的な造形的魅力の秘密に迫ります。

開催日時

会　　場
料　　金

申込方法

９月４日（水）から１１月１０日（日）まで　※会期中展示替あり

サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア３F）

一　般　　８００円 （当日券　１,３００円）

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　１１月８日（金）まで
●ハガキ・FAX・ホームページ　　１１月１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　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

○午前１０時～午後６時
○金曜・土曜日、および９/１５（日）、９/２２（日）、１０/１３（日）、
　１１/３（日・祝）は午後８時まで開館
※いずれも入館は閉館の３０分前まで
○休館日　火曜日（ただし、１１/５は午後６時まで開館）
※中学生以下無料
※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人とその介護の方１名様のみ無料

☆☆「美術展チケット」好評発売中　☆☆

円山応挙から近代京都画壇へ

サントリー芸術財団50周年
黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部　－美濃の茶陶

みんなのミュシャ

特別展「三国志」

みんなの　レオ・レオーニ展

９／２９(日)まで

９／１６(月・祝)まで

９／１(日)まで

９／２９(日)まで

１０／６(日)まで

窓口～９／１３まで
〒/FAX/ホームページ～９／１３まで

窓口～９／１３まで
〒/FAX/ホームページ～９／６まで

窓口～８／ 30まで
〒/FAX/ホームページ～８／２３まで

窓口～９／２７まで
〒/FAX/ホームページ～９／２０まで

窓口～１０／４まで
〒/FAX/ホームページ～９／２７まで

From ６月号

From ６月号

From ７月号

From ７月号

From ７月号

原　三溪の美術
伝説の大コレクション

高畑　勲展
日本のアニメーションに遺したもの

★チケット完売のお知らせ★　「恐竜博 2019」「松方コレクション展」のチケットは好評完売となりました。

（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。

織部洲浜形手鉢 桃山時代 17 世紀 
サントリー美術館



ー９ー

《広告》はせがわ
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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を別々にお書きください）。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　　８月２６日（月）　<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９/１６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 2019」P38 をご覧ください。利用補助

おもしろサイエンスショーin 渋谷 ブラック・ダイク・バンド

～もうひとつのオペラ座の怪人～
「ラヴズ・レイバーズ・ロスト」

ミュージカル ミュージカル

宝塚歌劇　花組公演 こまつ座＆ホリプロ公演

組曲虐殺

米村でんじろう

「ファントム」

『A Fairy Tale －青い薔薇の精－』
『シャルム！』レヴューロマン

 Musical

面白くってタメになる！
教育とエンターテイメントを融合させたサイエンスショー
出演：米村でんじろう　ほか

ⓒ米村でんじろうサイエンスプロダクション

会場：すみだトリフォニーホール
　　（錦糸町）
枚数：１０枚（一会員4枚まで）

曲目：クラウス・バデルト他（ロバーツ編）：映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」より
　　　オットリーノ・レスピーギ（スネル編）：“ローマの松”より　
　　　　　　　　　　　　第１部 ボルゲーゼ荘の松　第４部 アッピア街道の松　ほか
音楽監督・首席指揮者：ニコラス・チャイルズ　司会：朝岡 聡

会場：ＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアター（赤坂）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

オペラ座の地下深く、闇の中に生きるエリックに、ある日差し込んだ一筋の光－
彼女の歌声は、オペラ座の怪人と呼ばれた男を光の世界へと導く。
それは母の愛のように悲しくも美しい・・・人間ファントムの物語。

10/21（月）18：30

ＮＹ演劇シーンの最先端を行く「パブリック・シアター」により2013年に上演された『ラヴズ・レイバ
ーズ・ロスト』
シェイクスピアの傑作歌劇はロックサウンドに彩られたスタイリッシュな世界に一変、タキシードの紳士
たちとハイヒールの淑女たちが織りなす超現代的なミュージカルラブコメディが誕生しました。演出には
『キューティー・ブロンド』『オン・ユア・フィート！』『笑う男 The Eternal Love -永遠の愛-』と話題
作を次々に手がける上田一豪を迎え、豪華実力派キャスト陣がポップでキュートな恋の祝祭劇に挑みます。
出演：村井良大　沙央くらま　渡辺大輔　入野自由　大山真志
　　　中別府葵　田村芽実　伊波杏樹　樋口日奈　三浦涼介　ほか

10/27（日）15：30

Ⓒ宝塚歌劇団
Photographer 野波 浩

10/25（金）18：30

作 ：井上ひさし　演出：栗山民也
出演：井上芳雄　上白石萌音　神野三鈴　土屋佑壱　山本龍二　
　　　高畑淳子
音楽・演奏：小曽根真

9/28（土）15：30

会場：渋谷区文化総合センター大和田
　　　さくらホール（渋谷）
枚数：１０枚（一会員４枚まで）

全席指定　2,400円
（一般料金　3,000円）

＊3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。
　ただし、座席が必要な場合有料。

11/２（土）15：00
全席指定　4,400円
（一般料金　5,500円）

＊未就学児入場不可

11/24（日）12：00
Ｓ席指定　11,500円
（一般料金　13,500円）

＊未就学児入場不可
＊未就学児入場不可

会場：シアタークリエ
　　（日比谷・有楽町）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

（一般料金 11,500円）
全席指定　9,200円

出演：明日海りお　華 優希　ほか

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）

（一般料金　9,500円）
Ｓ席指定　7,600円

＊未就学児入場不可

会場：天王洲 銀河劇場
　　（天王洲アイル）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

（一般料金　9,000円）
Ｓ席指定　6,300円

数々の演劇賞に輝く、井上ひさし最後の戯曲。待望の再演。

ー恋の骨折り損ー

演出：城田 優
出演：ファントム（Wキャスト）加藤和樹／城田 優
　　　クリスティーヌ・ダニエル（Wキャスト）愛希れいか／木下晴香
　　　※キャストスケジュールは公式HPをご覧ください。

三井住友VISAカード シアター

三井住友VISAカード シアター

英国ブラス頂点のパワーが炸裂！！
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前進座公演文学座 10月公演

鼠小僧次郎吉一銭陶貨

新橋演舞場 10月公演

オグリ 錦秋特別公演 2019

シルク・エロワーズ「サルーン」 音楽舞踊劇 新選組・土方歳三

海援隊トーク＆ライブ 2019 第14回

中村勘九郎 中村七之助スーパー歌舞伎Ⅱ 新版 

上妻宏光 宮沢和史 DAZZLE

「徹子の部屋」コンサート

10/19（土）14：00

戦時中、政府は金属不足のため、陶器製の貨幣「一銭陶貨」を民間に作らせた歴史があります。そ
の貨幣は無理難題を乗り越えて完成したものの、終戦を迎え実際に使用されることはありませんで
した。本作は時代と人の葛藤の在り様に真摯に向かい合い、国家政策に翻弄されながらも家族を守
り懸命に生きた家族の物語を色濃く描きます。『ぬけがら』で岸田國士戯曲賞を受賞した佃典彦さ
んの書き下ろしを松本祐子が演出する期待作です！
出演：奥山美代子　𠮷野実紗　亀田佳明　中村彰男　髙橋ひろし　鵜澤秀幸　ほか

江戸の講談にはじまり小説・ドラマと今日に至るまで娯楽劇のスターであり続
けている「鼠小僧」。巨匠、真山青果による本作は昭和４年に本郷座で初演。
二人の鼠小僧が出会う斬新な筋立てとスリリングな展開、人間描写の深さが面
白さとなっています。
出演：中嶋宏太郎　早瀬栄之丞　ほか

10/26（土）12：30

❶10/13（日）16：30　❷10/17（木）11：00

スーパー歌舞伎 屈指の人気作をⅡ＜セカンド＞として初上演！！
脚本・演出を一新し、市川猿之助・中村隼人の小栗判官役 交互出演にて
スーパー歌舞伎の醍醐味を存分におたのしみいただきます。

Ｓ席指定　❶❷7,200円

演目（上演時間約2時間15分 予定）
　　一、芸談 出演：中村勘九郎 中村七之助 
　　二、艶紅曙接拙（いろもみじつぎきのふつつか） 紅翫（べにかん） 出演：門弟一同
　　三、三ツ面子守（みつめんこもり） 出演：中村鶴松　
　　四、松廼羽衣（まつのはごろも）出演：伯竜 中村勘九郎、天女 中村七之助

❶10/25（金）19：00　❷10/26（土）11：00

Photo: Jim Mneymneh｜www.PhotosDeCirque.com｜
Courtoisie du Cirque Éloize, Laurence Labat

次のシルクはミュージカル・サーカス！
世界50か国、350万人以上を熱狂させたサーカス・エンターテインメント集団
「シルク・エロワーズ」が西部開拓時代の酒場が舞台の新作「サルーン」と共
に日本へ帰ってくる。

武田鉄矢主演、足立区が舞台の「３年Ｂ組金八先生」の主題歌「贈る言
葉」は、ドラマの人気もあり、ミリオンセラーになりました。
心温まる楽曲に、愉快なトークを添えて海援隊のライブを開催いたしま
す。この機会をお見逃しなく！

「己の道を生きよ－。」
幕末と呼ばれる激動の時代を生きた土方歳三の生涯を宮沢和史の落ち着いた奥の深
い語りと、新世代津軽三味線の第一人者 上妻宏光の卓越した演奏が演出する。
加えて、和とモダンを独自に表現するダンスカンパニーDAZZLEが、創作的な世界
を表現するのが、音楽舞踊劇 新選組・土方歳三である。

10/12（土）16：30

10/20（日）15：00 11/27（水）18：00

司　会：黒柳徹子
ゲスト：サーカス Family　純烈　杉良太郎　南こうせつ　
　　　　南佳孝＆杉山清貴　ほか（50音順）

＊未就学児入場不可

会場：紀伊國屋サザンシアター
　　　ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡ（新宿）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

（一般料金　6,200円）
全席指定　4,800円

＊未就学児入場不可

会場：新国立劇場 中劇場
　　（初台）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

（一般料金　8,000円）
Ａ席指定　6,000円

＊３歳以下入場不可

会場：新橋演舞場(東銀座・築地市場)
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　16,500円）

一等指定　❶13,500円
　　　　　❷12,000円

＊未就学児入場不可

会場：❶川口総合文化センター・リリア
　　　　メインホール（川口）
　　　❷市川市文化会館 大ホール(本八幡)
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

❶10/8（火）15：00　❷10/10（木）15：00

（一般料金　9,000円）

＊子供は３歳～小学６年生までです。
　３歳未満のお子様でも座席が必要な場合は子供券をお求め願います。

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各１０枚（一会員４枚まで）

（一般料金：大人9,800円 子供6,800円）

Ｓ席指定　❶大人7,350円 子供5,100円
　　　　　❷大人7,800円 子供5,500円

＊未就学児入場不可

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）

（一般料金　5,500円）
全席指定　4,400円

＊未就学児は入場不可

会場：ギャラクシティ
西新井文化ホール（西新井）
枚数：２０枚（一会員２枚まで）

（一般料金　5,500円）
全席指定　4,400円

＊未就学児は入場不可

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールＡ（有楽町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　12,000円）
全席指定　10,000円

～七億分の一の奇跡～
いっ　　せん　　とう　　か

出演：市川猿之助　中村隼人　ほか
　　　藤原正清 後に 小栗判官（交互出演）
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毎年大好評　東京湾納涼船チケット販売中！!!

※ゆうに申込みの際は「乗船日・予約番号（パーティプラン除く）」が必要です。

今年のテーマは「親子～それぞれの時代のウルトラマン～」長きにわたって愛され続ける永遠のヒーロー【ウルトラマン】。
今年の目玉は「親子スゴでかフォトスポット」。迫力満点の超巨大展示がお出迎えします！

「ウルトラマンフェスティバル2019」チケット販売中

Ⓒ円谷プロ

開 催 日 時
〈第１部〉８月６日（火）まで
［休業日］８月７日（水）　※メンテナンスのため終日休業となります。
〈第２部〉８月８日（木）から８月２６日（月）まで
※〈第１部〉〈第２部〉ともに午前１０時～午後５時３０分（最終入場午後５時まで）
池袋・サンシャインシティ 文化会館４Ｆ 展示ホールＢ
（東京メトロ有楽町線　東池袋駅徒歩３分）
大　人（中学生以上）　１,５００円（当日券　２,３００円）
こども（３歳～小学生）　９００円（当日券　１,６００円）
※２歳以下は無料

会 場

販売価格

申込方法

そ の 他
●ライブステージは全席指定です。会場入場前に指定席券をお受取りください。ライブステージの観覧はお一人様１回限り。
　各回定員になり次第、締め切りとなります。　　※入場券１枚につきライブステージの座席１席と引換え可能。
●ライブステージでの静止画・動画撮影・録音は原則禁止です。 
●ベビーカーでの入場はご遠慮ください（置き場あり）。

５,０００ｔクラスの大型客船で東京湾をクルージング、美しい夜景と食事に、音楽やダンスがプラ
スされる、楽しい夏の夜のひとときを「東京湾納涼船」でご家族やお仲間と楽しんでみませんか？
生ビール・ワイン・サワー・ソフトドリンク等飲み放題（フード類は別途料金）です。
ゆかた着用割引等、他の割引サービスとの併用はできません。
「足立区勤労福祉サービスセンター」の会員であることを告げ、東海汽船 ０３（３４３７）６１１９
に予約後（乗船日の１か月前から可）、　  に申し込んでください。

●一会員５枚まで　　　　　　　予定枚数を超えた時点で販売終了
●ゆう窓口　　　　　　　　　　８月２４日（土）午後４時まで
●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページ　８月２０日（火）午後５時必着
※ハガキ/ＦＡＸ/ホームページでの申込みは、会員番号・会員氏名・イベント名・枚数（大人/こども別）・送付先（自宅or勤務先）
　を明記してください。　※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

有効期間 ９月２３日（月・祝）まで　

●大人　　　　 ２,０００円（一般料金　２,６００円）
●中・高校生　     ８００円（一般料金　１,０５０円）
●小学生　　　     ４００円（一般料金　   ５５０円）一会員６枚まで

●窓口　　　　　　　　　　　     ９月２０日（金）まで
●ハガキ／ FAX／ホームページ　９月１８日（水）午後５時必着
　※申込・購入後のキャンセル・払戻はできませんので、必ず東海汽船に予約してからお申込みください。

時　　間 午後７時１５分 竹芝客船ターミナル出航 ～ 東京湾周遊 ～ 午後９時 竹芝客船ターミナル着

料　　金

販売期間


