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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コードホームペホームペホー ージQR

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。
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Information

（2020年３月31日まで）

～入場券が変わりました～～入場券が変わりました～

１枚　７００円　【大人・小人・幼児共通】　※３歳以上から有料
（通常料金：大人　３,５００円・小人　２,２００円・幼児　１,６００円）

●給付金の請求を忘れていませんか？
　　では、会員の皆さまに祝金《成人・結婚・出産・入学・還暦》、見舞金《入院・障がい・介護者・住宅
災害》、死亡弔慰金《家族・本人》などの給付を行っています。
●「入学祝金」の請求はお済みですか？
平成３１年３月２日までにご入会の方で、今年度小・中学校に入学されたお子様がいる場合、「入学祝金」
の請求ができます。受付期限の９月３０日（月）が迫っておりますので、お早目にご請求ください。

Ｊリーグ　【ＦＣ東京ホームゲーム】観戦チケットＪリーグ　【ＦＣ東京ホームゲーム】観戦チケット

試合日時 ＦＣ東京 ＶＳ 浦和レッズ　１１月３０日（土） 午後２時キックオフ

会　　場 味の素スタジアム（京王線　飛田給駅　徒歩５分）

メインＳ指定席

バックＳＵ指定席

席　　種販売枚数 販売価格

３,７００円（当日料金 5,500 円）

２,８００円（当日料金 4,300 円）

１,７００円（当日料金 2,700 円）

　 ４００円（当日料金　800円）

ホーム
自由席

申込方法
●ハガキ /FAX/ ホームページにてチケット名・会員番号・会員氏名・席種・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。
●申込多数の場合は抽選となります。抽選結果の通知はいたしません。

申込期限 ９月３０日（月）午後５時必着　　※申込後のキャンセル・変更はできません。

発　　送 当選者へのチケットの発送は１１月上旬予定（簡易書留郵便でお送りします）

販売枚数
席・料金

※各席種の座席位置につ

　いては、FC東京ホーム

　ページをご覧ください。

※Ｕ-18料金は2001年1月

　1日生まれ以降の方が対

　象となります。

４０枚

一会員４枚まで

Ｕ－１８

大　　 人
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コートールド美術館はイギリスが世界に誇る印象派・ポスト印象派の殿堂です。マネ、ルノワール、セザンヌ、ゴーガンなど
巨匠たちの代表作がずらりと並びます。このたび、美術館の改修工事のために、多くの名作が来日することになりました。

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

東京都美術館　企画展示室（東京・上野公園）
一　般　１，０００円（当日券　１，６００円）

●ゆう窓口　　　　　　　　　　　１２月１３日（金）まで
●ハガキ／ FAX／ホームページ　　１２月　６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。

コートールド美術館展　魅惑の印象派

〇午前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
〇休館日…月曜日、9/17、9/24、10/15、11/5
【ただし、9/16（月・祝）、9/23（月・祝）、10/14（月・祝）、11/4（月・休）は開室】

申込方法

開催日時

会　　場

料　　金

横浜美術館（横浜市西区みなとみらい3-4-1）

●ゆう窓口販売　　　　　　　　 １２月２５日（水）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　１２月２５日（水）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。

ルノワールとパリに恋した１２人の画家たち
横浜美術館３０周年記念　オランジュリー美術館コレクション

一般　１,１００円（当日券　１,７００円）
※小学生以下は無料
※障がい者手帳者をお持ちの方とその付き添いの方（1名様）は無料
※観覧当日に限り本展観覧券で「横浜美術館コレクション展」も観覧できます。

〇午前１０時～午後６時（金・土曜日は午後８時まで。ただし９/２７～２８、
   １/１０～１２は午後９時まで） ※入館は閉館の３０分前まで
〇休館日…木曜日（１２/２６は開館） 　１２/２８（土）～１/２（木）

※9/18、10/16、11/20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）　　※中学生以下は無料　
※身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者保険手帳をお持ち
　の方とその付き添いの方（１名様まで）は無料
※毎月第３土曜日、翌日曜日は家族ふれあい日により、１８歳未満の子を同伴する保護者（都内在住、
　２名様まで）は当日一般料金の半額。　※いずれも証明できるものをご持参ください。

フランス・パリのセーヌ川岸に建つオランジュリー美術館。同館の印象派とエコール・ド・パリの作品群は、ヨーロッパ最高
の絵画コレクションのひとつです。同コレクションから、ルノワール、セザンヌ、マティス、ピカソ、モディリアーニなど、
パリを愛し、芸術に魂を捧げた１３人の画家たちの名作約７０点を紹介します。

９月１０日（火）から１２月１５日（日）まで

９月２１日（土）から２０２０年１月１３日（月・祝）まで

　ゆうが主催する第１回美術鑑賞「入門編」です。石洞美術館の協力を
得て、設立者である佐藤千壽が収集した作品を見ながら、交流のあった
濱田庄司とのエピソードや、作品の鑑賞ポイントを学芸員がわかりやす
く説明します。
　肩の凝らない　　会員だけの鑑賞会です。この機会に「知る」楽しさ
を味わってみませんか。

会員証提示で　大人２５０円　学生１５０円
なお、小学生以下、６５歳以上、障がい者手帳のある方は、無料です。

９月２７日（金）石洞美術館１階受付　午前１０時２５分集合 

千住橋戸町２３番地　石洞美術館　詳しくは、ＨＰ（sekido-museum.jp）

開催日時

会　　場

参 加 費

～　　は、これからも会員の皆さまにいろいろな「知る」楽しさをお届けします。～

濱田庄司 白釉黒流描大鉢（益子・1968年）

（証明できるものをご持参ください。）

大人だから、もっと知りたい。美術の世界。石洞美術館鑑賞会【会員・ご家族限定】　学芸員解説付き
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

☆☆「美術展チケット」好評発売中　☆☆

９／２９(日)まで

９／２９(日)まで

１０／６(日)まで

９／２９(日)まで

１１／１０(日)まで

窓口～９／１３まで
〒/FAX/ ホームページ～９／１３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

窓口～９／２７まで
〒/FAX/ ホームページ～９／２０まで

窓口～１１／８まで
〒/FAX/ ホームページ～１１／１まで

From ６月号

From ７月号

From ７月号

From ８月号

From ８月号

高畑　勲展
日本のアニメーションに遺したもの

黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部
ー美濃の茶陶ー

（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。

★チケット完売のお知らせ★「特別展三国志」のチケットは、ご好評につき完売となりました。

44

“観ても、聴いても、美しく、楽しい”

           ヴァイオリン・アンサンブル

チケット好評発売中！

本展では、国内有数の量と質を誇るシャガールの油彩画や、ルノワールの初期から晩年までの重要な作品、モネ、ピサロ、シス
レーら印象派の画家の詩情豊かな風景画やピカソの珍しい風景画を紹介。さらに、ルノワール、ドガ、カサットによる、油彩画
とは異なる表現の探求が見られるパステル画など、吉野石膏株式会社の収集による粒選りの絵画が堪能できます。

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

三菱一号館美術館　（東京・丸の内／二重橋前）

一般　　１,２００円（当日券　１,７００円）
○障がい者手帳をお持ちの方は半額、付添の方１名まで無料

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　１０月２９日（火）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　 １０月２９日（火）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。

印象派からその先へ－世界に誇る吉野石膏コレクション展

１０月３０日（水）から２０２０年１月２０日（月）まで
○午前１０時～午後６時　
（１/３を除く金曜、第２水曜、会期最終週平日は午後９時まで）　　　　　　　　　　　　　
※入館は閉館の３０分前まで

（但し、祝日・振替休日の場合、1/20、トークフリーデーの11/25，12/30は開館）
○休館日　月曜日

○年末年始休館　12/31・1/1

前売りのみ会期中の販売はありません

残数僅少

残数僅少

残数僅少

みんなのミュシャ

みんなのレオ・レオーニ展

円山応挙から近代京都画壇へ
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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を別に書いてください）。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（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　９月２５日（水）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に10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 10/１5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 2019」P38 をご覧ください。利用補助

アラジン
劇団四季ミュージカル 宝塚歌劇　月組公演

日本オーストリア友好150周年記念
UCCミュージカル

『Ｉ ＡＭ ＦＲＯＭ ＡＵＳＴＲＩＡ－故郷（ふるさと）は甘き調（しら）べ－』

Ⓒ宝塚歌劇団

Ⓒ松竹 撮影／渞忠之

ミュージカル ミュージカル

ビッグ・フィッシュ ダンス オブ ヴァンパイア

全席指定　❶10,400円　❷10,000円 Ｓ席指定　❶11,500円
　　　　❷11,000円

荘重な序曲から一転して繰り広げられるコメディワールド、体中を駆け抜けるリズムと心に響く美
しいメロディ、ミュージカル史に残る陶酔と熱狂のカオスが劇城を包み込む！
唯一無二のミュージカル体験－『ダンス オブ ヴァンパイア』がいよいよ５度目の日本飛来！お見
逃しなく！！
出演：山口祐一郎　神田沙也加／桜井玲香(Ｗキャスト)　相葉裕樹／東 啓介(Ｗキャスト） 石川 禅 ほか
　　　※当日のキャストについては、東宝公式ホームページを必ずご確認ください。"

「あの頃に戻って、人生やり直したい…」
大阪万博、学生運動、よど号事件…そこは高度経済成長期真っ只中の昭和４５年、東京。
結婚４０年を迎えた夫婦の感動の奇跡がここに－！
出演：田中美佐子　飯豊まりえ／柳 美稀　富田 翔　三津谷 亮　冨村ジャスティン
　　　川村エミコ　松村 優　越村友一　遠藤留美子　若林元太／ダンカン／宅間孝行
作・演出：宅間孝行

タクフェス第７弾 新橋演舞場１１月公演

『流れ星』
Ｓ席指定　6,400円 一等指定　❶14,000円

　　　　　❷12,000円

オグリスーパー歌舞伎Ⅱ 新版 

12/1（日）13：00 11/30（土）15：30

❶11/3（日・祝）12：00　❷11/12（火）18：00 ❶11/24（日）13：30　❷11/25（月）18：30　　

11/13（水）19：00 ❶11/3（日・祝）11：00　❷11/6（水）16：30

Ｓ席指定大人　10,500円（一般料金 12,100円）
Ｓ席指定子ども 5,000円（一般料金　6,050円)
会場：大同生命ミュージカルシアター
　　　電通四季劇場【海】
　　 （新橋・汐留）
枚数：60枚(一会員4枚まで）
＊2歳以下入場不可　
＊子ども＝公演日当日3歳以上、小学6年生以下
＊ファミリーゾーンでのご案内になります。
それぞれの自由を求め、未来へ―
新しい世界への扉が開かれる！ 出演：珠城りょう　美園さくら　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　8,000円

出演：川平慈英　浦井健治　霧矢大夢　夢咲ねね　ほか

あの感動のキャストによる、
もうひとつの「ビッグ・フィッシュ」！

＊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：各回１０枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　12,000円）

＊未就学児入場不可

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）

（一般料金 13,500円）

＊未就学児入場不可

会場：サンシャイン劇場
　　（東池袋・池袋）
枚数：１０枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　8,000円）

＊３歳以下入場不可

（一般料金　16,500円）

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。
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）

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）
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魔法に彩られたファンタジー物語！名曲「私を泣かせてください」が聴けるのはこのオペラ！
指揮・ヴァイオリン：寺神戸 亮　演出：佐藤美晴　管弦楽：レ・ボレアード(オリジナル楽器使用)
出演：クリント・ファン・デア・リンデ フランチェスカ・ロンバルディ・マッズーリ
　　　湯川亜也子　フルヴィオ・ベッティーニ　ほか

世界一に輝いた日本人フラメンコダンサーSIROCO（シロコ）と現代フラメン
コ界を代表するJUAN DE JUAN（ファン・デ・ファン）が贈る渾身の舞台！
出演：メインバイレ（踊り）：ファン・デ・ファン　シロコ　
　　　スペシャルゲスト カンテ（歌）：ホセ・バレンシア　ほか

2019年秋、英国発、世界最大級のクラシック音楽祭がついに日本で初開催！
出演：トーマス・ダウスゴー指揮 ＢＢＣスコティッシュ交響楽団
　　　三浦文彰（ヴァイオリン)　 宮田 大（チェロ)
曲目：細川俊夫「プレーリューディオ」オーケストラのための 
　　　エルガー チェロ協奏曲　ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第１番　
　　　ラフマニノフ 交響的舞曲

ヴァイオリニスト高嶋ちさ子と男性4人のメンバーによるピアノクインテット。クラシ
ックの名曲や映画音楽などを今までにないスリリングかつダイナミックなアレンジで奏
でます。楽しいトークとともに会場一体となって盛り上がるコンサートに、是非ご期待
ください。
出演：高嶋ちさ子、男組(今野 均(Vn.) 生野正樹(Va.) 江口心一(Vc.) 伊賀拓郎(Pf.)）

クラシックコンサートホールとして数々の名演奏会を行ってきた、サントリーホールの小ホール
「ブルーローズ」にて、演奏者を間近にしながらクラシック音楽を愉しむだけではなく、飲み物や
軽食を交えながら、洗練された大人のための優雅なひと時をご提供いたします。
出演：❶❷久保 將（サントリーワインインターナショナル㈱シニアワインアドバイザー
                         ［(一社)日本ソムリエ協会認定］）
　　　❶三浦一馬（バンドネオン）　中島 剛（ピアノ）　❷田部京子（ピアノ）

司会：森口博子＆小林奈々絵
出演：《日本クラウン》北島三郎 南こうせつ イルカ 鳥羽一郎 キム・ヨンジャ 
　　　　　　　　　　　北島兄弟 (北山たけし＆大江 裕) 三山ひろし 純烈 川野夏美 ほか
　　　《徳間ジャパン》吉幾三 松前ひろ子 松原のぶえ 城之内早苗 岩佐美咲 ほか

出演：リチャード・カーシー(指揮)　NYで活躍するヴォーカリストたち　
　　　THE ORCHESTRA JAPAN(オーケストラ)　ささきフランチェスカ(ナビゲーター) 
　　　※出演者、曲目等が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

指揮：マレク・ヤノフスキ　管弦楽：ケルン放送交響楽団
曲目：ベートーヴェン 交響曲第６番  ヘ長調  「田園」 
　　　　　　　　　　 交響曲第７番 イ長調 

ＳＳ席指定　7,000円

 オペラ『リナルド』
北とぴあ国際音楽祭2019SIROCO×JUAN DE JUAN

舞台フラメンコ～私の地アンダルシア

大和証券グループ presents
ＢＢＣ Ｐｒｏｍｓ ＪＡＰＡＮ ２０１９
Prom5 日本を代表する次世代のソリスト達 ケルン放送交響楽団

Ｓ席指定　9,000円 Ｓ席指定　9,000円

高嶋ちさ子　わがまま音楽会
 ～in Blue Rose Vol.7～

Ｓ席指定　3,500円 全席指定　❶❷5,200円

ディズニー・オン・クラシック～ まほうの夜の音楽会 2019 令和・歌の祭典 2019
Ｓ席指定　7,000円

Presentation licensed by Disney Concerts. ⒸDisney

全席指定　6,000円

ヘンデル作曲

～ピアノクインテット編～ Classic Bar

きっと、叶う☆ Wish, Hope, Dream

11/9（土）16：30 12/1（日）14：00

11/3（日・祝）15：00 11/21（木）14：00

11/30（土）13：30 ❶10/24（木）19：00　❷10/25（金）19：00

12/12（木）19：00 11/12（火）15：00

Ｓ席指定　10,000円
（一般料金　12,000円）

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）
＊５歳未満入場不可

＊未就学児入場不可

会場：北とぴあ さくらホール
　　（王子）
枚数：１０枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　8,500円）

＊未就学児入場不可

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）

（一般料金　15,000円）

＊未就学児入場不可

会場：東京オペラシティ
　　　コンサートホール（初台）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

（一般料金　12,000円）

巨匠ヤノフスキ、ベートーヴェンの真髄に迫る！

＊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枚まで）

（一般料金　4,500円）

＊未成年入場不可

会場：サントリーホール 小ホール
　　　ブルーローズ（溜池山王）
枚数：各回６枚（一会員２枚まで）

（一般料金　7,500円）

＊未就学児は入場不可
＊クラシック専用ホールのため、照明の演出はございません。
＊車椅子席をご希望の場合、お申込時にお伝えください。

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）

（一般料金　8,500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　10,000円）

今年は“きっと、叶う☆Wish, Hope, Dream”をテーマに
７年ぶりに『アラジン』を全編フィーチャー

日本クラウンと徳間ジャパンを代表するトップ歌手たちが集結した豪華共演が決定。
令和元年にしか実現しなかった、他では絶対見られない公演を是非お見逃しなく！
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