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（１２月入場可能券）

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

　
（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。

☆☆「美術展チケット」好評販売中 ☆☆

窓口 １／２2まで
〒/FAX/ホームページ １／ 15まで From １１月号ベルナール・ビュフェ回顧展 １／２４(日)まで

窓口 １2／２2まで
〒/FAX/ホームページ １2／１5まで From １１月号１２／３１(木)までKING&QUEEN展

リニューアル・
オープン記念展Ⅲ

　古きものと新しきものを結ぶ。中世や近世、近代といった時代の枠組みに縛られずに美と美を結ぶ。
　たとえば、東と西を結ぶ。国や民族といった境界にとらわれずに文化を結ぶ。サントリー美術館のミュージアムメッセージ
「美を結ぶ。美をひらく。」によせ、新たにひらかれた美の物語と共にガラス、版画、琉球美術、陶磁器などをご紹介します。

「美を結ぶ。美をひらく。」
美の交流が生んだ６つの物語

※作品保護のため、会期中展示替えを行います。
○午前１０時～午後６時　
※金・土、および１月10日（日）、2月10日（水）、2月22日（月）
　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、2月23日は午後６時まで開館）、
　12月28日（月）～1月1日（金・祝）
※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

サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア３F）

一　般　　　９００円（当日券　１,５００円）

○ゆう窓口販売 　　　　　　　令和３年２月２６日（金）まで
○ハガキ/FAX/ホームページ　 令和３年２月１９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。 

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

１２月１６日（水）から令和３年２月２８日（日）まで　　

花器「蜉蝣」
エミール・ガレ（フランス）
一点　1889－1900年
サントリー美術館（菊地コレクション）　
©木奥惠三
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東京足立学習センター

放送大学はテレビやインター
ネットを通じて授業を行う通信
制の大学です。放送大学はあな
たの生涯学習を応援します。

放送大学

☎ ０３－５２４４－２７６０

《広告》 ゆうが教養学部の入学料を補助します。詳しくはゆう利用ガイド２０２０参照

４月入学生募集中（入試なし）

①・六町駅方面から東武バス（北11、北12）北千住駅行

　・保木間・島根方面から都バス（北47系統）北千住駅前行

　・足立区役所方面から（草43系統）浅草雷門、浅草寿町行

　・千住河原町方面から(京成中組バス停・草43系統)　　

　　足立区役所、千住車庫前行

　　いずれも「千住四丁目」下車徒歩５分

②コミュニティバスはるかぜ　(小台・宮城、堀之内・椿循環他)

　「学びピア前」下車徒歩１分

③・西新井駅西口、西新井大師、江北駅方面から

　　東武バス　北千住駅行

　・新田三丁目方面から都バス(王45系統)北千住駅前行

　　いずれも「千住二丁目」下車徒歩10分 ■募集要項を無料で送付いたします。

　各日とも①１０時～１２時  ②１４時～１７時
　（１回あたり３０分程度）
　令和３年１月７日（木）　
　令和３年１月９日（土）～１月１０日（日）
　令和３年１月２３日（土）～３月１６日（火）

　　
　

（インターネット出願は１７時まで）
　※郵送の場合は放送大学本部（千葉市）必着のこと。

URL　ｈｔｔｐｓ： //www.sc.ouj.ac.jp/center/adachi/

入学相談会 【事前予約制】

願　書　受　付
インターネット ・ 郵送いずれも

第１回募集　令和３年２月２８日（日）まで　
第２回募集　令和３年３月１６日（火）まで　

※毎週月曜日、祝日、1/29（金）、1/31（日）は除く。

足立区千住５－１３－５学びピア２１（６階）（北千住駅西口から徒歩１５分）

(バスをご利用の場合)

スパリゾート・ハワイアンズ！〔特別販売〕スパリゾート・ハワイアンズ！〔特別販売〕
有効期限が３か月延長されました。令和３年３月３１日（水）➡令和３年６月３０日（水）
すでに１０枚購入された方も、さらに1０枚まで購入可

お得です！　１枚８００円→４００円になりました。

利用期限

申込方法

販売枚数

料　　金

そ の 他

○８００円のチケット（１０枚まで）の販売は終了しました。
○チケットは、随時発送いたします。
○申込後のキャンセル・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☎0570-550-550へお申込みください。その際「足立区
　勤労福祉サービスセンターの会員であること」を告げてください。基本宿泊料金の30％引きとなり
　ます。（利用ガイド2020　P20参照）GoToトラベルを併用する場合は予約の際お伝えください。
○宿泊の場合、チケットは１泊１名２枚（２泊の場合は１名３枚）必要となります。

令和３年６月３０日（水）まで

○　　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（自宅または勤務先）
　を明記してお申込みください。

一会員　年度内１０枚まで　（完売をもって販売終了）

１枚４００円〔大人・小人・幼児共通〕　※３歳以上有料
　（通常料金：大人３,５７０円・小人２,２５０円・幼児１,６４０円）

午前１０時～午後６時 （月曜 ・祝日を除く）
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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。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。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　　１２月２４日（木）　<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。当落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。

＊新型コロナウイルス蔓延防止のため急遽、中止・延期になる場合がございます。ご了承のうえお申し込みください。
＊ゆう販売公演にて、新型コロナウイルス感染が発生したときは、購入者やその家族への影響を考慮し、参加者情報を公演運営先等に提供する場合があります。
＊座席間隔を取るため、お席が離れる又は変更になる場合があります。なお、感染状況が改善の際は売止席を主催者側が追加販売をする場合があります。（ゆうは追加販売
　はございません）　＊ご来場にあたり各公演公式HPにて最新情報をご確認ください。マスク着用等、各会場の指示に従ってご鑑賞ください。

毎年大好評の０歳から入場可可能なオ
ーケストラ公演の第９弾☆本格的なク
ラシックから、映画音楽・童謡まで動
物たちが奏でる多彩な音楽の世界をお
楽しみください。

今回の内容は、テレビでよく見るトランクを使うショーではなく、舞台芸術と
してのストーリー仕立ての作品のみの上演となっております。が～まるちょば
の身体ひとつで物語へいざないます。年齢、性別、人種、国境を越えて、どん
な人でも同じ瞬間に楽しみ、感動できる作品をお届けいたします。

ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団
大演奏会♪ スルース～探偵～

が～まるちょば　LIVE 2021 STORIES

JOKER LIVE IN CONCERT 坂本冬美芸能生活35周年記念公演

　

会場：かつしかシンフォニーヒルズモーツアルトホール（青砥）
枚数：10枚（一会員４枚まで）
＊3歳以上有料。3歳未満は大人1名につき1名
　膝上無料、ただし座席が必要な場合は有料。

予定曲目：バンビーニ序曲　おつかいありさん～ベートーヴェンにこっつんこ～
　　　　　ハイホー　パプリカ　弦うさぎのティーパーティー　猫ふんじゃった
　　　　　荒野の七人　おおスザンナ　ほか

1/20（水）14：00

「吉田鋼太郎×柿澤勇人！
２人だけの手に汗握る心理サスペンス！」

音楽劇

2/7（日）12：30

プラネタリウムのふたご
（プレビュー公演）

＊未就学児入場不可

S席指定　8,800円

超大型スクリーンでの全編上映に加え、本年度アカデミー最優秀作曲賞の珠
玉の名曲群を、フル・オーケストラのライブ演奏で体験する、迫力の120分！
現在世界各地で大きな話題を呼ぶ公演が、遂に日本初上陸を果たす！

第一部では泉ピン子を迎え心あたたまるお
芝居を、第二部ではヒット曲満載の華やか
なオンステージをお贈りします。
第一部『かたき同志』
　　作：橋田壽賀子　演出：石井ふく子
　　出演：坂本冬美　泉ピン子　ほか

第二部　坂本冬美オンステージ2021

1/30（土）13：00
S席指定　2,800円（一般料金　4,500円）

出演：吉田鋼太郎　柿澤勇人

出演：永田崇人　阿久津仁愛　佐藤アツヒロ　ほか

＊未就学児の入場不可。

会場：新国立劇場　小劇場
　　（初台）
枚数：６枚（一会員２枚まで）

（一般料金　11,000円）
S席指定　7,000円

＊未就学児入場不可

星の見えない村のプラネタリウムで拾われ、
彗星にちなんで名付けられたふたご。
ひとりは手品師に、ひとりは星の語り部になった。
おのおのの運命に従い彼らが果たした役割とは？
心の救済と絶望を描いたいしいしんじの長編小説をウォーリー木下が舞台化。

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）

（一般料金　8,500円）全席指定　5,500円
❶１/22（金）19：00　❷１/23（土）13：00
全席指定　3,200円
（一般料金　5,000円）

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

❶2/20（土）19：00　❷2/21（日）18：00
S席指定　6,300円
（一般料金　9,800円）
会場：東京国際フォーラム ホールA
　　（有楽町）
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

2/27（土）11：00

＊未就学児入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　13,500円）

泉ピン子友情出演

“PLEASE PLEASE MIME”

＊R15＋指定：15歳未満のお客様のご来場は、
　ご遠慮下さい。
＊英語上映、日本語字幕付き

艶歌の桜道
うた　　はなみち



ー 9ー

マリー・アントワネット 屋根の上のヴァイオリン弾き
ミュージカル ミュージカル

S席指定　8,800円 S席指定　8,800円
❶２/21（日）13：00　❷２/25（木）18：00❶２/10（水）18：00　❷２/14（日）13：00

出演：花總まり（2/10）/ 笹本玲奈（2/14）（Wキャスト）
　　　ソニン（2/14）/ 昆夏美（2/10）（Wキャスト）
　　　田代万里生（2/14）／甲斐翔真（2/10）（Wキャスト）　小野田龍之介　
　　　上山竜治（2/14）／川口竜也（2/10）（Wキャスト）　ほか 出演：市村　正親　鳳　蘭　ほか

＊未就学児入場不可
フランス革命下の激動の恋と運命を描く、
クンツェ＆リーヴァイによる大ヒット
歴史的ミュージカルが再演決定！！ 世界は変わっても、

家族の絆は変わらない。
親から子へ、子から孫へと受け継がれる愛と絆の物語

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）

（一般料金　13,500円）

＊未就学児入場不可

会場：日生劇場
　　（日比谷・有楽町）
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　13,500円）

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, １００円（通常価格　５, １７０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、令和３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。

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

♦nanacoギフトの取扱い枚数を増やしました

♦ゆう会員拡大キャンペーン　１２月２５日（金）まで！

♦チケット等お申込みは、お申込み～ご利用日まで　余裕をもって！

来年３月に予定しておりました東京ディズニーシーパーク・ファン・パーティーは、東京ディズニーリゾート側
の意向により、開催中止となりました。

nanacoギフトは、大変多くの皆様からご応募いただいたため、限定１,０００セットを１,５００セットに増やし、
抽選とさせていただきました。

現在、ゆうに加入されている事業所で、ゆう会員拡大キャンペーン期間中に追加入会していただくと、入会金が
無料になります。

郵送をお希望されるチケットや健康診断利用承認書等は、期間に余裕をもって、お申込みください。（足立区内
でも郵便局の都合で配達に２、３日かかる場合があります。）

♦東京ディズニーシーパーク・ファン・パーティーの開催中止について
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株式会社ヨシオ

○　　 窓口～会員証提示で購入できます
○ハガキ・ＦＡＸ・ホームページ　～会員番号・会員氏名・利用施設名・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記してお申込みください。

すでに５枚購入された会員の方も、さらに１０枚追加購入できます。

申込期間

販売枚数

利用料金

申込方法

施 設 名

そ の 他

それぞれ完売をもって終了

一会員　各施設１５枚まで（年度内）　※利用期間　令和３年３月３１日まで

一　枚　６００円　（ただし西新井７００円、北千住８００円）

○ダンロップスポーツクラブ綾瀬　 　　☎０３ー３６９０ー７９９７
○セントラルフィットネスクラブ亀有　 　　☎０３ー５６８０ー０３０３
○セントラルウェルネスクラブ西新井　 　　☎０３ー５８８８ー３５６１
○セントラルフィットネスクラブ竹の塚　　 ☎０３ー５８５１ー００５０
○朝日スポーツクラブ〔BIG-S竹の塚〕  　  ☎０３ー５２４２－１３３１
○ゴールドジム北千住東京　　　　　 　　　☎０３ー５２８４ー３６３６

○ご利用は会員と家族のみです。紛失しても再発行いたしません。
○ご購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。ご注意ください。
○利用内容によって別料金が必要になります。直接施設にご確認ください。　　


