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２０２１年

７月号

６月1日現在
事業所数
会 員 数

4,131
11,134

会員の
皆様へ

新型コロナウイルス感染防止対策により、From ゆう掲載のイベント等
は急きょ、中止または変更になる場合がございます。払戻しや、期限
延長がないこともありますのでご了承のうえお申込みください。

７月10日発行

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２０２１」 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】https://www.yuu.or.jp/　※７月の土曜営業は、２４日（午前９時～午後４時）です。

開催期間

開催方法

内 容

申 込 数

料 金

申込方法

注意事項

８月上旬にワークショップキット一式（①～③）を送ります。
　①本のみみノート　１冊（※製本の際、排出される「残紙＝みみ」で作ったノート）
　②はんこ屋さんごっこ　１式
　　ガラスクランプ 1つ、印鑑本体 4種類、印面樹脂版 4種類、
　　インクジェットフィルム 5枚、洗い出し用ブラシ 1つ、ペン 1本
　③ワークショップの説明資料

１セット　１,０００円　※材料の代金が含まれます。

一会員２セットまで　（限定５０セット）
●スタンプ台は付属していませんので、顔料系油性インキのスタンプ台をご用意ください。
●ワークショップに関する質疑応答はYouTube 内のコメントにて行います。

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから
イベント名「親子ものづくり体験」、会員番号、会員氏名、セット数、
送付先（自宅または勤務先）、日中連絡のつく電話番号
※製作される方の氏名・続柄・年齢を記入の上お申し込みください。

～オリジナルのノート製作ワークショップ！～
期間：令和３年８月１７日（火）から８月３１日（火）
方法：ワークショップはYouTube の動画を開催期間に限定公開します。
　　　YouTube の URLはキットに添付する説明資料に記載いたしますので、ご家庭でご都合の
　　　良いタイミングでご参加ください。

〒120-8575 足立区千住１－５－７ あだち産業センター２階 公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター

７月２１日（水）《午後５時必着》　締切日後のセット数変更・キャンセルはできません。
※申込多数の場合は抽選となります。落選された方へ通知はいたしません。
当選者へは、７月２６日（月）頃にご案内と料金払込票を、一緒に送付します。
到着後一週間以内にコンビニ等でお支払いください。

申 込 先

締 切 日

通知・支払

夏休み親子
　ものづくり体験

オリジナルはんこ×本のみみ

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X



－２－

令和２年度　事業報告・決算

決　　　　算 令和２年度の決算は次のとおりです。

費用256,373,105円

（Ｄ）

（Ｅ）

　

231,229,371円

25,143,734円

事業の経費（給付金、利用補助金、
チケットの仕入れなど）

人件費、管理運営費

収益263,904,435円
（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

　

220,093,605円

2,621,087円

41,189,743円

会員から会費収入、事業参加収入、
チケット売り上げなど

その他（受取利息、手数料収入など）

足立区からの補助金収入

会員からの収入（Ａ）とその他の収入（Ｂ）は、会員のための事業の経費（Ｄ）に使用しました。

　生活や暮らしのための事業、趣味や教養の事業、健康・スポーツ、余暇・レジャーなどのさま
ざまな事業を実施した。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年実施していた事業の中止
や未実施もありましたが、下記のとおりみなさんにご利用いただきました。
　　１　生活安定事業
　　　（１）給付金…給付件数　１,６２０件
　　　（２）生活資金融資あっせん…融資実行　２件
　　　（３）クオカード、区内共通商品券など…５,３６６件、産地直送品９品目　１,９０７件
　　　（４）ユニクロギフトカード、ｎａｎａｃｏカード　３,５００件
　　２　健康維持増進事業
　　　（１）健康管理…人間ドック、健康診断等利用補助　２,０１０人、集団健康診断（未実施）
　　　（２）健康増進…健康ランド利用補助、区内公衆浴場回数券、スポーツクラブなど　９,０６９件
　　３　老後生活安定事業
　　　（１）生活設計支援事業…ライフプランセミナー（未実施）
　　４　自己啓発事業
　　　（１）講座・教室補助…文化教養講座受講補助、資格取得受験補助　１４５件
　　　（２）生涯学習援助…ＮＨＫ学園、放送大学　４件
　　　（３）自己啓発関連…美術展・展覧会チケット販売　１０６件、図書カードの販売　２,０８９枚
　　　　　　　　　　　　文楽公演チケット販売　１２件、若手社員研修（未実施）
　　５　余暇活動事業
　　　（１）レクリエーション…東京ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティー（開催中止）
　　　　　　　　　　　　　　親子ものづくり体験（未実施）
　　　（２）あっせん日帰りバスツアー（未実施）
　　　（３）宿泊施設…宿泊施設利用補助　１,９３７件、会員制リゾート施設利用　４１件
　　　（４）遊園施設…としまえん、東京ドームシティなど　８,２４９件
　　　（５）各種チケット販売…プロ野球、ジェフグルメカード、映画鑑賞パスポート券など　１０,８９３件
　　６　財産形成事業
　　　（１）加入状況…１４事業所　６２人
　　７　生活産業広報紙発行事業
　　　（１）「公社ニュース　トキメキ」企画編集発行…月１回　区内各戸配布（３３万部）
　　８　加入促進事業
　　　（１）会員加入促進…会員の加入促進事業など

　５月２６日理事会、６月１８日評議員会で、令和２年度の事
業報告・決算が承認されました。そのあらましをお知らせします。事　業　報　告
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現在、　　  に加入されている事業者で

会員拡大
キャンペーン

１２月２４日（金）までに
追加入会していただく会員の方は
入会金が無料になります

お電話いただければ、「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
“　 　” 窓口でもお手続きできます！

　大相撲九月場所の観戦チケットのご案内です。今回は、イス席とマス席を予定しています。今後の状況により、
無観客、開催中止またチケットの確保ができない場合もあります。また、新型コロナウィルス感染拡大防止対策に
ついてご了承の上お申し込み願います。

日 程
① ９月２０日（月・祝）イスＡ席
② ９月２１日（火）　　マスＢ席

大相撲九月場所観戦チケット

会 場

料 金

申込方法

締 切

そ の 他

① イスＡ席（席が前後になる場合もあります）
　　７,０００ 円（一般料金　８,５００円）　２０席
② マスＢ席（２名定員　１マス販売） 
　 １４,０００円（一般料金２０,０００円）　１０マス

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」、①イス席か②マス席（枚数）・会員番号・会員氏名・送付先（自宅または勤務先）・
日中連絡のつく電話番号
　一会員　①イス席は２名まで
　　　　　②マス席は１マスのみ
※どちらか一方の申し込みとなりますが、第一、第二希望の申し込みも受け付けます。

●応募者多数の場合は抽選。当選者には、８月上旬にチケットを簡易書留で送付いたします。落選者
　へ通知はいたしません。
●当選後の、キャンセル・変更はできません。また、９月場所が中止または無観客開催以外は払い戻
　しはできません。
●当日の検温で３７.５度以上の場合は、入場禁止。アルコールの持ち込み禁止、販売なし。お弁当の販
　売なし。マスク着用、声を出しての応援禁止等、新型コロナウィルス感染拡大対策に同意の上お申
　込みください。

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

両国国技館（両国駅）

まだ“　 　”に入会していない事業所が入会される場合には、入会金に加え最大９か
月分の会費が無料になる「新規入会キャンペーン」展開中！
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 円分の記念品を差し上げます。

７月２６日（月）午後５時必着
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サントリー美術館  開館６０周年記念展  ざわつく日本美術 ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

ある作品を見た時に「えっ？」「おっ！」「うわぁ・・・」など言葉にならない「心のざわめき」を感じたことはないでしょ
うか？本展では、思わず「心がざわつく」ような展示方法や作品を通して、目や頭、心をほぐし、「作品を見たい！」
という気持ちを高めていきます。サントリー美術館の名品から珍品、秘宝まで、作品を「見る」という行為を意識
して愉しみながら、日本美術のエッセンスを気軽に味わっていただける展覧会です。

開催日時
注意事項

会 場

販売価格

申込方法
締 切

●　　窓口販売 
●ハガキ／ FAX／ホームページ
●一会員 5枚まで

一　般　　　　　９００円（当日券　１，５００円）
大学・高校生　　６００円（当日券　１，０００円）

サントリー美術館　（東京ミッドタウン  ガレリア３Ｆ）

マン・レイと女性たち ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

開催日時
注意事項

会 場
販売価格

申込方法
締 切

一　般　　１,１００円（当日券　１，７００円）

Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷）

本展ではさまざまな愛と別れ、知的な発見や考察、冒険や遊びを体験していく時間軸をタテ糸に、その時々のミュー
ズとなった「女性たち」をヨコ糸にして、親密で誌的で機知に富んだ作品世界を繰り広げていったこの芸術家を、
約１５０点の写真を中心に、絵画やオブジェなどを加えた２５０点以上の作品で振り返ります。

７月１４日（水）から８月２９日（日）まで
　＊作品保護のため会期中展示替あり。
○午前１０時～午後６時
　金・土、および７／２１（水）、２２日（木・祝）、８／８（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８月２４日（火）は午後６時まで開館
　※中学生以下は無料
　※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介助者１名様のみ無料。
　※会期や時間は変更となる場合があります。最新情報は美術館ウェブサイ
　　トにてご確認ください。

７月１３日（火）から９月６日（月）まで
○午前１０時～午後６時
　※金・土は午後９時まで開館
　※いずれも入館は閉館３０分前まで
○休館日　7月２０日（火）
　※未就学児無料
　※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方１名まで各々当日料金
　　の半額。当日、現地窓口にてご購入ください。
　※入場日時予約が必要となる場合があります。また状況により、会期、開
　　催時間が変更となる場合があります。詳細は Bunkamura ホームページ
　　でご確認ください。
　※館内混雑の際にはご入館をお待ちいただく場合があります。

８月２７日（金）まで
８月２０日（金）午後５時必着　
㊟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。

●　　窓口販売 
●ハガキ／ FAX／ホームページ
●一会員 5枚まで

９月　３日（金）まで
８月２７日（金）午後５時必着　
㊟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。

尾上菊五郎 一枚 明治８年（1875）頃　サントリー美術館
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《広告》シアター１０１０

生誕２６０年記念企画　特別展 「北斎づくし」 ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

開催日時
注意事項

会 場

販売価格

申込方法
締 切

スーパー早割チケット　　　９００円
（日時指定券　一般１,８００円　大学生・専門学校生１,２００円　高校生・小中学生９００円）

東京ミッドタウン・ホール（東京ミッドタウンＢ１）（六本木）

７月２２日（木・祝）から９月１７日（金）まで
　※ただし、今回取り扱いは「スーパー早割チケット」のみです。

入場期間は、７月２２日（木・祝）から８月９日（月・休）
限定のチケットです。必ずこの期間にご使用ください。
○午前１１時～午後７時　（最終入場：午後６時３０分）
○休館日　８／１０（火）、８／２４（火）、９／７（火）
　※未就学児無料　
　※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者１名様無料
　★ご注意：「スーパー早割チケット」（事前予約不要）は 7/22（木・祝）
　　～ 8/9（月・休）の期間限定入場券です。8/11（水）以降は、当
　　日券の１００円割引券となってしまいますので、来場当日、会場で
　　１００円引きの値段で、さらにチケットを購入する必要がありま
　　す。予約で一杯の場合は入場できません。
　　　　にお申し込みの際、ご検討のうえご購入ください。

●　　窓口販売 
●ハガキ／ FAX／ホームページ
●一会員 5枚まで

８月　６日（金）まで
７月３０日（金）午後５時必着　
㊟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。

２０歳で浮世絵師としてデビューしてから９０歳で没するまでの７０年間、常に挑戦を続けて森羅万象を描き抜こう
とした画狂の絵師・葛飾北斎（1760-1849）。その生誕２６０年を記念し、代表作である『北斎漫画』、「冨嶽三
十六景」、『富嶽百景』の全頁・全点・全図が一堂に会する前代未聞の特別展「北斎づくし」が２０２１年７月東京・
六本木に出現します。膨大な北斎作品たちによって埋め尽くされた北斎ワールドをご堪能ください。
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ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X観劇・コンサート

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。ご希望に添えない場合もあり
ます。 
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。
７月２６日（月）　＜ 午後５時必着 ＞
当選者の方には公演日に間に合うようにチケットと振込用紙を簡易書留にて送ります。
当落通知はいたしません。（当落のお問い合わせは８／６以降にお願いします）
締切後のキャンセル・変更はできません。また、紛失した場合も再発行できません。
　　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は補助します。
詳しくは「利用ガイド　　 ２０２１」P.３８をご覧ください。

◆申込方法

◆注　　意
◆締　　切
◆通　　知

◆キャンセル
◆託児サービス
　利用補助

8/29（日）17：30
全席指定　5,700 円
　（一般料金　7,700 円）

会場：あうるすぽっと
　　　（池袋・東池袋）
枚数：８枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
原作：あだち充「虹色とうがらし」（小学館 少年サンデーコミックス刊）
脚本：鳥澄若多
演出：佐藤慎哉（アナログスイッチ）
出演：長江崚行　伊波杏樹　沢村 玲（ONE N' ONLY）　ほか

２０２１年 高橋竹山 津軽三味線演奏会　
竹山三味口説～我が耳に聴き、我が声に乗せて語る～

SF時代活劇『虹色とうがらし』

Ticket
TicketTick

et

9/23（木・祝）14：00
全席指定　4,000 円
　（一般料金　5,500 円）

会場：東京文化会館（上野）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

【予定曲目】津軽じょんから節、津軽山唄、井上井月 俳句に乗せて　ほか

五木ひろし 50th Anniversary
メモリアルコンサート

9/2（木）16：00
全席指定　4,000 円
　（一般料金　10,000 円）
会場：LINE CUBE SHIBUYA
　　　【渋谷公会堂】（渋谷）
　　　　＊3/1 の延期公演
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
演歌歌手、五木ひろしが５０周年を迎えます。「五木ひろし」と改名し５０年の
歳月が経ちました。そこで多くのお客様に感謝の気持ちを込めまして５０年の
軌跡を振り返る「五木ひろし 50th Anniversary メモリアルコンサート」を開
催します。数々のヒット曲、名曲の中から厳選をした内容で予定をしております。
特別な１日をお楽しみください。

三山ひろしコンサート2021
～歌い継ぐ！昭和の流行歌～

9/23（木・祝） ❶17：00
9/24（金）   　 ❷11：00　❸15：00
全席指定　4,800 円
　 （一般料金　6,500 円）
会場：かめありリリオホール
　　　（亀有）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊希望日時（または番号）をご記入ください。
＊未就学児入場不可　
心に残る温もりの声「ビタミンボイス」三山ひろしが
今年も熱唱。懐かしい流行歌の数々を綴る「歌い継ぐ！昭和の流行歌」。
うたごえ喫茶 かめあり
今年はフォーク～ニューミュージックの青春ヒットナンバーもお楽しみください！

aiwa/KINUJO presents
岩崎宏美コンサートツアー

～太陽が笑ってる～
9/4（土）17：30
全席指定　4,700 円
　 （一般料金　6,300 円）
会場：ティアラこうとう（住吉）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

デビュー４５周年を迎えた岩崎宏美による
スペシャルコンサート！
これまでの４５年を振り返りつつ、新たな
魅力をバンドサウンドにのせてたっぷりと
お届けいたします！

布施明
AKIRA FUSE LIVE 2021-2022

9/4（土）17：00
全席指定　5,200 円
　（一般料金　7,000 円）
会場：サンシティホール
　　　（南越谷・新越谷）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

表現力豊かな歌声で圧倒的な歌唱力を誇る布施明。
シクラメンのかほり、霧の摩周湖、マイウェイなどのヒット曲から、
カンツォーネやオペラ名曲のカバーなど、今もなお新しい挑戦を続け
ている。

５０年前の今日「よこはま・たそがれ」と共に五木ひろしが誕生！
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＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため急遽、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、新型コロナウィ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、お席が離れる場合があります。なお、
　感染状況が改善の際は主催者側が売止席の追加販売をする場
　合があります。（ゆうの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。
＊公演中止の場合を除き、発熱や体調不調等により入場お断り
　の場合でもキャンセル不可の公演もあります。

❶8/21（土）第一部 11：00　❸8/25（水）第三部 18：00
❷8/22（日）第二部 14：30　❹8/28（土）第三部 18：00
一等席指定　11,000 円
　　 （一般料金　15,000 円）
会場：歌舞伎座（東銀座）
枚数：各回８枚（一会員２枚まで）
＊希望日時（または番号）をご記入ください。
出演：中村雀右衛門　中村扇雀　松本幸四郎　市川猿之助　中村勘九郎
　　　中村七之助　ほか
演目：・第一部：三代目猿之助四十八撰の内　加賀見山再岩藤　骨寄せの岩藤
　　　・第二部：真景累ヶ淵　豊志賀の死、仇ゆめ
　　　・第三部：源平布引滝　義賢最期、伊達競曲輪鞘當、三社祭

八月花形歌舞伎

9/11（土）12：00
Ｓ指定席　11,000 円
　　（一般料金　14,000 円）
会場：明治座（浜町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
日本映画史に残る伝説の作品、豪華スタッフ・キャストにより待望の舞台化
原作：黒澤明　植草圭之助
脚本：蓬莱竜太
演出：三池崇史
出演：桐谷健太　高橋克典　佐々木希　田畑智子　篠田麻里子　髙嶋政宏

❶9/5（日）13：30　❷9/7（火）13：30
❶Ｓ席指定　8,000 円
　（一般料金　11,000 円）
会場：Bunkamura
　　　シアターコクーン（渋谷）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊希望日時（または番号）をご記入ください。
＊未就学児入場不可
作：井上ひさし（吉川英治「宮本武蔵」より）　オリジナル演出：蜷川幸雄
演出：吉田鋼太郎　音楽：宮川彬良
出演：藤原竜也　溝端淳平　鈴木杏　塚本幸男　吉田鋼太郎　白石加代子　ほか

9/1（水）13：30
全席指定　3,700 円
　（一般料金　5,000 円）

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）
＊未就学児入場不可

曲目：J.S. バッハ　トッカータとフーガ
　　　　　　　　　パッサカリアとフーガ
　　　　　　　　　" 目覚めよ呼ぶ声が聞こえ”　ほか

8/25（水）19：00
全席指定　3,700 円
　（一般料金　5,000 円）
会場：王子ホール（銀座）
枚数：８枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
出演：石上真由子（ヴァイオリン）　福川伸陽（ホルン）
　　　山中惇史（ピアノ）　
【プログラム】ブラームス /ホルン三重奏曲 変ホ長調 作品 40
　　　　　　  リゲティ /ホルン三重奏曲
　　　　　　  川島素晴 / Paganini Ride in a Time Machine ほか
＊やむを得ない事情により、曲目が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

8/28（土） ❶14：00  ❷17：30
全席指定　3,500 円
　（一般料金　4,800 円）

会場：亀戸文化センター
　　　カメリアホール（亀戸）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊希望日時（または番号）をご記入ください。
＊未就学児入場不可
政治、経済、事件、芸能・・・etc。タイムリーな社会問題を「笑いと批判」に変える！
ライブにこだわり続けるザ・ニュースペーパーのライブでしか見られないコン
トをお楽しみに！！

蜷川幸雄七回忌追悼公演『ムサシ』
　ムサシ、見参！！醉いどれ天使

9/7（火）18：00
全席指定　8,500 円
　（一般料金　11,500 円）

会場：シアタークリエ（日比谷）
枚数：６枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
地味でさえない青年がある植物を手にした途端・・・。人生一変！？
２０２１年８月シアタークリエにて再決定！！
出演：鈴木拡樹・三浦宏規（交互出演）
　　　妃海　風・井上小百合（交互出演）
　　　阿部　裕、石井一孝、デーモン閣下（声）　ほか

鈴木優人  オルガン・リサイタル
演奏とトークで楽しむパイプオルガンの世界

リトル・ショップ・オブ・ホラーズ

ザ・ニュースペーパー ＬＩＶＥ ２０２1

❷Ｓ席指定　7,000 円
　（一般料金　11,000 円）

アフタヌーン・コンサート・シリーズ ミュージカル

石上真由子プロデュース
Ensemble Amoibe 「TRIO」

社会風刺コント集団
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ゆう
窓口
受取食事チケットの申し込み方法（予約制）（一会員各施設６枚まで）

レストランへ電話予約

予約後　　 へ申し込み

から食事チケットを送付

①

②

③

「足立区勤労福祉サービスセンター 　　」の会員と告げて、日程やコースを予約してください。

ハガキ /ＦＡＸ/ ホームページから、必要事項を記入し　　 へ申し込んでください。
◇必要事項　会員番号、氏名、レストラン名、利用日、コース名、ランチかディナー、
　利用枚数、区分（大人・小人等）、送付先（自宅または事業所）、日中連絡のつく電話番号
食事チケットを郵送します。お申し込みから１週間ほどかかります。日程にゆとりのない方は、
窓口受取をお願いします。

当日チケットを提出し食事を楽しむ④ レストランで、予約名を告げ食事チケットを提出の上、食事をお楽しみください。
※食事チケットの提出がない場合は、通常料金になりますのでご注意ください。

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

新型コロナウイルスの影響により各店舗の営業形態、時間、提供内容の変更、催行中止になる場合もございます。予約時に開催日時等、ご確認願います。

パークサイドダイナー帝国ホテル 東京レストラン
オールデイダイニング

みゆき通りに面した明るく開放的な店内は、さまざまな用途にご利用いただけます。
人気のステーキコースやお好きな料理を選べるコースなどをご用意いたしました。

７月１６日（金）～９月３０日（木）　 除外日 : 特別催事期間中

会 場

期 間

そ の 他

写真はイメージです

本館１階

事前予約は不要です。当日、会員証を提示し料金をお支払いください。会員証・支払方法

千代田区内幸町１－１－１
東京メトロ日比谷線、千代田線、「日比谷駅」よりＡ13出口徒歩約３分

住 所
交 通

「ゆう」から食事チケットは発行しません。
営業状況が変更となる可能性がございます。帝国ホテルホームページをご確認ください。

コース・時間 料　　金 備　　考

選べるランチ＆ディナー
ワンドリンク付き

11：00～ 21：30 (L.O)

ダイナーステーキコース
ワンドリンク付き

16：00～ 21：30 (L.O)

６,５００円
（通常 7,975

～
9,295 円）

８,９００円
（通常10,285 円）

スモークサーモンとポテトサラダ、本日のスープ、サーロインステーキ
（US180g）、選べるデザート（５品）、コーヒーまたは紅茶

問い合わせ先
03-3539-8046

　　会員証提示
予約不要

新型コロナウィルス蔓延防止のため、施設により休業、時短営業、内容変更等の場合もあります。
予約時に施設に確認をお願いします。

〇 ホテルオークラ東京ベイ

９月３０日まで。詳しくは「Fromゆう」６月号をご覧ください。

〇 赤坂エクセルホテル東急

利用期間が８月３１日まで延長されました。詳しくは「Fromゆう」６月号をご覧ください。

〇 品川プリンスホテル
利用期間が８月３１日まで延長されました。詳しくは「Fromゆう」６月号をご覧ください。
　※８月９日～８月１３日は、土日祝日料金です。

ご案内中の食事チケット

◎前菜５品　シーザーサラダ／スモークサーモンとポテトサラダ／
　コーンスープ、《＋700 円》コブサラダ／コンソメスープ
◎メインディッシュ８品　ビーフカレー／野菜カレー／シーフードピ
　ラフ／本日のおすすめ、《＋700 円》ハンバーグステーキ／サー
　モンのポワレ、　《＋1,200 円》サーロインステーキ／牛網焼きと
　フォワグラの洋風丼
◎デザート５種　◎コーヒーまたは紅茶
　各１品をお選びください。
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《広告》ゆう指定店　株式会社 孝行舎

利用期間

申込期限

そ の 他

令和３年１０月３１日（日）まで
＊プール営業  ７月１５日（木）～９月５日（日）予定

●一会員　５枚まで

●当選者には７月２９日（木）頃にチケットと料金払込票を一緒に送ります。
　落選者への通知はいたしません。
●休園日、営業時間・アクセス等は必ず西武園ゆうえんちホームページにてご確認
　ください。
●法人向チケットを現地窓口にて一日レヂャー切符に引換の上、ご入場ください。
●園内でのお買い物は、別途料金がかかります。
●申込み締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、会員番号・会員氏名・電話番号・チケット名
　「西武園」・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。

販売枚数

～生活応援企画・特別価格～
西武園ゆうえんちチケット特別販売 ホームペ－ジ専用ハガキ

＆
F A X

５月１９日にリニューアルオープンした「西武園ゆうえんち」のチケットを販売します。昭和の
熱気があふれる新生・西武園ゆうえんちでお楽しみください。

【限定２００枚】申し込み多数の場合は抽選！

販売価格

一日レヂャー切符　２,５００円（３歳以上共通）
　　　　　　　　　＊通常価格４,４００円（大人）

＊プール営業日はプール利用可

７月２１日（水）　午後５時必着

申込方法

TM & Ⓒ TOHO CO., LTD.
ⒸTEZUKA PRODUCTIONS
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映画鑑賞券「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（前期分）を販売中！

利用期間

販売枚数

料 金

そ の 他

９月３０日（木）まで

１枚１,２００円　大人・小人共通
（一般価格【大人】１,９００円　【大学生】１,５００円　【高校生以下】１,０００円）

一会員　前期分　　５枚まで
（前期２,５００枚限定。完売をもって販売終了）

直接　　 窓口でご購入いただくか、電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて、会
員番号・氏名・電話番号・チケット名・枚数・送付先（自宅または勤務先）を明記
してお申し込みください。

●チケット 1枚につき、１作品の鑑賞が出来ます。
●各種割引との併用はできません。
●特別興行作品など一部ご利用できないものがあります。
●施設によって休業日が違いますので、ご確認の上ご利用ください。
●現金との交換、返金及び再発行はできません。
●開館情報をご確認のうえ、お申し込みください。

申込方法

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

足立区内公衆浴場入浴回数券の販売 ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

郵送の場合は代金引換郵便になります。
※代金引換郵便とは商品をお届けの際、商品代金と代引手数料を、配達員にお支払いいただく方
　法です。代金引換郵便について、詳しくは「利用ガイド２０２１」P６をご覧ください。

種　　類 販売価格 年度内購入制限

足立区内公衆浴場入浴回数券
（有効期限 : 令和４年６月３０日）

※申込後のキャンセル・変更はできません。

４,１００円
（４７０×１１回分）
【一般価格５,１７０円】

６冊

※営業状況をご確認のうえ、お申込みください。
利用期間

販売枚数

料 金

申込方法

そ の 他

令和４年３月３１日（木）まで

一会員　年度内　１０枚まで　（完売をもって販売終了）　

●　　 窓口　　　　　　　　　　　　　　　　
●電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・氏名・電話番号・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。

１枚　８００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）

●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」へお申し込みください。
　宿泊の場合、入場券は１泊１名２枚（２泊の場合１名３枚）必要となります。
　（詳しくは 　　利用ガイド２０２１　P２０をご覧ください）

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口夏こそ！スパリゾートハワイアンズ夏こそ！スパリゾートハワイアンズ
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スポーツクラブ利用券　販売中！ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

販売期間

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販売終了

一施設　一会員　５枚まで（年度内）
１枚　６００円　（ただしセントラル西新井７００円・ゴールドジム北千住８００円）

○　　窓口（会員証提示）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・電話番号・利用施設名・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記してお申し込みください。

◆営業状況・時間等は、各施設に確認の上ご利用ください。「利用ガイド　　２０２１」P５２参照。
○ダンロップスポーツクラブ綾瀬　　 　　○セントラルフィットネスクラブ竹の塚
○セントラルフィットネスクラブ亀有　　 ○朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕
○セントラルウェルネスクラブ西新井　　 ○ゴールドジム北千住東京
○ご利用は会員と家族のみです。他の人への譲渡はできません。
○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かかる場合があります。施設にご確認ください。

昨年６月に有明にオープンした最先端技術を駆使した世界最大級のテーマパーク。
「宇宙エリアや世界の街エリア、アニメエリア」等で動くミニチュアを楽しめます。
令和３年度レジャー施設利用補助券、または会員証提示でご利用ください。

江東区有明１－３―３３　有明物流センター　☎03-5843-8660
交　通 ：ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩３分　
　　　　りんかい線「国際展示場駅」徒歩９分
11：00 ～ 20：00
※営業時間は状況に応じて変更となります。施設にお問い合せの上、ご利用ください。
　　　　 利用区分
大人（１８歳以上）
中高生（１２～１７歳）
幼児・小学生（４～１１歳）

施 設
所 在 地

利用時間

入 場
パスポート

一般料金
２,７００円
１,９００円
１,５００円

補助利用券
２,１３０円
１,４１０円
１,０５０円

会員証提示
２,４３０円
１,７１０円
１,３５０円

“新規レジャー施設！”　「スモールワールズTOKYO」が加わりました。

区内他６か所のスポーツクラブが利用できます。施設の詳細は利用ガイド　　をご覧ください。

◎今年の「夏季プール利用補助券」はございません。
　例年Ｆｒｏｍゆう７月号折込の「夏季プール利用補助券」につきましては、今年も新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、通常の開設が困難であることから、「夏季プール利用補助券」による割引利
用はございません。また、東京サマーランド（夏季期間中）、よみうりランドプールは、　　の「足立区
令和３年度レジャー施設利用補助券」を使用できません。ご了承ください。
◎東武動物公園プールは、別途料金がかかります。
　今年度、　　で販売している「法人アトラクションパスセット引換券」ではプール利用ができません。
　東武動物公園プールのご利用には、日時指定 WEB チケットの購入が必要です。詳しくは東武動物
　公園ホームページでご確認ください。
　●プール入場券（法人アトラクションパスセット引換券持参者）
　　　・大人・シニア（６０歳以上）　　　　　１,３００円
　　　・中人（中高校生１２歳～１７歳）　　　１,０００円
　　　・小人（３歳～１１歳）　　　　　　　　 　７００円
　＊アトラクションも利用できます。

Infomation

夏
の
プ
ー
ル
情
報

申し込み後の各種チケット等のキャンセル、変更はできません。
また、主催者の都合によるキャンセル等の場合、購入金額の返金となります。注意！

参考：通常料金（入園券 +プール入場券）

大人　　3,100 円　シニア　2,400 円
中人　　2,500 円　小人　　1,500 円
＊アトラクションは利用できません。
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